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概要
「チーム医療」はどう変化してきたのか？ 「チーム医療」の４つの要素や６つの困難、チーム・アプロー
チでデザインするこれから

それは、医療法の改正に. もおよんでいる。これまでの、病気を治すと. いう治療（cure）から、高齢化
による、生活. の質の維持・向上、予防、健康増進、リハビ. リテーション（care）へと、日本社会で
「医療」. の意味も変遷したことで、「チーム医療」に変. 化を求め . の職務が何かを知り、共通. の
務めについての認識が一致していることは. 必須の条件である。」（Drucker［2008］）4 か. らである。
「チーム医療」では医師のみが、教育期間・. 教育カリキュラムの相違から、専門職（Full
profession）とされている。他職種は半専門.

様から教わるという謙虚な姿勢で人を支えていきたいという熱い心をもった皆さんをお待ちしていま
す。 チームで取り組む医療を実現する、IPEを推進しています。 http://www.hs.tmu.ac.jp/. Faculty
of. Health Sciences. 健康福祉学部長 木下 正信. 健. 康. 福 . 学. 科. 総合大学で学ぶ長所を
保健・医療・福祉の現場で生かせる資質の高い看護職へ。 総合大学で学ぶメリットを生かし、他
学科とも連携しあいながら、一般教養や基盤科目をしっかり学び、人の. ぬくもりのある看護に欠か
せない豊かな人間性、社会性を身につけ.
書評 『｢チーム医療｣とは何か : 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ』 (細田満和子著 日
本看護協会出版会). 児玉 有子. この論文をさがす. NDL-OPAC · CiNii Books. 著者. 児玉 有
子. 収録刊行物. 共生科学研究 : 星槎大学紀要. 共生科学研究 : 星槎大学紀要 (8), 167169, 2012. 星槎大学出版会. Tweet. 各種コード. NII論文ID(NAID): 40019709645. NII書誌
ID(NCID): AA12131307. 本文言語コード: JPN. 雑誌種別: 大学紀要. ISSN: 1884-1368. NDL
記事登録ID: 024703902. NDL 請求記号: Z71-T15.
緩和ケアチーム 活動の手引き. Practical Guidance for. Palliative Care Team. 第 2 版. 特定非営
利活動法人 日本緩和医療学会. 専門的・横断的緩和ケア推進委員会 . 綜合病院山口赤十
字病院 医療社会事業部 地域医療推進課. 久 原 幸 .. 6 ）安部能成．がん緩和ケアに活かすリ
ハビリテーション・アプローチ．臨牀看護 2010;36(4):389-487（臨時. 増刊号）． 7 ）安部能成．社会
的障害に関するリハビリテーション．緩和医療学 2003;5(4):50-59. 8 ）安部能成．がんを担った人を
知る③ 社会的痛み．臨床作業療法.
1985年, 1989年, 日本赤十字社医療センター, 呼吸器科病棟, 看護師; 1983年, 1985年, 京都
第一赤十字病院, 集中治療棟（ICU）, 看護師; 2004年, 2012年, 広島大学, 大学院保健学研
究科保健学専攻看護開発科学講座, 教授; 2002年, 2004年, 広島大学, .. コミュニティ・ケアチー
ム（CCT）・の導入, 病院管理, 31巻, 1号, pp.23-pp.32, 19940401; 山口県における医療関係者
の老人保健施設に対する意識調査, 山口医学, 43巻, 1号, pp.9-pp.13, 19940401; 高齢者の社
会的入院を発生させる要因の検討（その１）, 病院.
1 Book チーム医療論. 鷹野, 和美(1957-). 医歯薬出版. 7 Book 「母乳育児成功のための10カ
条」の実践. UNICEF, World Health Organization, BFHI2009翻訳編集委員会. 医学書院. 2
Book 「チーム医療」とは何か : 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ. 細田, 満和子(1969-).
日本看護協会出版会. 8 Book α, β-不飽和イミンへの1, 4-1, 2-二重求核付加反応を利用するαアミノ酸合成に関する研究. 神谷, 麻希子. [三重大学]. 3 Book チーム医療と看護 : 専門性と主
体性への問い. 川島, みどり. 看護の科学社.
Pain. 1979; 6（3）: 249-252. h） 雨宮多喜子 : チーム医療 , 見藤隆子 , 小玉香津子 , 菱. 沼典
子編 , 看護学辞典 ,2003, pp.448. i） 細田満和子 : 「チーム医療」とは何か 医療とケアに. 生かす
社会学からのアプローチ , 日本看護協会出版. 会 , 東京 , 2012, pp.114-116. j） Griffin T.
Family centered care in the NICU. J. Perinat Neonatal Nurs. 2006; 20: 98-102. k） Institute for

Patient- and Family-Centered Care. : Advancing the practice of patient-and family- centered
care, http://www.familycenteredcare.org.
2017年6月24日 . 交流フォーラム. FO1 がん治療中の患者・家族を支える医療者にできること～ス
ピリチュアルペインを中心に～; FO2 脊髄くも膜下鎮痛法の実際; FO3 親ががん患者である子ども
を支えるために 子ども支援プログラムの実践～何から始める? どうやって続ける?～; FO4 緩和ケア
病棟が今後も患者のために維持継続できる医療システムのひとつであるためにはどうあるべきだろう
か?
勤務先：社会医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院; 佐々木 正詞さん（2007年3月卒業
卒） 勤務先：社会 . 小柳 圭一卒業年度：2014年3月出身高校：新潟県・新津高校勤務先：独
立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院職種・職位：理学療法
士 ... 私のいる病棟では、リハビリ関係の職種以外にも医師、看護師、介護福祉士、社会福祉
士、薬剤師など多くの専門職と密に連携を取り合い、一人の患者様に接する必要があるため、大
学で身につけたチームワーク技法が大いに役立っています。
「チーム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチ,日本看護協会出版会,

,Whenbuy.jp is an ordering service for Japanese shopping sites using AI prediction, price
tracker, price history charts, price watches, and price drop alerts.
コニュニティケアの進展. 専門職教育の学際化. 英国におけるIPE/IPWの経緯. 2000年. Victria
Crinvue事件. （児童虐待）. 1998年. ブリストル小児病院の手術. （医療事故）. 200１年保健省の
政策. ＊生涯教育・基礎教育課程. 両方でのIPEの推進を提起. ＊高等教育 . 新しい医療関係
職種の誕生. -国家資格化、「専門化」. -「合理化」、効率化. * 近代医療を補完するもの、近代
医療そのもの. 細田満和子：「チーム医療」の理念と現実 看護に生かす医療社会学からの. アプ
ローチ、日本看護協会出版会、P.16－29、2003. 8.
医療からのアプローチによる質の高い教育を展開。 多彩な分野の教員陣 . 医療の担い手. チーム
医療において多職種の医療従事者と円滑なコミュニケーションをとって患者さんの栄養管理や栄養
改善に対処し、栄養面からの治療を率先できる管理栄養士。 . 実習先について. 医療機関や福
祉施設など、幅広い分野の実習先. 社会医療法人近森会. 近森病院. （高知県）. 社会福祉法
人 大阪暁明館. 大阪暁明館病院. （大阪府）. 一般財団法人 甲南会. 甲南病院. （兵庫県）.
会福祉法人 甲南愛育会. 甲南こども園. （兵庫県）.
地域医療連携への貢献. 口腔ケアセンターが昭和大学４学部のチーム医療の核の一つとなり、入
院患者様の在. 院中の QOL の向上を目指しますが、同時に退院後の生活する場（在宅、施設
など）の医. 療施設等と連携して地域医療連携を推進します。院内クリニカルパスから地域連携ク
リ. ニカルパスに口腔ケアを導入する連携医療によって、在院日数の短縮や機能回復に加え. て社
会復帰や健康の維持増進を図ります。在院中のクリニカルパスから地域連携パスに. 繋ぎ、口腔の
医療面から地域における連携医療に貢献.
糖尿病専門医だけではとてもケアできない. ので糖尿病療養指導士という制度が 2001. 年に生ま
れました．これは，コメディカル. の各分野の方が糖尿病指導の専門職として. 共通の試験を受けて
認定されるという制度. です．糖尿病合併症の発症，進展をおさえ. る観点から，糖尿病の知識と
生活指導，薬. 物治療を含む教育を十分に行える実務経験. 豊富なコメディカルの育成がねらい
です． そういう意味でチーム医療がある程度進ん. でいる疾患の一つではないかと思います． 本学
では，理学療法士でこの資格を取って.
などの新しい概念の登場によるプロフェッショナリズム概念の拡大がみられた。また，患者の. 意思決
定への参加から，患者の自律性を尊重するなど，プロフェッショナリズム概念の質の変. 化が認めら
れた。概念の変化に応じた卒前・卒後の教育・学習の転換が求められるが，専門職. 連携教育を
. し始めた1990年以降からのプロフェッショナリズム概念の変遷を考察し，医療専門職が社会か. ら
求められている役割・ .. チーム医療」とは何か：医療とケアに生かす社会学からのアプローチ，東京，
日本看護. 協会出版会．
目次 : 序章 あなたにとって「チーム医療」とは/ 第１章 「チーム医療」の歴史（「病院」の誕生/ 新し
い医療関係職種の誕生）/ 第２章 「チーム医療」の要素（「チーム医療」４つの要素/ 専門性志向/
患者志向/ 職種構成志向/ 協働志向）/ 第３章 「チーム医療」とは何か（「チーム医療」の困難/
「チーム医療」とは何か/ 「チーム医療」の社会学）/ 第４章 「チーム医療」への展望（「チーム医療」
への期待/ 「チーム医療」の拡がり/ 「チーム医療」の条件）/ 資料. （「BOOK」データベースより）.
「チーム医療」とは何か－医療とケアに生かす社会学からのアプローチ [単行本]の通販ならヨドバシ
カメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイン
ト取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
チーム医療とは. これまで、医療の主体は治癒を求める医療でした。しかし、近年超高齢社会に突
入し、患者さんも様々な身体機能が失われた状態にある人も少なからずいます。たとえば、嚥下運
動ができないことから誤嚥してしまう誤嚥性肺炎は、嚥下運動が高齢の . ICT（感染制御チーム）;
NST（栄養サポートチーム）; 褥瘡ケアチーム; 呼吸ケア・リハビリテーションチーム; ACLSチーム; 糖尿
病療養支援チーム; 緩和ケアチーム; 禁煙推進対策チーム; HIV対策チーム; 創傷・排泄ケアチー
ム; DMAT; 化学療法センター; 心臓.
2017年6月30日 . 主著書に、『脳卒中を生きる意味―病いと障害の社会学』（青海社）、『パブリッ
クヘルス 市民が変える医療社会』（明石書店）、『チーム医療とは何か』（日本看護協会出版

会）、『グローカル共生社会へのヒント』（星槎大学出版会）等。共著に『生命倫理学』（中央 . チー
ム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチ. 細田 満和子. 日本看護 .. チーム
医療」再考 : チームアプローチでデザインするこれからの医療ケア(教育講演,<特集>第38回大会
(2012年度)神戸市看護大学). 細田 満和子.
一歩先行く医療を目指して: 患者さんひとりひとりに手厚いケアを提供し、早期からのリハビリに主体
的に取り組んでいただき、入院期間を短縮して、早期の社会復帰を目指すこと。さらに在宅看護も
推し進め、入院に至らないような外来治療にも力を注いでいきます。これらは精神科医療の当たり
前の取り組みですが、当院ではさらに先を考えながら歩んでいきます。 気軽に足を運べる「町の . 精
科専門医制度指導医. 一言, 多職種でのチームアプローチを行い、病院利用される皆様が満足し
ていただけよう心がけています。
なぜ、チームアプローチなのか−. DeLisaらはその著書の中でリハビリテーションを “生理学的な、ある
いは解剖学的な身体の障害. や生活環境に関わる制約の中で、全人的に肉体活動、精神活
動、社会生活、職業、趣味活動、そ. して教育における潜在能力を最大限 .. 義肢装具士(PO).
各科医師. 看護師・保健師. 医療ソーシャルワーカー(MSW). 介護支援専門員. （ケアマネー
ジャー）. 臨床心理士. 栄養士. 薬剤師. 介護士. 家族など. その他職種. リハビリテーション科医師.
図1 リハビリテーションのチームメンバー. ― 3 ―.
医療に携わる専門職とは何か？ 医師、看護師・・それから・・ 前回は「病院」という大きなカテゴ
リーにおいて「地域におけるチーム医療」の知識を深めたが、今回は「専門職」というよりコアなカテゴ
リーで「現場におけるチーム医療」について知識を深めてみよう。 医療に .. また、介護
NURSINGCAREページとのバランスを考慮し、介護福祉士やケアマネージャー等の専門職は除外
しています。 尚、医療の . チーム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチ. 新品
価格￥2,592から (2016/9/13 22:24時点).
心身の機能が低下し、他者に依存せざるを得ない状況になっても「人間らしい」存在であり続ける
ことを支える―フランス発祥で36年の歴史のある『ユマニチュード』は、哲学とその実践技術から成る
ケアメソッドだ。認知症をはじめ、あらゆる対人援助の場面で活かすことのできる本技法は、かつてな
い超高齢社会に直面し、コミュニケーションに悩む医師にどのような示唆を与えるのだろうか。
育・社会心理学研究』8:235-248;1969年. 16）中澤 昭.『119番ヒューマンドキュメント 救急. 現場の
光と陰』近代消防社 1999年. 17）（財）日本体育協会.『公認スポーツ指導者養成テ. キスト共通
科目Ⅱ』2010年. 18）TBS.『News23 多事争論』 http://www.tbs.co.jp/news23/old/onair/taji/
s00824.html アクセス日 2013年２月15日. 19）細田 満和子.『「チーム医療」とは何か 医療と. ケア
に生かす社会学からのアプローチ』日本看護. 協会出版会 2012年. 20）厚生労働省.『第７回チー
ム医療推進会議議事次. 第』2011年.
2015年4月20日 . 1)多職種協働のチーム医療. 2)医療機関連携および医療・介護連携. 3)組織
運営マネジメント. 4.地域志向アプローチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6. 1)保健・医療・
介護・福祉事業への参画. 2)地域ニーズの把握とアプローチ . 人間中心の医療・ケア. 地域住民が
抱える健康問題には単に生物医学的問題のみではなく、患者自身の健康観や. 病いの経験が絡
み合い、患者を取り巻く家族、地域社会、文化などのコンテクスト（※）. が関与していることを全人
的に理解し、患者、家族が豊かな人生を送れる.
心理学・医学・医療領域の講習会,DVD,セミナー. . 日本女子大学人間社会学部心理学科教
授、聖徳大学人文学部教授などを歴任し、日本交流分析学会常任理事、日本家族心理学会
常任理事、国際家族心理学会の日本代表としても活動。 交流分析をシステム論的家族 ... 企
業研修としては、新卒研修をはじめ過年度のキャリア研修、心理学からのアプローチとしてNLP心理
学をベースとしたメソッドの研修では、研修の場だけでなく後々も自分で繰り返し使え再現性のある
ものとしてその効果には定評がある。 また、日本.
看護学総論. 20代ナースに伝えたい職業人としての心得 / 飯野 英親, 深澤優子, 2014, N000看
総021. ＤＶＤ ＢＯＯＫ 臨床での家族支援1 ベッドサイドでの関係づくり / 家族看護実践センター,
N000看総011. ＤＶＤ ＢＯＯＫ 臨床での家族支援2 個人面接での関係づくり / 家族看護 . 実践
的スピリチュアルケア : ナースの生き方を変える”自利利他”のこころ : ナースの潜在力を高める/看護

ケアに活かせる / 大下 大圓, 2014, N000看総029 .. チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社
会学からのアプローチ, N010臨床007.
学部長からのメッセージ 高齢化社会に、高度の医療の進歩に対応できる人材育成を！ 高齢化
社会の到来と高度な医療の進歩により医療界を取り巻く状況も一段と多様化し、それに対応する
人材の育成が急務になっております。保健衛生学部には放射線技術科学科、医療栄養学科、
理学療法学科、医療福祉学科があり、“保健・医療・福祉に関する幅広い知識と高い技術”を身
につけ、“人間らしさを求める医療”を学び、医療現場におけるチーム医療に、地域社会活動に貢
献できる人材の育成と、それぞれの学科で取得できる.
授業の目的. 多職種連携とチームアプローチを基盤としたケアマネジメント能力を修得し、在宅移行
可能. 性を推進するための退院支援・調整を検討し、在宅移行後の支援調整を学ぶ。また、保健
医療. 福祉の諸制度および社会資源について理解し、関係機関・ .. 満和子：「チーム医療」とは
何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチ．東京，日. 本看護協会出版会，2012． エイ
ミー・C・エドモンドソン他：チームが機能するとはどういうことか－「学習力」と「実. 行力」を高める実
践アプローチ－．東京，英治出版，2014．
コース配属は3年次から） 「アニマルサイエンスコース」では、動物園・水族館の飼育員やドッグトレー
ナーを育成します。 「アニマルセラピーコース」では、人間と動物との関係に心理学や行動科学、社
会学などの面からアプローチします。 「野生動物コース」では、フィールドワーク . 千住キャンパスに、
医療や健康などに着目し、未来を豊かにするための生命科学を学ぶ「生命・健康コース」と、医
学、工学の知識と技術を医療現場で生かすための「臨床工学コース」の２コースを設置。 . 健康」と
は何かを、科学的に調べて、学ぶ.
2015年10月26日 . ① チーム医療とは. ② 予防・介護にどのように専門性が活かせる・連携が取れ
るか. １７：００～ 閉会式 （３０分間）：振り返り、アンケート記入、集合写真撮影. １７：３０～ 片づ
け. 参考文献 1．『「チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ』:細田満和
子:日本看護協会出版会:2013 2．『チーム医療を成功させる10か条』:福原麻希:中山書店:2013
3．在宅・地域医療の現場で働く様々な職種（ http://ipeipw.org/files/IPE2014-40_109.pdf）. （文
責：自治医科大学医学部5年 平田まりの）.
授業の概要: 現代医療に不可欠なチーム医療について、その基礎的理論を学び、多職種連携に
よるチーム医療活動の実際と今後の課題について学ぶ。 到達目標: (1)チーム医療の歴史、チーム
医療が求められる背景について理解できる。 (2)チーム医療とは何か、チーム医療の基本的要素に
ついて理解できる。 (3)チーム医療活動における各専門職の役割について述べることができる。 (4)
チーム医療における相互連携と調整の重要性について説明できる。 (5)チーム医療における利用
者・保健医療福祉専門職との関係.
第26回日本医療薬学会年会ホームページ 会期：2016年9月17日（土）～19日（月・祝） 会場：
国立京都国際会館・グランドプリンスホテル京都. . 奨励賞「患者のQOL改善につながるファーマ
シューティカルケアの確立にむけて－質問紙調査手法を基盤とした臨床薬学および臨床教育に関
する研究－」. 舘 知也, (岐阜薬科大学 実践薬学大講座 病院薬学研究室). 奨励賞「腎細胞
がんに対する分子標的治療薬の . 外来から病棟へ ― チーム医療に不可欠な薬剤師を目指し
て」. 伊賀 立二, (日本病院薬剤師会 第十二代会長).
レポートテーマ２：「授業計画」の第７回～第１５回までの学習内容について、テキストの第Ⅳ章か
ら. 終章まで自己学修する。 科目修得試験：レポートについても添削指導を受け、両方のレポート
に合格したうえで科目修得試験を. 受ける。 テキスト. 細田 満和子『脳卒中を生きる意味―病い
と障害の社会学』青海社 ２００６年. 参考書・参考資料等. 細田 満和子『パブリックヘルス 市民が
変える医療社会』明石書店、２０１２年. 細田 満和子『チーム医療とは何か―医療とケアに生かす
社会学からのアプローチ』. 日本看護協会出版会.
チーム医療」とは何か. 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ 細田満和子 著. A5 276ページ
（判型/ページ数） 2012年5月発行 978-4-8180-1658-3. 定価： 2,592 円（税込）. 冊数：. カートに
入れる. この一冊で、「チーム医療」が“見える、わかる”! 名著『「チーム医療」の理念と現実』を改題
し、新たな論考を大幅に加筆、再編集しました!チーム医療の旬のテーマを加えた決定版!“「チーム

医療」が見える、わかる”一冊です。 ・22職種へのインタビューから日本のチーム医療の現実を浮き
彫りに! ・チーム医療を構成する"4.
https://shingakunet.com/gakumon-search/./gakumon_h1080/?.
2011年2月16日 . 医療の高度化・細分化. 高齢患者の圧倒的増加. 医療の社会化・社会の医療化. パターナリズムへの警鐘. EBM概念の
発達. 医療安全概念の発達. 医師、看護師の量的・質的許容範囲オーバー. ⇓. チーム医療の本質論議. ⇓. チーム医療の推進. ２ . 方針の1
本化を図ると. 共にリスク管理等の責任を担う。また、チーム医療を責. 任あるものにするには分業と統合が必要であり、これら. の職責から医師
が行うべき責任と考える。 「チームマネージャー」. 決定した治療方針の遂行や変更等、チームアプローチ .
2013年7月31日 . 提言. 薬剤師の職能将来像と社会貢献. 平成２６年（２０１４年）１月２０日. 日 本 学 術 会 議. 薬学委員会. チーム医
療における薬剤師の職能とキャリアパス分科会 .. への薬剤師の完全配置、地域医療においてもプライマリケアや慢性疾患の管理に対 .. 薬剤
師養成を主眼とする薬学教育６年制が平成 18 年に導入され、４年制学部教育と. の並置という制度設計のもとで、平成 24 年４月からは新
制度による薬剤師が医療人と. して社会に巣立った。日本学術会議薬学委員会では、薬学教育制度改革の進捗.
2011年3月11日 . 支援に派遣された医師は、訪問診療の提供や避. 難所の巡回に奔走した。DMAT＊2に代表される. 支援チームは一時
的であり、実際に被災地に必. 要な診療は長期にわたるプライマリーケアであ. ることが明らかになった 2)。また、医療機関の .. アプローチ . 2.1 被
災地に身を置いた活動. 震災から半年経過した 2011年10月、我々は、. 被災地域の安全安心な暮らしの回復に貢献する. ことを目的に、営
業計画部内に復興推進室を立. ち上げた。ここでは、特にヘルスケア領域にお. ける被災地復興への貢献.
【中古】【古本】「チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ /細田満和子／著【医学 日本看護協会出版会】のお買い
ものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウ
マ）。人気のアイテムが大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ ♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを使った
お買い物もOK！あなたの欲しい物がきっと見つかる.
登録. 0. パブリックヘルス 市民が変える医療社会―アメリカ医療改革の現場から―. パブリックヘルス 市民が変える医療社会―アメリカ医療改
革の現… 細田 満和子. 登録. 11. 脳卒中を生きる意味―病いと障害の社会学 · 細田 満和子. 登録. 4. 知って得する予防接種の話 · 細
田満和子. 登録. 3. グローカル共生社会へのヒント いのちと健康を守る世界の現場から (. グローカル共生社会へのヒント いのちと健康を守る世
界の現場か… 細田満和子. 登録. 1. 「チーム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチ .
はじめに . 1 医療経営に携わる人材育成の. あり方について . ① 医療サービスの課題と将来像の観点から. ② 医療機関の経営層に求められ
る. スキル要件について . 2 医療経営概論. 医療経営を学ぶに当たって . 経営戦略の構築. 4 マーケティング. 3 経営戦略 ... はチーム組織として
形成される。 経営のグル（権威者）と呼ばれマネジメントをつくったとして知られるP・F・ドラッカーは、. 次の3つをマネジメントの役割と指摘してい
る1。 ①自らの組織に特有の使命を果たす . ②仕事を通じて働く人たちを生かす . ③自らが社会に .
第1章 「からだの病気」の患者たちへの「こころのケア」 が求められている 1節 日本の医療の現状 2節 身体疾患患者の精神的問題 3節 「から
だの病気」を抱えた患者の苦悩 4節 「からだの病気」の「こころのケア」の構成要素 5節 チーム医療における「こころのケア」の展開 6節 本書の
構成 第2章 がん患者の「からだ」と「こころ」 1節 はじめに 2節 がんとは何か 3節 がんの治療と経過 4節 がん医療における課題 5節 がん罹患に
伴う体験 6節 がん患者の心理・行動学的問題を考える上で注意 したいこと 7節 包括的に問題を.
地域におけるがん治療の専門施設として医療およびケアが提供されてきたが、平成14年6月緩和ケア病棟開設を目指しその準備がなされてい
る中、私は緩和ケア病棟スタッフとしての知識を得るために今回の研修に参加することができた。緩和ケア . 緩和ケア(palliative care)とは何か.
WHOのpalliative careの定義によると、「palliative Careとは治癒を目的にした反応しなくなった患者に対する積極的で全人的なケアであり、痛
みやほかの症状のコントロール、精神的、社会的、霊的な問題のケアを優先する。Palliative.
2012年5月1日 . 「チーム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチの詳細です。日本看護協会出版会が販売しています。
価格は￥ 2592です。アイテムの詳細やクチコミ情報を知ることができます。
1992 年東京大学文学部社会学科卒業。同大学大学院. 修士・博士課程を経て、博士号（社会学）授与。 日本学術振興会特別研究
員、米コロンビア大学公衆. 衛生大学院アソシエイト、ハーバード公衆衛生大学院. 研究員を経て、現職。 専門は医療社会学。研究課題
は生命倫理、患者運動、. 医療政策、国際保健など。 ◇ 主 な 著 書 ◇. 『「チーム医療」とは何か―医療とケアに生かす社会学. からのアプ
ローチ』（日本看護協会出版会、2012）、. 『パブリックヘルスー市民が変える医療社会』（明石書. 店 2012）、『脳卒中を.
平成 26 年度. 大学院生ハンドブック. シラバス. 保健医療学研究科 看護学専攻 .. 細田満和子：「チーム医療」の理念と現実ー看護に生か
す医療社会学からのアプローチ、日本. 看護協会出版会. ２．井部俊子編：患者は医療チームの ... 腫瘍と生体防御機構（桑原）. 循環器
系、腎・泌尿器の生理と疾患およびその病態に応じたケア（田中）. 備 考. 「意味づけ」「経験知」でわかる病態生理看護過程（上・下巻）（日
総研）. 観察法の実際（宮内）. 質的研究とは何か（1）（宮内）. 心理学研究法. 参考書. テキスト等. 調査法の理論（.
終末期医療と緩和ケアを巡る42のテーマについて、約4000本の文献をレビューしたエビデンスの集大成: 終末期医療のエビデンス. すべての臨
床医に捧ぐ超現場重視型の臨床研究指南書: 臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意 - すべての臨床医に
捧ぐ超現場重視型の臨床研究指南書. 医療の専門職を目指す学生(看護・薬学・リハビリ・放射線技師・臨床検査・柔道整復・管理栄養
など)が社会福祉学における保健医療領域について学ぶためのテキスト 医療と福祉に関わる様々な制度や専門.
ない」という声がワーキンググループの委員からあがった．確かに，チーム医療とは. 他施設の実践例の形や骨格だけを模倣しても，同じような結
果を生むものではない． どうしたらチームが機能していくか，どんなふうに障害や壁を乗り越えたかを学びな .. チームとは何か」をイメージしてみよ
う． チームとは，同じ目的をもつ人の集まりである．その目的達成のために，メンバー. 一人ひとりが「自分のできること」を提案し，メンバーの力を
どのようにうまく生かし . ていけばいいかを話し合う．そのときリーダーにはチームの目的を.
の緩和ケアチームも点数化され（高宮，２００２）、. 「死」という事態を個人や社会がどう認識するか. の価値判断のなかで、ホスピス運動は確
実に広. がってきている。 「従来の病院ではできなくて、ホスピスならで. きることは何か」（ハート，１９９２）。この問いかけ . 病棟の中でも、全人
的視点にたち、苦痛の緩和、. QOL の重視、チームアプローチといったソフト. 面を生かして、いわゆるホスピスマインドに根ざ. した医療のあり方
を探ることが大切なのではない. だろうか。 １．ホスピスマインドの一般化. 「死の臨床のポイントは、.
タイトル, 「チーム医療」とは何か : 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ . 著者, 細田満和子 著. 著者標目, 細田, 満和子, 1969-. 出版
地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 日本看護協会出版会. 出版年, 2012. 大きさ、容量等, 263p ; 21cm. 注記, 「「チーム医療」の
理念と現実」(2003年刊)の改題、加筆・修正、再編集. 注記, 索引あり. ISBN, 9784818016583. 価格, 2400円. JP番号, 22165438. トーハ
ンMARC番号, 32759018. 出版年月日等, 2012.5. 件名（キーワード）, 病院管理. 件名（キーワード）, チーム.
8-6-1 チーム医療（6）. 認知症対応力を多職種チームで磨く. －Team Care Drama の活用－. 青梅慶友病院. ふなやま みき. ○船山 美希

（介護職），舟口 沙織，後藤 望実，尾澤 仁美，藤田 正子，高瀬 亜優，後 智子，桑田 美代子，. 介護職教育係り一同 .. た。病院が
チームの中心として活動している環境であることから、医療・福祉の立場、視点の違いを報告する。 【活動内容】. 平成28年10月1日から発
足. 設置場所：五条川リハビリテーション病院. チーム員：発足時 医師1名 看護師1名 社会福祉士1名. 平成29年５月.
Amazonで細田 満和子の「チーム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチ。アマゾンならポイント還元本が多数。細田 満
和子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また「チーム医療」とは何か―医療ケアに生かす社会学からのアプローチもアマゾン
配送商品なら通常配送無料。
チーム医療は1970年代から発展した概念で（細田，. 2012），医療の高度化・複雑化と同時に，患者・家族の. ニーズが多様化している医療
現場において重要課題と. なっている．厚生労働省はチーム医療を「医療に従事す . る多種多様な医療スタッフが，おのおのの高い専門性を.
前提に，目的と情報を共有し，業務を分担しつつも互い. に連携・補完し合い，患者の状況に的確に対応した医療. を提供すること」と定義
し，チーム医療推進のため，専. 門性の向上，役割の拡大，スタッフ間の連携・補完の推. 進を重要視している（.
医療社会学 主な学説・理論 病気行動論医療社会学における「病気行動」は、「病気であると感じている人が、その病気が何であるのかを知
り、助けを求める行動」と定義される[8]。当初は、近代 . 医療社会学では、「病人」を社会学でいうところの「社会的役割」の観点から分析し
ている。その古典的 . 医療化」論. パーソンズの議論は、医療を社会システム維持の機能要件として肯定的に捉えるものであるのに対して、近
代における医療制度を否定的に捉えているのがイリイチ（医療化論）やフーコー（医学的まなざし論）である。
特集 フットケア. 「西太平洋地域における糖尿病足病変の現状とフットケア」 独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター WHO 糖尿
病協力センター長河野 茂夫 先生 「糖尿病性神経障害の早期診断の重要性とその治療」 愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病 . 特
集 チーム医療. 「アートとサイエンス～SMBG（Self-Monitoring of Blood Glucose）がつなぐチーム医療～」 兵庫医科大学病院 病院長学校法
人 兵庫医科大学 理事（兼務） 難波 光義 先生 「糖尿病におけるチーム医療～全診療科横断型チームの継続を.
医療現場（看護職）における. コミュニケーション・リスクの要因. FUKUOKA 3 16:30. 【0】 はじめに . 前年度の研究において、私たちは、看護師
が医師との間のコミュ . ニケーションが最もとり難いと感じていること、そして、そのこ. とが患者のリスクにつながっていたり、もの .. 時代背景との関
連から. 図表３のとおり、科学技術の発達とともに医療技術の高度化も. 進行し、看護職に期待される業務の内容も変化してきた。医療に .
関わる最近の社会的な変化を一口で言うと、「キュアからケアへ」. という潮流の変化ととらえることが.
より良い地域包括ケアの実現をめざすために . キーワードは看看連携. 2014年9月20日（土）. 地方独立行政法人 大牟田市立病院. MSW
がん専門相談員 北嶋晴彦. 1 地域包括ケアシステムと街づくり. 2 多職種連携とチーム医療. 3 カンファレンスの実践方法 ... 3 このケースの主
な問題は何か。 4 さらに必要な情報は何か。 5 原因と考えられるものは何か。 6 何からどのように進めていくか。解決策のアイデアをたくさん求
める。 7 原因を解決するか、新たな問題を生まないかをアイデア一つひとつ . についてチェックする。
チーム医療」の理念と現実 : 看護に生かす医療社会学からのアプローチ . フォーマット: 図書; 責任表示: 細田満和子著; 出版情報: 東京 : 日
本看護協会出版会, 2003.9; 形態: 173p ; 23cm; ISBN: 9784818010208 [4818010200]; シリーズ名: ナーシング・トゥデイ・コレクション ; No.20
<BN10361011>; 著者名: 細田, 満和子(1969-) <DA14244411>; 書誌ID: BA63772409; 注記: 「ナーシング・トゥデイ」2002年1月号から
2003年3月号まで計15回連載された<「チーム医療」の理念と現実--社会学からのアプローチ>の原稿を.
以上のような社会背景のなかで、医療保健領域においても専門分化が進み、先端医療の進展も著しく、. 慢性疾患や進行性疾患をもつ患
者への心理的支援の必要性も増加している。医療保健領域の心理的な問. 題は、精神科（精神障害）や心療内科（心身症） ... 職も同様
のアプローチを行うことがあり、臨床心理士とし . ての役割葛藤が生じる分野となりやすい。今後、チームケアのさらなる要請が想定されることか
ら、地. 域援助活動における専門性と役割の明確化を図っていくことが必要と考えられる。 ２）アプローチの方法.
（NP）に関して言えば、これら. を生みだしたのは地域におけるプライマリケア. の担い手としての活躍が期待されたことが端緒. だった。しかし、医
療の時代的な変遷を経て、. 彼らは今や急性期の病院においても必要不可欠. な職種となっている。 医療専門職の制度は、それ単独で存
在するも. のではなく、医師や看護師などの他職種が医療. 組織や地域社会で担っている役割を背景として . 存在するものである。そして、医
療組織自体の. 在り方とも密接にかかわっていると考える。ゆ. えに、現在あるアメリカの医療専門職の姿.
患者さんに最も近い存在である看護師はチームのキーパーソンとして活躍. 当院は多職種のスタッフが協力して治療・ケアにあたるチーム医療を
積極的に展開しており、現在、呼吸ケアチーム、褥瘡対策チーム、 栄養・輸液サポートチーム（NEST）、緩和ケアチーム、リエゾンチーム、院
内感染対策チーム（ICT）などが活動しています。 チームメンバーは、医師、看護師をはじめ診療放射線技師や臨床検査技師、理学療法士
といった医療技術者、薬剤師、管理栄養士などさまざま。 その中で患者さんにも最も近い存在である看護.
チーム医療普及推進事業の目的. 実証事業による実践を全国の医療現場に普及定着させ、看護師、薬剤師等医. 療関係職種の業務の
効率化、負担軽減等を図るとともに、質の高い医療サービ. スを実現する。 2. 選定施設. 実証事業委託施設 68施設のうち、本事業につい
て . 実施施設からの報告書について . 別添のとおり. 5. おわりに . 実施施設からの報告書では、アンケートの結果から、ワークショップの満足. 度、
チーム医療への理解度は各施設において高く、参加者個人に対して一定の. 効果が得られたと考えられる。
Yahoo!ショッピング | ケアの社会学 古本（本、雑誌、コミック）の商品一覧。お買得な人気商品をランキングやクチコミからも探せます。Tポイント
も使えてお得。
なぜ、今、「エンド・オブ・ライフケア」なのか？ 高齢化社会の到来と慢性疾患患者の増大に伴い終末期ケアの在り方が模索されている昨今、
誰もが安心して人生の終焉を迎えるためには、従来のがん患者の疼痛・症状管理に焦点化した「緩和ケア」や終末期に特化した「ターミナル
ケア」だけでは十分とはいえず、医療機関の他、自宅、特別養護老人施設での看取り等、地域における患者とその家族の生活に合わせた終
末期ケア体制を確立する必要がある。このような社会的課題に対応すべくエンド・オブ・ライフケアという .
チーム医療」の理念と現実 看護に生かす医療社会学からのアプローチ』日本看護協会出版会・ナーシングトゥデイコレクション、2003; 『脳卒中
を生きる意味 病いと障害の社会学』青海社、2006; 『パブリックヘルス 市民が変える医療社会 アメリカ医療改革の現場から』明石書店、2012;
『チーム医療とは何か―医療とケアに生かす社会学からのアプローチ』日本看護協会出版会、2012; 『知って得する予防接種の話』東洋経済
新報社、2013; 『復興は現場からはじまる―子どもたちの心のケアと共生社会に向けた取り組み』上.
る。治療やケアに対しては、医学的根拠のあるデータに基づいた実践と診療報酬制度の導入、マ. ニュアル化や管理下により効率化を図って
きた。他方、がん患者の増加に伴い日本初の「緩和ケ . アラーム」が1992年に誕生以降、多職種が協働する「チーム医療」が臨床では重要視
されてい. る。細田 (2012)は、「チーム医療」について医療従事者がどのように認識、実践しているのかに . ついて調査し、専門性志向 (専門分
野の発揮)・患者志向 (患者の問題解決中心)・職種構成志向. (組織における複数の職種の存在と公式的.
そこで，本論では，病棟におけるチーム医療の一員であ. る臨床心理士の在り方を整理し，これまで学術論文に掲. 載された事例論文を通し
て，入院患者にとっての心理士. の役割，医療チームの中で行う臨床心理学的支援の意義. をまとめていく。 チーム医療の一員としての臨床
心理士の新たな役割. 近年，医療現場の在り方が急速に変化してきており，. 患者の「治療」を行う場から心理社会的支援を含んだ . 「ケア」
の場へと視野を広げている。従来の医師中心の. システムから，多職種による協働システムへと拡がりを.
「チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ - 細田満和子／著 - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受取

なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
文 献. 1）中嶋義文：医療領域におけるメンタルケアとコ. ンサルテーション・リエゾン．臨床心理学 13. （1）：85-89, 2013. 2）保坂 隆：コンサル
テーション・リエゾン精神. 医学の歴史と定義．現代のエスプリ 340：28-. 38, 1995. 3）保坂 隆，黒澤 尚：コンサルテーション・リ. エゾン精神医
学．黒澤 尚，市橋秀夫，皆川邦. 直（編）：コンサルテーション・リエゾン精神医. 学（精神科プラクティス第4巻）．星和書店，東京，. 311，1996. 4）細田満和子：「チーム医療」とは何か─医療とケ. アに生かす社会学からのアプローチ．日本看護.
2016年10月27日 . 平成２８年度第２回 横浜市医療安全研修会. 患者対応の基礎. ～心理学からのアプローチ～. 配布資料. 平成２８年
１０月. 横浜市健康福祉局医療安全課 . 流行期に、施設外の者から感染（出入りが自由）. □ 利用者の特性. ・認知症患者で症状を訴え
ることが難しく対応に遅れ. ・日常的に下剤を使用する患者や、消化不良で嘔吐する患. 者であったため感染症としての判断の遅れ. （※）：医
療機関で発生. インフルエンザ又は感染性胃腸炎 .. 院大学社会学部社会福祉学科教授を経て現職。医療安全支援.
最近では補完代替医療［Complementary and Alternative Medicine : CAM］にとどまらず近代西洋医学に CAMを有機的に融合させ全人的に
アプローチする、 エビデンスに基づく統合医療［evidence-based Integrative Medicine : eBIM］の推進と、その基盤作りに . 鍼灸師なども含めた
チーム医療. 抗生薬の発見からわずか80数年、近代西洋医学は大きく発展しました。その研究はマクロからミクロへと細分化され高度化してい
ます。その反面、医療を受ける患者の側からは分かりにくいものになっています。患者は臓器や .
【定価45％OFF】 中古価格￥1400（税込） 【￥1192おトク！】 「チーム医療」とは何か医療とケアに生かす社会学からのアプローチ／細田満
和子(著者)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
４．課題. 成人先天性心疾患患者数は増加し、保健医療制度、社会的状況は変化しているが、関わる専門. 職の数の不足、職種による
知識や医療文化の違い、個々の役割認識の問題、コミュニケーション. 不足など、この分野でのチーム医療にも課題は多い。しかし、学会やセ
ミナーなど一会場で意見. 交換できる場は他分野に比較すると多く、理想的な多職種連携に向けて今後も考え、行動してい. きたい。 引用
文献. 1）細田満知子：「チーム医療」とは何か‐医療とケアに生かす社会学からのアプローチ，東京，. 日本看護協会.
その原因に関する有力な情報を持ちうる患者とその家族から構成される組織を通じて行なわれ. る「診療およびケア」の一連の行為として捉え
られるであろう。 （2）「チーム医療」の性格. 「チーム医療」に関する定義に基づいた考察を上記において行なうことで，その大意は掴め. 5）飯田
修平・飯塚悦功・棟近雅彦監修『医療の質用語事典』日本企画協会，2005 年，154 頁。 6）細田満和子著『「チーム医療」の理念と現実
－看護に生かす医療社会学からのアプローチ－』，（株）日本. 看護協会出版会，2003 年，149 頁。
十分話合うことが必要であり、調整役割として、看護師. がファシリテーターを務めることもあります。 文献. チーム医療推進方策ワーキンググ
ループ（チーム医療推進会議）. （2011）：チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的. 事例集，平成 23 年 6 月． 細田満和子
（2012）：チーム医療とは何か 医療とケアに生かす . 社会学からのアプローチ，看護協会出版会，東京. 内田雅代（2012）：小児がんをもつこど
もと家族を中心とした多. 職種協働チームにおける看護師の役割について，第 10 回日本. 小児がん看護学会.
2015年5月15日 . 専門職の集まりである医療機関。患者さん中心の医療の実現を目指して多職種が連携をはかるのがチーム医療です。
チーム医療や他職種との相互理解の現状についてアンケート調査を行いました。 . 同様に、「褥瘡対策チーム」も、「褥瘡ハイリスク患者ケア加
算」の算定要件のひとつとしてチームでの取り組みが求められており、チームを組織する施設が増えています。 また、褥瘡対策 . 看護師の専門
性や役割については、67.8%が「他職種からも理解されている」と感じていることがわかりました。
一方でこの頃、アメリカやイギリスでは、人口の高齢化に伴うさまざまな健康・生活課題への対応と、保健医療・社会福祉の高騰への対応策と
して多職種連携が再注目され、政策あるいは研究として積極的に推進されていました。（両国での . その背景には、欧米先進諸国と同様に、
高齢化の波による人口構造や健康問題の変化があります。 中でも超高齢 . しかし、専門職協働や協同、チーム医療、チームワーク、チーム
アプローチなど、様々な用語が十分に整理されないまま用いられている状況があります。 このような.
局における患者と薬剤師の医療サービスに対する意識に関する研究」『YAKUGAKU ZASSHI』日. 本藥学会、pp.557－568。 （社）青森県
薬剤師会（1986）『青森県薬剤師会60年史』. 西村周三監修、国立社会保障・人口問題研究所編（2013）『地域包括ケアシステム －「住
み慣れ. た地域で老いる」社会をめざして』慶應義塾大学出版会、pp.217－239。 二木立（2014）『安倍政権の医療・社会保障改革』勁草
書房、pp.175－206。 細田満和子（2012）『「チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ』.
名著『「チーム医療」の理念と現実』を改題し、新たな論考を大幅に加筆、再編集しました !チーム医療の旬のテーマを加えた決定版!“「チーム
医療」が見える、わかる”一冊です。
コラム 22 チーム外の機関とのつながり / 梁田英麿 77. ２節 追補 いくつかの事例から …………………………………………………………
79. 3 節 本研究でのアウトリーチ支援の研究成果 ………………………………………… 81. Ⅳ 章 精神科医療機関が取り組む . 必要も
あります。地域社会の人々と連. 携して、「極力入院に頼らない地域精神保健のシステム」をつくることを目指すほか、「障. 害をもっていてもあ
たりまえに暮らせる地域づくり」に努力することが求められます。 Ⅰ 章. 多職種アウトリーチチームとはなにか.
45. チームで行う退院支援 : 入院時から在宅までの医療・ケア連携ガイド／松下正明監修/医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済
研究機構 編集. 46. 口腔機能の維持・向上による全身状態改善のためのオーラルケア・マネジメント実践マニュアル : 病院・施設・在宅におけ
る多職種協働を目指して／奥田聖介, 武井典子 編著 赤木重典 他 著. 47. 認知症の人の地域包括ケア : 多職種で取り組むステージ・アプ
ローチ／永田久美子. 48. 「チーム医療」とは何か : 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ／細田満和子.
名著『「チーム医療」の理念と現実』を改題、「看護の専門性」「在宅でのチーム医療」「患者・家族の位置づけ」等の論考を大幅加筆しまし
た !“「チーム医療」が見える”一冊です。
患者・家族参加型のチーム医療. Ⅲ．チームの構成員にとっての医療環境と医療環境のためのチーム 1.医療環境はチームによって創られてい
く a.職員の自己効力感 b.組織かチームか c.知識格差是正のため 2.何事も保てる範囲で. Ⅳ．陰性因子の効用 １． . チーム医療から社会
活動へ b.協働の真の意味. Ⅰ．医療現場を中心としたネットワーク・システムとしてのチーム医療 １．チーム医療の範囲と形態 a.医療領域 チー
ム医療の原型は、病院内（施設内）多職種（いわゆる医療法１にいう「医療の担い手」）によって構成.
S1-2 小規模リハビリ病院のチーム医療を地域連携に生かす. 十河みどり, 湯浅厚子, 雫禎弘, 乙倉智恵, 後藤友代, 松尾慶子, 足立里恵,
山崎規子 財団法人操風 .. S5-1 救急集中治療領域における効率的なチーム内情報共有-新しい定型化アプローチの開発-. 織田順, 東彦
弘, 鈴木香里, 東一成, 鈴木智哉, 内田康太郎, 大高祐一, 太田祥一 東京医科大学病院 ... S13-1 在宅緩和ケアにおけるチーム医療-医
療から生活への橋渡し -. 前野宏 ホームケアクリニック札幌 医療マネジメント学会雑誌 11(suppl): 152 -152 2010.
「チーム医療」とは何か - 医療ケアに生かす社会学からのアプローチ - 細田満和子 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に
「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
病院機能向上ミーティングでチーム力がアップ. □ チーム医療のレベルアップを図るプロジェクトチームを設置. □「患者のためのチーム医療」である
ことを周知徹底する. □ 他職種の業務内容を知るため、院内研修として、他の. 全職種見学をする. □ 各専門職が「自分たちに何ができるか」
を主体的に考える. □ 他職種への支援だけでなく、他職種からのアドバイス. を部署の改善に生かす . 積極的なチームアプローチを育むために .
メディカルスタッフが主体性をもって医師不足を. 補完する新たなチーム医療の体制整備を模索.

2012年8月15日 . 評者：吉田 澄恵（東京女子医科大学看護学部准教授）. とかく看護職は、現場で遭遇する「問題」への「答」というものを
書物に求めるのではないだろうか。しかし、本書は「社会学からのアプローチ」である。社会学は、人々が当たり前と見ている物事について、それ
を捉え直す視点をプレゼントしてくれる学問だと思う。 だから、本書を読むと、私たちが現場で「チーム医療」という言葉を使いながら、“心通じ
る”とか、“話が通じない”という気持ちになる状況が、なるほどとわかる。それも実にシンプルな「専門性.
「チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ /細田 満和子（医学） - 「チーム医療」はどう変化してきたのか？ 「チーム医
療」の４つの要素や６つの困難、チーム・アプローチでデザインするこれからの医療ケアなどについ.紙の本の購入はhontoで。
学. 部. の. 特. 長. 個人だけでなく、組織・社会・世界を動かす看護の力。 実践力. グローバルヘルスを重視. 地の利を生かした . 教育・研究
活動. 複雑化する国際社会の中で、単に語学ができるだけでなく、国内外の地域や文化、価値観、国籍や . 人種などを問わず、人の痛みを
分かち合い、協働できる人材を育成します。また、高度な「実践力」. とグローバルな視点をもって、多様な健康課題を解決し、地域・世界で
活躍できる人材を育成. します。成田から地域、世界へ−。これが私たちがめざす教育です。 看護の活躍の場は.
献というカタチで事業体の社会的責任（corporate social responsibility 以後 CSR）. を果たすこと . 図 3 患者を中心としたチーム. このようなチー
ム医療を実現するため、本稿では、とくに回復期リハ病院における. 事務部門をとりあげ、どのようにこのポジショニングと役割を担い、チーム医療
に関. わっていくのかを考察することを目的とする。 その方法として、第 2 節で、現在の日本で積極的にチーム医療への取り組みをして . いる 2
例を .. [11] 細田満和子（2012）『「チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社会学からの.
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接－臨床家のために（土井健郎著，医学書院，1992）. 3. メディカル・インタビューマニュアル－医師の本領を生かすコミュニケーション技法（福
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2013年2月16日 . そうした中，多職種連携とチーム医療への診療報酬の配分を. 大きくして，医療を「医師による診断と治療」から，「多職種
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と糖尿病患者を中心にした生活習慣病の重症化予防に向けた YMC ... 細田満和子（2009）『「チーム医療」の理念と現実——看護に生か
す医療社会学からのアプローチ』日本看護協会出版会. 猪飼周平（2010）「海図なき医療政策の終焉」『現代.
口腔・嚥下ケアチーム（O-CAT)は平成25年に発足し、「健康回復の土台は栄養にある」事を念頭に、患者さんの状態に合った栄養確保の
方法を主治医と相談し、アドバイスを行ってきています。 .. 米飯物性が誤嚥リスクに与える影響』 齋藤真由、道脇幸博、他：口腔科学会
誌．55-3:162-166,2006（原著論文）; 『医家に必要な口腔機能（咀嚼、摂食、嚥下）の評価法 生活支援から医療社会学の視点による連
携・協働』永長周一郎、齋藤真由：総合臨床．56-10:27-33,2007（特集）; 『寒天を基材とした咀嚼能率検査食の開発』.
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ケアとキュアを考えると、キュアの医療においては医師中心で問題はない。ただ、ケア. の領域に入って、さらに看取りというような場面になってくる
と、チームの中心にナース. がいていい。そういうふうに役割が多少違うという認識を持っていいのではないか。 .. 病院というのは最初からチーム医
療。病院はチーム医療をやらないと病院にならない。 そのような観点でいくと、病院の第三者評価などは、チーム医療とは何かを考えるための.
よいツールになるのではないか。 ○ チーム医療実践の要件は 2 つ、一つは連携のコスト.
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ム医療」とは何か : 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ / 細田満和子著. -- 日本看護協会出版会,.
緩和ケアチーム、栄養サポートチーム、呼吸サポートチー. ムなど. 2．リソースとして活用可能な専門職. ○ 専門医、認定薬剤師、専門看護
師、認定看護師、患者支援. センターまたは相談室の MSW・療養調整看護師など. 参考文献. ・細田 満和子．「チーム医療」とは何か―
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2010年10月4日 . の他学部メンバーも血圧測定に取り組む看護学生を熱心. に見学していた。 □［特集］チーム医療の大切さを伝えよう. （昭
和大，筑波大，国際医療福祉大）/北島政. 樹氏に聞く. 1 ― 5 面. □［連載］メンタル/航海術/ER/EBCP/心. 電図/論文解釈/クリティカルケア/
行動. 科学. □MEDICAL LIBRARY. 14―15面. 昭和大を取材したのは 5 日間からな. る「学部連携病棟実習」の 4―5 日目。 この実習で
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