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専門職チームが持ち得る集団的暴力性

そもそも保健・医療・福祉の臨床家は、自分たちの専門性や技術が、対象者にとって、
より高い効果をもたらすように仕事をしたいと思っているに違いない。そのように考える
臨床家は皆、一人の臨床家の技術や専門性の限界を感じ、他職種との連携によって、より
よい仕事ができると考えるのも当然である。そのような臨床家のコラボレーションへの期
待が今日の多職種連携・協働の背景の一つにあるのは論をまたないであろう。だがしかし
多職種による連携・協働は、必ずしも患者・当事者・家族に利益をもたらすとは限らない
側面があるのも事実である。確かに連携がとれていなければ、患者・利用者・家族に不利
益を与えかねず、連携・協働は臨床の必須の条件といえるだろう。本書の基本的な考え方
もこのような観点に基づいている。特に医療機関で働く専門職にとっては、連携は極めて
積極的なテーマであり、肯定的に受けとめられているのが通例だろう。しかし、現実には
そのような肯定的側面ばかりではなく、時に連携が、患者・利用者・家族にマイナスの影
響を与えることもある★2。
野中10）は、対人サービス組織が対人臨床という点で他の一般的チームとは異なる特殊性
を有していることを指摘し、そのうえでチームワークの難しさについて論じている。その
中で、
「チームワーク」には、連携は常にプラスの効果をもたらすといった専門職が持つい
くつかの暗黙の「神話」が存在すること、メンバーの増加による合意形成の困難など協働
によるマイナスの効果があること、さらに、チームは常に倫理的問題と直面しているこ
と、などを論点として指摘している。
特に倫理的問題については、専門職が集団でスクラムを組むことによって当事者に圧力
をかけ、不利益を強要し、結果として社会的排除や人権侵害に至ることすらあり、近年、
地域ケア会議などで報告される事例の中に、検討を要する問題が散見されている。以下、
事例を通して考えてみたい。

★2 …【チームについてすべてが良いことばかりではない】（③ p107）参照
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臨床における多職種連携・協働の論点
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事例 1：生活保護を受給する高齢単身者が購入した大型テレビを多職種の協力で返品
させた事例
これは、ある多職種連携の研修会でケアマネジャーによって報告された、生活保護
を受給している 72 歳の単身男性 A さんの事例である。A さんは、保護費の日用品費を
コツコツ貯めて大型テレビを購入した。A さんの担当ケアマネジャーである B さん
は、生活保護受給者が大型テレビを購入することは許されないことであると考えた。
そこで B さんは、まず福祉事務所の生活保護ケースワーカーの C さんに相談した。C
さんも B さんと同意見であったため、以後 2 人が交替で家庭訪問し、テレビを返品す
るか売却してその換金した分を生活費に充当するよう A さんの説得にあたった。結
果、A さんは返品に応じ、B さんは購入業者と交渉し返品可能となり、当日は訪問介
護の協力も得て、業者に引き取ってもらった。

この事例については、多くの読者が「このような実践は連携ではない」
「そもそもケアマ
ネジャーのBの認識が問題なのであって、このような事例は滅多にあるものではない」、そ
して「私はこのようなことはしない」と感じたことだろう。また中には「この事例の何が
問題なのか？」と、ケアマネジャーの B さんや生活保護ケアワーカーの C さんの判断と行
動を当然と感じた読者もいるかもしれない。しかし、実はこのいずれの認識にも考えなけ
ればならない点がある。
まず、生活保護受給者のテレビ購入については、生活保護法には明確な規定はない。耐
久消費財の購入の是非については、現場の生活保護ケアワーカーの判断に委ねられている
が、現実には、エアコンと同様に多くの生活保護受給者が所持しており、それは憲法第 25
条に定められた健康で文化的な最低限度の生活を逸脱したものとしては一般的には考えら
れていない。一部の過度な生活保護受給の「適正化」を進める自治体以外では、是認され
ているのが実情である。この社会的実態の認識を前提とした時に、B さんの判断は人権を
侵害している可能性を有している。B さんは、そもそも生活保護受給者に対する誤った認
識が背景にあり、その上で生活保護制度の実態と運用について、知識がないまま拙速な行
動をとってしまったといえるだろう。さらにこの事例でより問題なのが、生活保護担当者
も含め、関係専門職が B さんに意見せず「協働」したことである。
実は、私たちは B さんのように、既存の学問的理解や科学的認識を有していない非専門
領域に関しては、私たち個人が持っている私的価値観や道徳観で当事者を捉えてしまうこ
とが往々にしてある。私たちは、医療や看護、介護、リハビリテーションといったそれぞ
れの専門領域を前提に、患者・家族と向き合っているが、患者・家族の立場から考えれ
ば、専門職の領域は、生活や人生のごく一部の領域にしか過ぎない。したがって、専門職
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地域でIPEを進める組織づくりと
その運営

地域ケアネットワーク佐久（SCCNet）

❶ 立ち上げ期
長野県佐久市は2009年当時で人口約10万人、高齢化率25.2％の地方都市で、すでに20年
以上前から在宅医療が地域で取り組まれていた。介護保険施行後は訪問看護やケアマネ
ジャーとの関わりも大きくなっていたが、法人やグループを越えての医療と介護の連携は
まだまだ進まず、医療機関との連携は依然として敷居が高いと感じることも多く、介護職
や行政関係者など専門職種間のネットワークは緒についたばかりであった。
そのような中、地域ケアネットワーク佐久（SCCNet：Saku Community Care Network）
は、佐久地域における医療と介護の多職種連携が進むことを目指して、2009 年 4 月から佐
久医師会内での立ち上げの準備を始めた。立ち上げにあたっては佐久総合病院地域ケア科
の北澤彰浩医師と筆者で医師会長や理事に説明を行い、医師会の協力と理解を得て、同年
8 月に佐久医師会の研究会として設立された。
設立にあたっては、佐久医師会から歯科医師会、薬剤師会、介護保険事業者連絡協議
会、居宅介護支援事業者連絡協議会、訪問看護ステーション連絡協議会、栄養士会、社会
福祉士会、佐久市役所など地域の主要団体に地域ケアネットワーク佐久（SCCNet）設立の
趣旨説明を行って協力をお願いし、2009 年 10 月より 2 か月ごとに多職種参加型の勉強会を
開始した。

❷ スタート期
多職種参加型の勉強会は、訪問薬剤指導、訪問看護と介護との連携、多職種での情報共
有に関する事例検討、介護現場からの救急搬送、地域支援事業など、在宅医療や介護の現
場で起きている課題をテーマとして選び、偶数月第 4 火曜日 19 時〜20 時半と定例化して開
催した。勉強会の構成は、最初の 40 分程度を話題提供にあて、その後は多職種の小グルー
プでのディスカッション、全体発表と質疑応答とし、できるだけ多職種の意見が聞けて、
74⃝第 4 章 地域ケアでの連携教育・学習

発言ができる場づくりを目指した。
毎回 40〜60 名程度の参加があり、5〜10 名の医師に加えて、訪問看護とケアマネジャー
と薬剤師が多数を占め、病院看護師やソーシャルワーカー、地域包括支援センターや行政
担当職員など佐久地域の多職種が参加する勉強会に育っていった。訪問看護やケアマネ
ジャーからは、普段の業務において「気軽に相談できるようになった」とか「お互いのこ
とが良く分かるようになった」という意見を伺う機会も増え、少しずつ顔の見える多職種
連携が進み始めた。
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❸ 休止期

章

4

多職種参加型の勉強会を開催するにあたり、立ち上げ期から事務局として関わっていた
筆者は、テーマの選定、研究会の目指す方向性に常に悩んでいた。医師会の在宅医療に関
わる医師の意向、協力していただいている参加団体の意向を踏まえながら、地域ケアネッ
トワーク佐久（SCCNet）をどう運営していくかは当時の筆者にとって非常に難しい仕事で
あった。中でも一番大きな問題となってきたことは、勉強会を続けることによって、地域
の「ネットワークづくり」や「課題抽出」はできても、「課題解決」までは難しいことで
あった。勉強会を継続的に運営するにあたっての調整や事務業務の負担、課題解決まで進
める組織づくりの困難さなどもあり、地域ケアネットワーク佐久（SCCNet）は 2011 年 4 月
から 1 年間の休止期に入った。

❹ 再スタート期
2012 年 3 月に各団体の代表者が集まり、再スタートに向けて話し合いを行った。継続的
な開催に向けて多職種の有志での複数名事務局体制をとること、年度ごとにテーマを決め
て勉強会を開催していくこと、多職種が集まりつながる場を目指すことが確認された。
多職種の事務局体制としては、筆者に加えて在宅医療を担っている開業医師、調剤薬局
薬剤師、弁護士の 4 名でスタートし、チームで勉強会企画の立案を悩み続けながら、なん
とか頓挫することなく進めることができるようになった。2015 年度からは調剤薬局の薬剤
師、社会福祉協議会のソーシャルワーカーが加わり、6 名で事務局体制をとっている。
勉強会の企画にあたっては、テーマを決めることで焦点を絞ることができ、2012 年度か
ら 2 年間は「看取り」、2014 年度から 2 年間は「認知症」、2016 年度は「医療×介護」をテー
マに勉強会を開催し、年末には懇親会、年度末には特別講師を招聘した勉強会を開催する
という流れができた。
また、2013 年度から佐久市では在宅医療連携拠点事業が始まり、その一環で地域の医療

3

地域で IPE を進める組織づくりとその運営⃝75

と介護に関わる課題解決を進める場として、佐久市医療介護連携推進協議会が設置され
た。地域ケアネットワーク佐久（SCCNet）として開催する勉強会では、多職種の顔の見え
る関係づくりを進め、その中で出てきた重要課題については佐久市医療介護連携推進協議
会に提出する枠組みができた。

❺ まとめ
筆者の経験からは、多職種連携のネットワーク構築にあたっては、立ち上げ期の突破力
がまずは必要であるが、その後の継続性にはいかに多職種チームの事務局を機能させてい
くかがポイントになると考える。大変ではあるが、成長と頓挫の時期を繰り返すことで、
多職種連携のネットワークが強固に構築されていくのだと思う。
（小松裕和）
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「地域医療魚沼学校」によるIPE で医療を育てる

❶ はじめに
筆者が院長を勤める診療所は、スキー場に囲まれた新潟県魚沼市にある。この地域は豪
雪地帯であり、高齢過疎地域であると共に、人口あたり医師数が全国平均の半分しかいな
い医師不足の地域でもある。
豪雪地であるため定期往診する在宅医療は地域に必須であったし、病人が出たら村の仲
間が交代でそりを引いたり、独居となった老人宅へは近所が見守りや食事を届けたりす
る、村ぐるみ（地域包括）の支え合いの仕組み（ケアシステム）が昔から文化として定着し
ていた。
その地域でも医療資源不足と医療の高度化に対応するために大規模な病院再編が計画さ
れた。我々は地区医師会を中心に議論する中で、医療再編は建物（ハード）の整備のみで
はうまくいかない、むしろ医療人材を育て、医療を受ける住民を育てるソフト事業こそが
重要であると考え、学びの場・学校を作ろうと、2011 年 4 月から IPE の専門学校ともいう
べき「地域医療魚沼学校」（以下、「学校」） を開校したのでその取り組みを紹介する（図
4‑3）
。
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❷ 地域医療研修の受け入れ
この地域では医師不足であるゆえに一人の医師が何でも診る総合医として地域を診てい
る。当然保健行政・介護福祉の現場との連携は必須であり密である。それ故、診療所研修
で地域医療の全体像を体験できると考え、2004 年の新医師臨床研修制度の開始前から東京
医療センターの初期研修医の地域医療研修を受け入れ、さらに2010年度からは東京慈恵会
医科大学の初期研修医や、新潟大学の医学生の地域医療実習も地域全体で受け入れ、多職
種協働で研修協力・指導をしている5）。「学校」開校後は学校職員である研修コーディネー
ターが研修プログラムの作成・管理を行い、年間 20〜30 名の研修医を 1 か月ずつ受け入れ
ており、
「学校」の主要事業となっている。

❸ 住民こそ医療資源
魚沼地域は二次医療圏別医療費分析で、一人あたり市町村国保費用が全国で最も安いと
報告されている（2014 年度年齢補正後）。これはかかりつけ医システムが機能し過剰診療が
少ない結果と思われる。しかし医療再編によって大規模病院に患者が集中するなど受診動
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