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市町単位での在宅医療推進体制の構築 
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１ 在宅医療・介護推進の背景 
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■終末期の療養場所に関する希望 

 

 

 

 

 

 

 

■療養に関する希望 
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在宅医療に関する福井県民のニーズ 

 ○ 終末期の療養場所については、県民のほぼ半数が「自宅での療養を希望」と回答した。 

 ○ 要介護状態になった場合、自宅での介護を希望する人は３５％であった。 
 ○ 住み慣れた自宅や地域でできるだけ長く安心して過ごせるよう、また、希望に応じて 

  自宅での看取りも選択肢になるよう、在宅医療を推進していく必要がある。 
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○調査期間 
平成24年3月10日～16日 
 
○調査対象 
県内17市町から2,000世帯 
（電話帳データから無作為
抽出、郵送アンケート） 
 
○回答数 
1,053件（回収率52.7％） 
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○福井県のデータ  
 認知症高齢者〔※出典：県高齢者福祉基礎調査〕 

  Ｈ25（2013）年4月 25,848人（高齢者に占める割合12.4％）  
 高齢者世帯〔※出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本世帯数の将来推計」〕 

  Ｈ22（2010）年 
   夫婦のみ 27,549世帯（一般世帯に占める割合10.0％） 
   単独世帯 21,356世帯（   同 上     7.7％） 
       上記世帯全体（   同 上    17.7％） 
        ⇒Ｈ37（2025）年には24.0％（推計）に増加 ６ 



○福井県のデータ  
 在宅医療（往診または訪問診療）を実施している医療機関 
          〔※出典：福井県「在宅医療に関する医療機能調査」平成24年度上半期実績〕 
 

  病 院  ３９箇所（対全数の割合５４．９％）  
  診療所 ２０２箇所（  同 上  ４５．３％） 
  全 体 ２４１箇所（  同 上  ４６．６％） 
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平成26年4月診療報酬改定 
 在宅医療重視への転換 ～病床再編の視点～ 

○ 重症患者向け急性期病床『７対１病床』の削減 
 

 ・県内７病院、２，０００床で算定  ※県内一般病棟5,800床の3分の1 

 ・平成２６年１０月以降、平均入院日数の要件を厳格化 

    ９０日超入院の特定患者を除外せず、平均在院１８日以内 

 ・退院患者７５％以上を以下のところへ移行する必要あり 

    自宅、回復期リハ病棟、居住系介護施設、介護老人保健施設、 

    地域包括ケア病棟、療養病棟（在宅復帰機能強化加算あり）      

 

 ○ 回復期患者の在宅復帰を支援する『地域包括ケア病棟』（新設） 
 

 ・リハビリ専門職らが配置され、在宅への早期移行を支援する病棟 

 ・７対１病床を持つ病院は設置できない 

 ・入院期間６０日限度、在宅復帰率（帰宅する退院患者の割合）７割以上 

   

○ 療養病棟における在宅復帰機能の評価（新設） 
 

 ・１か月以上の入院患者について、在宅復帰率が５割以上 

 ・退院患者の在宅生活が１か月以上継続 

   

急性期病院 

地域包括 
ケア病棟 

在宅復帰強化の 
療養病棟 

早期退院 
（退院先に 
 一定の条件） 

在宅復帰機能を 
有する受け皿 

在宅復帰 
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２ 在宅医療・介護推進の施策 
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国事業 
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地域医療連携体制協議会・部会 

 地域の在宅医療・介護関係者の参加による 

 『顔の見える多職種連携』を推進する場 
 

   Ｈ２４ 県域単位（※地域リーダー対象に実施） 
   Ｈ２５ 健康福祉センター単位（地域によっては市町単位） 
        １６回 １，２０５人参加 全市町と連携実施 

 【目的】 ・各地域における医療計画に掲げる施策の推進 

 【内容】 ・健康福祉センター圏域ごとの医療計画全体の推進・進捗管理 

       ・地域単位で対応すべき課題の抽出・対応策の検討 

        （とりわけ地域特性がある在宅医療体制を中心に協議） 
地域の医療・介護関係機関のリーダー 

 地域住民を対象とした 

 在宅医療・介護に関する普及啓発 
 

   Ｈ２４・２５ 市町単位（※健康福祉センターと連携実施） 
            Ｈ２４ ２３回 １，４３９人参加 
            Ｈ２５ ４５回 ２，４２６人参加 

 【目的】 ・地域の実情に応じた在宅医療 

        体制の整備、住民への在宅医 

        療の普及啓発 

 【内容】 ・健康福祉センターと管内市町 

        連携による、多職種の交流・ 
        連携強化を図るための場づくり 

      ・地域の実施ニーズに応じた、 

       住民向けの普及啓発事業の 

       実施 

地元行政等 

医師会等関係 

機関と連携実施 

            平成２４～２５年度 

              市町単位での在宅ケア体制整備に向けた試行・モデル事業 
県事業 

 市町単位での体制整備の中で「柱となる事業」について、県健康福祉センターと市町が連携して 
 試行的に取り組み、市町を主体とした事業実施につなげていく。 
   ・地域の在宅医療・介護に携わる多職種が一堂に会する研修事業 
   ・地域住民を対象とした在宅医療・介護に関する普及啓発事業 

健康福祉センター単位 
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     平成２４～２５年度 

       市町単位での在宅ケア体制整備に向けた試行・モデル事業 

 東京大学との共同研究の一環として、坂井地区（あわら市、坂井市）において、市町単位での体制 
 整備の参考となるモデルづくりを推進 （※現在も各分野にてトライアルを継続） 
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 副主治医、歯科医師、 
   薬剤師等との相互連携 

主 

主 

主 

副 

地域包括支援ｾﾝﾀｰによる地域包括ｹｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

平成２６年度～  県下全ての市町における在宅ケア体制整備の展開 
        ～市町と地区医師会等の連携による体制整備～ 

地域の医療・介護・福祉
関係者が一堂に会する
『多職種連携研修会』 

地域の課題を集約し、 

解決に向けた事業に 

つなげる『協議会』 

かかりつけ医 

地域包括支援センターにおいて、医師会
等と連携して、在宅医療・介護・生活支援
をまとめて調整・紹介 

 地域の病院等と連携した 
   在宅医療のバックアップ 

地域包括支援センター 

市町単位での医療・
介護の連携強化を
図るコーディネーター
を配置・設定 

薬剤師 

歯科医師 

リハビリ ヘルパー 

訪問看護 

栄養士 

ケアマネ 

医師会等を中心とした医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

住民への在宅ケアに関
する継続的な情報発信
『普及啓発事業』 

全ての市町で、在宅医療・介護の連携強化を図るコーディネーター（保健師または看護師）
を配置し、医師会等の関係機関と連携して、地域の実情に応じた在宅ケア体制整備を実施 
                               〔平成２６～２７年度 県補助事業（上限２５０万円）〕 

医療・介護・福祉関係の 
多職種の参加を調整 
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市町単位での在宅ケア体制整備への支援 
～在宅医療・介護連携推進事業補助金～ 

１ 事業概要 

 介護保険者である市町が主体となり、郡市医師会等と連携しながら進める、地域の実状に応じた
在宅ケア体制整備を支援する。 

 具体的には、医療・介護連携の連携強化を図るコーディネーター（保健師または看護師）を配置・
設定し、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係づくり、地域住民への在宅ケアの普及啓
発、医師会等と連携して在宅サービスを一体的に調整・紹介する仕組みづくりなど、市町単位での
体制整備（下記①～⑤の実践）に対して補助を行う。 
 

  （在宅ケア体制整備に係る実施事業の柱建て） 
    ① 医療・介護関係者による「連携課題への対応を検討するための会議」を実施 
    ② 地域包括支援センターにおいて、「在宅医療・介護サービスを一体的に調整・紹介」 
    ③ 医療・介護・福祉関係者が一堂に会する「多職種連携研修会（勉強会）」を実施 
    ④ 住民を対象とした「在宅ケアに関する普及啓発活動」を実施 
    ⑤ その他（地域の現状・課題把握アンケート、情報共有ツールの導入など） 
 
       ※平成２５年度までに実施した「ふくい在宅あんしんネット構築事業（医師会等を主体とした在宅 
         移行調整の仕組みづくり）」、「顔の見える多職種連携を推進する場づくり」、 「在宅医療・介護 
         に関する普及啓発」等の成果を活かしつつ、地域の実情に応じた体制整備を実施 

 

２ 補助スキーム 

  ○事業主体：市町 

  ○補  助  率：10/10 

  ○事業期間：平成26～27年度（※一部地域では平成25年度先行実施） 
 

       ※平成２６年度から、県下すべての市町で実施 １７ 



３ 医療・介護連携の進め方 

１８ 



  〔参考〕市町村単位で在宅医療を推進する手順の一例 
 
          （平成25年10月22日在宅医療・介護連携推進事業研修会 
             東京大学飯島准教授資料「研修を通じた在宅医療の推進」より） 

課題と方針の協議 

従事者の意識・機運を醸成 

個別の課題解決の取組み 

①地域資源の把握 

②会議の開催 

③研修の実施 
（導入的なもの） 

③’研修の実施（テーマ別） 

④24時間365日体制構築 

⑤地域包括・ケアマネ支援 

⑥効率的な情報提供 

⑦地域住民への普及・啓発 
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平成25年10月22日在宅医療・介護連携推進事業研修会 
厚生労働省資料「地域包括ケアシステムの構築に向けて」より 
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・ 二次医療圏ごとの医療政策と市区町村ごとの 
  在宅医療・介護連携の推進をリンクさせる 

・（市町村圏域を越えた）二次医療圏・県全域での医療政策として、 
   医師会等関係機関と連携した「人材の育成」 
   がん・脳卒中・心筋梗塞などの「診療連携体制の整備」  
 などが挙げられる 
 
〔人材の育成について〕 
・高齢者の増加に伴い、在宅で療養する要介護者も増加。 
 （要介護認定者 H25：約38,000人 ⇒ H37：約47,000人に増加見込） 

 前述の診療報酬改定もあり、 
 在宅移行もこれまで以上に早期化することが見込まれる。 
 
・福井県は全国と比較して、在宅医療を実践している人材は 
 多い方と言えるが、将来的な社会情勢を踏まえ、 
   在宅医療に携わる人材の増加 
   医療度の高い在宅療養者に対応できる人材の育成 
 が必要である。 
    
    

２１ 



・人材の育成については、各職種ごとの専門的な知識・経験を要する 
 ことから、「職種団体と連携した在宅医療研修」を職種別に実施  
     ※別冊「福井県における在宅医療関連施策の概況」参照   
・今後、「在宅医療現場への同行を交えた専門研修」の実施について 
 職種団体とも協議のうえ、医療度の高い在宅療養者を支える体制を 
 強化していきたいと考えている   
・市町村においては、地域の課題・ニーズに応じて、県の施策に 
 重ねて個別職種のスキルアップを図るなど、地域単位での育成にも 
 力を入れていただきたい 
 
〔診療連携体制の整備について〕 
・現場サイドでは、市町村の圏域を越えて、医療・介護サービスを 
 提供したり、在宅療養者のケア情報を共有することは日常茶飯事   
・県は市町村に、医療政策の具体的内容・計画を共有することが必要  
       ※別冊「福井県における在宅医療関連施策の概況」参照 
 
・市町村においては、医療・介護の交流・連携を着実に進めつつ、 
 たとえば、圏域外の急性期病院との情報共有を協議したり、 
 複数市町村が一つの地区医師会に同様な実態調査をする場合など、 
 主に医療との広域的な調整が必要となるケースで、 
 地域の健康福祉センターと課題・対応を共有・検討することが重要 ２２ 



・ 多職種協働による有効な支援手法、資源、チーム 
  等の実績を共有・蓄積して施策に反映させる 

・国、県において、在宅医療・介護推進のモデル事業を実施 
 
・市町村ごとに、地域で抱える課題の内容や、 
 医療・介護資源の配置状況などに違いはあるものの、 
 こうした先行事例を参考に、 
 「地域のチーム力をいかに上げていくか」という視点で、 
 地域の実態に応じた形での活用・実践につなげることが重要 
 
・県においては、県内外の先行事例を俯瞰し、 
 市町村単位で進められる在宅ケア体制整備に有効と思われる 
 手法等を、地区医師会等も含めた関係者で共有する場を設け、 
 県全体のレベルアップを図っていく 
 
・市町村単位での実践に当たっては、いかに自らが「動き」、 
 関係機関を「動かせていく」かで、成果が分かれる 
 
・自機関だけで抱え込まず、関係機関を巻き込むことで、 
 地域包括ケアシステムの充足につながることを念頭におきたい 
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坂井地区のモデル整備 

Ｈ２５年度 

    坂井地区のレベルアップ 
本格運用 
（介護保険財源活用） 

    市町単位での体制整備 
本格運用 
（介護保険財源活用） 

Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 地
域
で
の
体
制
整
備 

広
域
で
の
情
報
共
有
・連
携
支
援 

地域医療連携 
体制協議会 

福井県在宅ケア体制 

整備推進連絡会 

      （毎年８～９月） 

地域単位での在宅ケア体制整備の拠点となる県下全ての 
市町と地区医師会を中心に、24時間安心して在宅ケアを受 
けられる体制を構築するため、県内外の先行モデルや地域 
ごとの取組状況を共有するための連絡会を開催 

市町・健康福祉センター 
連携による体制整備 

市町単位での在宅ケア体制整備と広域での情報共有・連携支援 

市町ごとの体制整備を支援するため、県による連携調整の支援、参考となる知見等を共有
する場づくりを並行して実施 

地域医療連携 
体制協議会 

地域医療連携 
体制協議会 

地域医療連携 
体制協議会 

福井県在宅ケア体制 

整備推進連絡会 

      （毎年８～９月） 

健康福祉センター単位 

福井県在宅ケア体制 

整備推進連絡会 

      （毎年８～９月） 

全県単位 

県外も含め、体制整備に有効な取組み
を共有し、地域単位での反映を協議 
⇒内容によっては県全域の施策に反映 
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  〔参考〕在宅医療連携拠点の位置づけ 
 
         （平成25年10月22日在宅医療・介護連携推進事業研修会 
           東京大学辻特任教授資料「戦略的な在宅医療の推進」より） 
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・ 問題対処型から予防型アプローチへの転換 

・医療と連携して、地域住民に対して、 
 「いかに早いうちに“気づき”を持たせるか」がポイント 
 
・たとえば、「認知症ケアパス」の作成 
 
・「気づき」を持たせる仕組みと、 
 かかりつけ医・専門医療機関と連携した診療体制をつくり、 
 症状に応じてどのような支援が受けられるかを示す 
 
・実際のケアに至る流れをつくり、不足する資源を補い、 
 あらためて動かしては、流れを見直すプロセスを続ける 
 
・在宅ケア体制整備においても、 
 「地域の住民が、体が不自由になった時の療養イメージを持てて 
 いるか」、「地域の大半を高齢者が占めるようになった時、その 
 地域を誰がどのように支えていくか」、将来を見据えた住民への 
 働きかけ（普及啓発）を進めていただき、有効なツール・手法を 
 他市町とも共有いただきたい 
 

２８ 



＜地域ごとの標準的な認知症ケアパスの策定＞ 

 認知症の人の生活機能障害の進行にあわせ、いつ、どこで、どのような医療・介護
サービスを受けることができるのか、具体的な機関名やケア内容等を、あらかじめ、認
知症の人とその家族に提示する 

２９ 



・ 住み慣れた地域、在宅生活の継続を重点目標に 

・現在、各市町においては、平成２７年度からの 
 「第６期介護保険事業計画」の策定作業を進めているところ 
 
・この中では、「在宅医療・介護連携」について、 
 本年度の事業の動きも踏まえて、具体的なアクションや 
 将来の目指すべき姿を織り込んでいくことが求められる 
 
・まずは「どのような在宅ケア体制を目指すのか」、 
 地域の特殊性や、住民のニーズを押さえた将来像（目標地点） 
 を持つことが重要 
  
・その将来像の実現に向けて、「具体的なアプローチを、医師会等 
 関係機関に提案していけるか」、各地域のキーパーソンのもとに 
 足繁く通い、しっかりと話し合うことが必要 
  

３０ 
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地域包括支援センターで、２４時間の 
医療、介護、生活支援をまとめて紹介 

元気高齢者など、地域住民が 
日常生活を支援 

24時間３６５日 
即時対応の在宅医療・介護 

・急変時も、副主治医や地区内７つの 
 全病院がサポート 

         （参考例） 
             坂井地区の在宅ケア体制整備の目標 

退院・退所 
病院 

施設 
坂井地区 

・ＩＴシステムを地区全域で運用し、 
 チーム全員で治療・ケア情報を共有 

・医療・介護の連携強化を図るコーディネーターを配置し、  
 医療・介護サービスおよび生活支援をまとめて紹介 

・ボランティアポイント制度を拡充し、 
 地域住民による生活支援を強化 

・セカンドライフ社会参加セミナーを 
 開催し、地域での支え合い活動を推進 

これまでの問題点 
 
 

 ・医療、介護、生活支援を紹介する窓口がばらばら 
 

 ・自宅で急変した時に診てもらえるか不安 
 

 ・家族の介護がないと在宅療養が難しい 

坂井地区モデル 
 

  ・コーディネーターが、２４時間の医療、介護、生活 
   支援をまとめて紹介 
 

  ・急変時に対応する副主治医や地区病院が紹介され、 
   中重度者も２４時間安心して在宅療養が可能 
 

  ・一人暮らしでも地域住民が日常生活をサポート 
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○地域包括支援センターが開催 
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた 

 ①高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 
 ②地域支援ネットワークの構築 
 ③地域課題の把握 
 などを行う。 

地域づくり・資源開発 

政策形成 
介護保険事業計画等への位置づけなど 

地域課題の把握 

個別のケアマ
ネジメント 

≪主な構成員≫ 
自治体職員、包括職員、ケアマネ
ジャー、介護事業者、民生委員、
OT、PT、ST、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師、管理栄養士、歯科
衛生士その他必要に応じて参加 
 
※直接サービス提供に当たらない専
門職種も参加 
 

地域包括支援センター（※）レベルでの会議 

（地域ケア個別会議） 

市町村レベルの会議 

（地域ケア推進会議） 

事例提供 

 支 援 

サービス 
担当者会議 
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討） 

地域包括ケアシステム実現に向けた会議の運用（例） 

 

 地域単位での 
 多職種研修会 
 
★それぞれの地域で 
 浮かび上がってき 
 た課題の検討や、 
 具体的な解決に 
 つながるテーマを 
 設定 

 地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤
の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。 

在宅医療・介護連携 
に関する協議の場 

認知症施策に関する
協議の場 

高齢者の社会参加・
生活支援に関する 
協議の場 
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○地域資源の発掘 
 
○地域リーダー発掘 
 
○住民互助の発掘 
 

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図） 

 地域の課題の把握と 

社会資源の発掘 

地域の関係者による 

対応策の検討 

対応策の 

決定・実行 

地域ケア会議の実施 
 

地域包括支援センター等で
個別事例の検討を通じ地域
のニーズや社会資源を把握 
  
※ 地域包括支援センター 
  では総合相談も実施。 
    

日常生活圏域ニーズ調査等 
 

介護保険事業計画の策定のた
め日常生活圏域ニーズ調査を
実施し、地域の実態を把握 

医療・介護情報の 
「見える化」 
（随時） 

 
他市町村との比較検討 

ＰＤＣＡサイクル 

量
的
・質
的
分
析 

■都道府県との連携   
 （医療・居住等） 

■関連計画との調整 
 ・医療計画 
 ・居住安定確保計画 
 ・市町村の関連計画  
         等 

■住民参画 
 ・住民会議 
 ・セミナー 
 ・パブリックコメント 
          等 

■関連施策との調整 
 ・障害、児童、難病施策等 
  の調整 

事
業
化
・施
策
化
協
議 

  

■介護サービス 
 ・地域ニーズに応じた在宅 
  サービスや施設のバラン 
  スのとれた基盤整備 
 ・将来の高齢化や利用者数 
  見通しに基づく必要量 
 

■医療・介護連携 
 ・地域包括支援センターの 
  体制整備（在宅医療・介 
  護の連携） 
 ・医療関係団体等との連携 
 

■住まい 
 ・サービス付き高齢者向け 
  住宅等の整備 
 ・住宅施策と連携した居住 
  確保 
 

■生活支援／介護予防 
 ・自助（民間活力）、互助 
  （ボランティア）等によ 
  る実施 
 ・社会参加の促進による介 
  護予防 
 ・地域の実情に応じた事業 
  実施 
 

■人材育成 
  ［都道府県が主体］ 
 ・専門職の資質向上 
 ・介護職の処遇改善  
 

■地域課題の共有 
 ・保健、医療、福祉、 
  地域の関係者等の協 
  働による個別支援の充実 
 ・地域の共通課題や好 
  取組の共有 
 
■年間事業計画への反映 

具
体
策
の
検
討 

社会資源 

介護保険事業計画の策定等 

地域ケア会議 等 

 
□高齢者のニーズ 
 
□住民・地域の課題 
 
□社会資源の課題 
 ・介護 
 ・医療 
 ・住まい 
 ・予防 
 ・生活支援 
 
□支援者の課題 
 ・専門職の数、資質 
 ・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ 

課 題 

○ 市町村では、 ２０２５年に向けて、３年ごとの介護保険事業計画の策定・実施を通じて、地域の自主性や 
 主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築していきます。 
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