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看取りを伴う在宅医療の地域ネットワーク作り
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【これまでの活動】
千葉県庁(14 回)、千葉県保健所長会(2 回)、千葉県医師会(6 回)、千葉県看護協会(2 回)と在
宅医療推進についての話し合いを計 24 回持った。これらはいずれも経費には計上していな
いが、勇美記念財団の支援を得て在宅医療のネットワークを作成・推進する事に合意と協
力を得た。平成 23 年 8 月 3 日に第 5 回千葉県地域連携の会を千葉大学にて開催し、学外
318 名総数 400 名以上の参加者を得たが、この中で在宅医療についての取り組みを紹介し
てもらい冊子にして配布し、非常に好評であった。さらに平成 23 年 11 月 23 日に千葉県在
宅ネットワーク総会・理事会を開催し、
「とっても在宅な午後」と題してシンポジウムを千
葉大学けやき会館で実施した。ネットワーク加盟医療・介護機関は平成 24 年 1 月末で 262
となっている。
千葉県在宅ネットワークについてはホームページ(http://zaitaku-net.jimdo.com/)を開設し、
在宅ネットワークの資源については県内医療機関で共有し、保健所を通じて市民に情報提
供する事、保健所が管轄地域のネットワーク拠点として機能する事、ネットワーク会議を
通じて多職種連携を推進する事が合意されたところである。
【今後の予定】
千葉県在宅ネットワークでは設立趣意書に示した目的に従って年１回の総会と年 2 回の研
究会を行い、千葉県の在宅医療を推進する。平成 24 年 4 月 15 日に平成 24 年度第一回目の
研究会を行う予定である。
在宅および在宅看取りを推進するためにネットワーク会員の互助を進める。具体的には千
葉県柏市で推進されている主治医・副主治医システムを拡充する。柏の方式は経験・技量
の高い在宅医師が副主治医となって主治医をサポートする。千葉県在宅ネットワークでは
これに緊急時の代医、多職種を交えたサポートシステムを構築し、在宅にかかわるメンバ
ーが 24 時間対応を容易にする。在宅医療にかかわる事業者は零細なところが大半であるた
めネットワークによる互助システムが貢献することを期待する。この互助システムには千
葉県 IT ネットを活用する方向で調整を進めている。
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【感想】
在宅ネットワークは関係団体の理解を得るのに大変時間がかかった。団体会員への呼びか
けを行ってくれたところもあったが、直接依頼しなければならない団体もあり、助成費の
多くの部分を通信費に使用しなければならなくなったことは予定外であったが、勇美記念
財団の助成によって賄うことができ、感謝している。今後は会費によってネットワークを
維持できる見通しであり、在宅医療の発展に貢献したい。

本活動は公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成による。

千葉県在宅ネットワーク 設立趣意書
私たちは、自分の住み家で自分らしく暮らせることが、人間にとって非常に大切なことで
あり、在宅医療・介護は、この大切なことを支える素晴らしい仕事であると考えます。
近年、国において在宅療養が政策的に推進され、在宅医療・介護の重要性は喧伝され、国
民の関心も急速に高まっています。しかし、これを上回るスピードで、在宅医療・介護を
必要とする人々は増加し、提供しなければならないサービスの質も量も急増し続けていま
す。特に、千葉県をはじめとする首都近郊においては、人類史上例を見ない速度で高齢化
が進行し、高齢者単独世帯や単身世帯の増加はすでに顕在化しています。
こうした状況にあっても、在宅医療・介護を実行する環境については、依然として厳しい
状況が続いています。在宅では、設備のない中で医師は総合診療を求められ、医療・介護
職種は限られたスタッフでなんとか２４時間対応を実現しています。また、患者や利用者
が必要とする、入院中に使用していた医療材料等の入手も困難です。さらに、在宅医療・
介護に対する正しい知識については、一般市民はおろか、関係職種にさえ十分に広まって
いるとは言えない状況です。
このような状況を改善するためには、在宅医療・介護に直接かかわる者だけではなく、急
性期病院やかかりつけ医をはじめ、全ての医療関係者や介護・福祉関係者、行政関係者等
の多職種が知恵を出し合い、協力し合うことが不可欠です。そこで、在宅医療・介護を取
り巻くすべての人々が結集し、在宅医療・介護についての理解を深め、これを推進できる
環境を整えるためのネットワークを設立することとしました。私たちは、このネットワー
クの活動を通じ、千葉県内のどこに暮らす人であっても、質が高く効率的な在宅医療・介
護を安心して利用できる環境が確保されることに貢献できるものと確信し、千葉県在宅ネ
ットワークの設立を発起する次第です。
平成２３年１１月２３日

千葉県在宅ネットワーク定款
第１章 総 則
第１条 本会は、千葉県在宅ネットワークという。
第２条 本会は、本会の目的に賛同して入会した千葉県内の在宅医療・介護に関係する団体
（医療・介護施設等を開設している個人、又は、開設を検討している個人を含む。以下「加
盟団体」という。
）をもって構成する。
第２章 目的及び事業
第３条 本会は、質が高く効率的な在宅医療・介護を、千葉県内のどこに暮らす人であって
も安心して利用できる環境が確保されることを目的とする。
第４条 本会は前条の目的達成のため、次の活動を行う。
（１）在宅医療・介護を支援するための仕組みづくり
（２）在宅医療・介護を円滑に行うための情報交換・勉強会の開催
（３）在宅医療・介護を患者・利用者が選択する際の情報提供の実施
（４）その他本会の目的を達成するために必要な活動
第３章 機 関
第５条 本会の機関は、総会及び理事会とする。
第６条 本会は、１年に１回総会を開催する。
２ 総会は、本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。
（１）事業計画及び報告
（２）予算及び決算
（３）役員の選任
（４）定款の改廃
（５）その他、本会の運営に必要な重要事項
第７条 総会は、加盟団体の選出する代議員及び本会役員をもって構成する。
２ 代議員は、加盟団体によって１名ずつ選出される。
第８条 臨時総会は、加盟団体の３分の１以上から要求のあった時もしくは理事会が必要と
認めた時、速やかに開催される。
第９条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であって、理事長、副理事長及び理事で構成し、総
会の決議に基づいて具体的事項を審議決定し、会務を行う。
第１０条 理事会は、必要に応じ委員会、専門部を設けることができる。
第１１条 総会及び理事会は理事長が招集し、それぞれの構成員の２分の１以上の出席をも
って成立する。議決は、出席者の過半数をもって決する。
２ 前項の規定に関わらず、定款の改廃及び処分に関する事項の議決については、出席者の
３分の２以上をもって決する。
第４章 役員及び事務局
第１２条 本会に次の役員をおく。

（１）理 事 長 １ 名
（２）副理事長 若干名
（３）理 事 １０名以内
（４）監 事 １ 名
第１３条 役員は、加盟団体の構成員（被雇用者を含む。）及び在宅医療・介護に関し学識
経験を有する者から選出する。
第１４条 役員の選出は、総会で行う。
第１５条 役員の任期は、選出された総会から次年度の当初予算案を審議する総会までとす
る。ただし、再選を妨げない。
第１６条 理事長は、本会を代表して会務を統括する。
第１７条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは代行する。
第１８条 監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。また、監査の結果について、必要
な機関に対し意見を述べることができる。
第１９条 本会の事務局を、千葉市中央区に置く。
第５章 会 計
第２０条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
第２１条 本会の経費は、会費、寄付金などによってまかなう。
第２２条 会費を徴収する場合は、加盟団体ごとに徴収し、その金額は総会において定める。
第６章 加盟・退会
第２３条 本会への加盟を希望する団体（医療・介護施設等を開設する個人を含む。以下、
本条において同じ。
）は、所定の手続に基づき申し込みをしなければならない。
２ 理事長は、前項の申し込みが次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の議を経て、
申し込みを棄却することができる。
（１）在宅医療・介護の推進に関係していない団体からの申し込み
（２）暴力団の統制下にある団体や宗教の教義を広めることを主たる目的とする団体、政
党等、本会の会員としてふさわしくないと認められる団体からの申し込み
第２４条 加盟団体が本会からの退会を希望する場合は、その旨を書面で届け出なければな
らない。
第２５条 理事長は、加盟団体に対して、理由なくして会費を６カ月以上納入しなかった場
合や、加盟団体としてふさわしくない重大な非行があった場合には、理事会の議を経て本
会を退会させることができる。ただし、次期総会で承認を受けなければならない。
附 則
第１条 この定款は、平成２３年１１月２３日から発効する。
第２条 第２０条の規定に関わらず、設立初年度の会計年度は、設立の日から平成２４年３
月３１日までとする。
第３条 本会の事務局は、千葉市中央区亥鼻１－８－１ 国立大学法人千葉大学医学部附属

病院地域医療連携部に置く。

