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今日の内容（1）
～講演の目標～

1：はじめに～講演の目標など～

2：「地域包括ケア」に要注意

3：利用者から見た在宅ケア

4：在宅ケアを巡る政策動向

5：全国的な先進事例

6：新型コロナの影響

7：おわりに



今日の目標
在宅医療介護連携の現状や課題、他の事例を知って頂き、
新型コロナ禍の影響を含めて明日からの行動に繋げる。
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➢まず、「地域包括ケア」という言葉の意味を深堀りすることで、
患者や利用者にとっての視点で政策の動向を捉え直します。

➢さらに、「利用者から見た在宅ケアとは何か」という点を事例を
基に話し、関係者が連携しつつ生活を支援する「生活モデル」の
重要性を説明します。

➢こうした点を踏まえ、地域医療構想や在宅医
療・介護連携推進事業など政策の動向を御紹介
します。関係者が連携している先進事例、ある
いは在宅医療に熱心な市町村の事例なども取り
上げます。

➢介護現場のリスク管理など、新型コロナ禍の影
響にも触れます。

➢その上で、明日からの行動に繋げるヒントを幾
つか挙げたいと思います。

出典：宮城県ウエブサイトから抜粋



＜基礎研レポート＞
• 新型コロナがもたらす「2つの回帰」現象（2020年5月）
• 医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か

（2020年2月、全2回）
• 認知症施策の「神戸モデル」は成功するか（2019年10

月）
• ケアプランの有料化で質は向上するのか（2019年9月）
• 認知症大綱で何が変わるのか（2019年8月）
• 介護保険制度が直面する「2つの不足」（2019年7月、全

2回）
• 社会保障関係法の「自立」を考える（2019年2月）
• 「65歳の壁」はなぜ生まれるのか（2018年11月）
• 2018年度介護報酬改定を読み解く（2018年5月）
• 2018年度診療報酬改定を読み解く（2018年4月、全2

回）
• 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く（2017年11

月～12月、全4回）

➢ 早大政経卒。時事通信記者、東京財団研究員を経て、2017年10
月から現在の職場に。主な関心事は医療・介護政策、政策過程論。

➢ 社会政策学会、日本財政学会、日本地方財政学会、自治体学会、
ケアマネジメント学会、全国マイケアプラン・ネットワーク会員。

➢ 『医薬経済』の連載（2015年6月～）、厚生労働科研費「総合診
療が地域医療における専門医や他職種連携等に与える効果につい
ての研究」（2017年度）、財政制度等審議会の講演（2018年
10月）、厚生労働省老健事業「総合事業の推進に係る検討委員
会」委員（2020年度）など。

少しだけ自己紹介
元々は新聞記者、別のシンクタンクを経て現職に。

ウエブサイトなどに情報発信。

出典：Amazon、ニッセイ基礎研究所ウエブサイト、ダイヤモンド・オンライン
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今日の内容（2）
～地域包括ケアに要注意～

1：はじめに～講演の目標など～

2：「地域包括ケア」に要注意

3：利用者から見た在宅ケア

4：在宅ケアを巡る政策動向

5：全国的な先進事例

6：新型コロナの影響

7：おわりに



矛盾しているように見える報告書の一節
地域包括ケアは「介護保険で完結しない」のに、

「介護保険制度の最大の課題」とはどういうことか？

出典：厚生労働省資料

＜2013年8月の社会保障制度改革国民会議報告書の一節＞

➢ 地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠内では完結しない。例えば、介護ニー
ズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を地域で確実に支えていくためには（略）在宅医
療が不可欠である。

➢ 介護保険制度については、地域包括ケアシステムの構築こそが最大の課題である。
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➢ 要介護度が高くなっても、住み慣れた地域での生活を可能にすることを目指す「地域包括ケアシステム」
の構築が急がれており、健康維持や疾病・介護予防で大きな役割を果たす保健師への期待が高まっていま
す。 （2016年10月26日、メディウオッチ）

➢ 帝人ファーマは2015年9月25日、地域包括ケア関連事業に参入すると発表した。足掛かりとして同年9月
28日、患者情報の効率的な共有を可能にするシステム「バイタルリンク」を発売する。自治体や、医師会
などの業界団体における採用を目指す。 （2015年9月25日、日経デジタルヘルス）

➢ 高齢者が住み慣れた地域でその人らしい暮らしを送るために、医療や介護、生活支援などを一体で支える
「地域包括ケア」の整備が進んでいる。その中核となるのが入院した患者がスムーズに在宅医療へ移行で
きる医療を提供する「地域包括ケア病棟」だ。 （2016年1月22日、毎日新聞）

➢ 高齢者が住みたい地域で健康に暮らせる社会を目指し、地元の事業者や行政でつくる協議会が神戸市内で
発足した。地域コミュニティーを基盤にしながら、公的保険外サービスとして新たなビジネスを創出し、
地域包括ケアシステムづくりにつなげる。 （2016年5月21日、神戸新聞）

➢ 年齢で分けるのではなく、介護が必要になった人が広く利用できる使いやすい普遍的なサービスとし、税
による障害福祉サービスは最後のセーフティネットとして機能させる。それが成熟した社会の姿ではない
か。その上で最終的に目指すのが地域包括ケアシステムの構築だ。（『月刊ケアマネジメント』2015年7月号）

巷にあふれるニュースも同じ
メディアでも「地域包括ケア」の言葉が頻用されており、その分野は
介護予防、保険外サービス、在宅医療、多職種連携など多岐に渡る。
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地域包括ケアは1990年代から議論開始
国会会議録や新聞記事を見ると、「地域包括ケア」の言葉は

1990年代中盤に初めて登場し、2014年頃に急増した。

出典：国立国会図書館「国会会議録検索システム」、朝日新聞「聞蔵Ⅱ」、日経新聞「日経テレコンを基に作成
注1：国会は同一日に同一委員会で使われた時は1回とカウント。
注2：朝日は1984年1月以降の朝夕刊と地方版、週刊朝日、AERA、朝日デジタルの合計。
注3：日経は1975年1月以降の日経新聞朝夕刊と地域経済面、日経産業新聞、日経MJ、日経プラスワン、日経マガジンの合計。
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地域包括ケアとは？
源流である広島県御調町（現尾道市）の定義では、

分野間の連携や健康づくりに加えて、住民参加に言及していた。

➢ 地域に根ざし、地域の人々とともに歩まなければ、意義は半減す
る。医療・行政サイドだけが動き、住民不在の空回りの活動はナ
ンセンスの極みであろう。

➢ 地域の特色や住民のニーズがどこにあるか把握して、できるとこ
ろから対処しなければなるまい。「行政の責任」「医者の責任」
と言っていたのでは高齢社会のピークをクリアできない。住民一
人一人がケアをどうするか積極的に加わらなければ追い付かない。

➢ 地域包括システムとは保健・医療・福祉の連携による高齢社会を
視野に入れた、住民の健康づくりからアフターケアまでを含む住
民参加のシステムである。

2020年10月30日
宮城県遠田郡研修会／p8

分野連携、多職種連携の
包括ケア

住民参加による
地域ケア

出典：山口昇（1992）『寝たきり老人ゼロ作戦』



国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減

若しくは悪化の防止のための施策
並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、

医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ
包括的に推進するよう努めなければならない。

地域包括ケアの条文
言葉の定義は2012年改正介護保険法で規定された後、

地域医療介護総合確保推進法にも定められた。

地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、

住み慣れた地域でその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、
医療、介護、介護予防、住まい及び

自立した日常生活の支援が

包括的に確保される体制

2014年成立の地域医療介護総合確保推進法

同様の条文を最初に規定した2012年改正介護保険法

2020年10月30日
宮城県遠田郡研修会／p9



ここまでの振り返り
「地域包括ケア」という言葉は多義的に使われており、非常に曖昧。

様々な文脈で使われており、言葉を用いる際には要注意。
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➢ 地域包括ケアという言葉は1990年
代中盤から使われ始め、広島県御調
町（現尾道市）が源流の一つ。多職
種連携による「包括ケア」と、住民
参加による「地域ケア」が語られて
いた。

➢ 地域包括ケアを定義している地域医
療介護総合確保推進法）でも「住み
慣れた地域」という地域ケアと、医
療、介護などを意識した「包括的」
という包括ケアが明記されている。

➢ 地域包括ケアという言葉は多義的であり、便利に使われている。このため、
意味や文脈を意識しないと、議論が噛み合わない危険性がある。
（時には給付抑制や負担増の隠れ蓑として使われているケースも）

出典：厚生労働省資料

➔例えば、地域ケアと包括ケアに切り分け、自身がどこに関わっているのか、
どんな役割を果たせるのか、誰が連携相手なのか意識する必要？



今日の内容（3）
～利用者から見た在宅ケア～

1：はじめに～講演の目標など～

2：「地域包括ケア」に要注意

3：利用者から見た在宅ケア

4：在宅ケアを巡る政策動向

5：全国的な先進事例

6：新型コロナの影響

7：おわりに



在宅医療が重視される理由
自宅でのケアを望む国民が多く、選択肢を増やす必要性
疾病構造の変化を受けて、生活モデルへの転換が重要に。
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約6割の人が自宅死を望んでいるのに、病院死が7割というミスマッチ

ただし、状況次第では医療機関や介護施設も必要

➔国民にとって選択肢を広げる意味合い

①自宅で亡くなることを望む国民の意識

疾病構造が急性期から慢性期にシフトし、

医療や医学で病気を治すだけでなく、

➔関係者が連携した生活支援が重要に

②疾病構造の変化を受けた変化

少し後に地域医療構想などを紹介する中で、説明します。

③病床削減の受け皿としての思惑



①亡くなる場所の希望調査
一般国民だけでなく、医師などの専門職も含めて、

60％程度の人が自宅での死亡を望んでいる。
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もしあなたが「末期がん」のような病状になった場合、
どこで過ごしながら医療・療養を受けたいですか。

出典：厚生労働省「人生の最終段階における医療に関する意識調査」2017年版を基に作成



①病院死が7割程度
病院死が7割程度であり、選択肢が限られている。
国民皆保険や医療機関の拡大を受けて逆転した。
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出典：厚生労働省「人口動態」を基に作成
注：注：1994年までは老人ホームでの死亡は自宅又はその他に含まれる。



①在宅死だけが全てではない（参考）
重度な心臓病の場合は医療機関で亡くなりたいと希望する

国民の割合が増加、在宅死だけが全てではない。
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もしあなたが心不全（臓器不全）のような病状になった場合、
どこで過ごしながら医療・療養を受けたいですか。

出典：厚生労働省「人生の最終段階における医療に関する意識調査」2017年版を基に作成

がんの場合は62.5％



①在宅死だけが全てではない（参考）
認知症や老衰のケースは介護施設で亡くなりたいと希望しており、

在宅死だけが全てではない。
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もしあなたが認知症や加齢による衰弱のような病状になった場合、
どこで過ごしながら医療・療養を受けたいですか。

出典：厚生労働省「人生の最終段階における医療に関する意識調査」2017年版を基に作成

がんの場合は62.5％



②疾病構造と「健康」観の変化
疾病構造が慢性期中心に変わり、
健康と不健康の線引きは不鮮明に。

約半世紀で変わった日本人の「死に方」（対人口10万人で見た死因5位）

➢ 疾病構造が急性期、感染症から慢性疾患にシフトした。この結果、健康
と不健康の線引きが不明確となった。

➔病気の無い人が「健康な人」、病気のある状態が「不健康な人」と一概
に言い切れなくなった。

例：結核になった人は隔離されていたが、がんになっても仕事や生活を続けられるよ
うになった。

2020年10月30日
宮城県遠田郡研修会／p17



②医学モデルから生活モデルへの転換
疾病構造が慢性期に変わったことで、周囲の環境も含めて
本人の生活を支える「生活モデル」が重要になった。

医学モデルと生活モデルの違い

出典：広井良典（2005）『ケア学』などを参考に作成

➢国民にとっての選択肢を広げるとともに、慢性期を中心とする疾病
構造への対応が必要。

➔病気を治す医学モデルだけでなく、コミュニティでの生活支援や関
係者の連携を図る生活モデルが重要に。

➢生活モデルでは医学、医療のウエイトは小さくなり、地域ケア会議
などで関係者との連携や合意形成が重要になる。

※2013年8月の社会保障制度改革国民会議報告書は「治す医療」から「治し、支える医療」への転換を記述。
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②少し事例で考えてみます―1
一つの事例について、専門職がどんな点に着目するのか、

どこが気になるのか考えてみて下さい。
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➢ Aさんは90歳代女性。この土地に暮らして40年にな
ります。

➢ 10年前に建て替えた二世帯住宅の1階にAさん、2階
には次男の一家が住んでいます。次男の家は夫婦、
高校生の息子（Aさんにとっては孫）1人です。

➢ Aさんは趣味を持っていませんが、専業主婦として、
家族のための家事に誇りを持っていました。

➢ さらに、通りすがりの近所の人と井戸端会議をする
のが楽しみです。井戸端会議は40年来の日課になっ
ています。

➢ 買い物については、駅前の大手スーパーがではなく、
昔なじみの店で会話を楽しみつつ、生鮮食料品や日
用品などを買っています。

➢ 比較的、自分の意見はハッキリ言う方ですが、見知
らぬ人と打ち解けたり、集団の中にはなじむのは得
意ではありません。どちらかと言うと、これまでの
つながりは大切にするタイプです。



②少し事例で考えてみますー2
一つの事例について、専門職がどんな点に着目するのか、

どこが気になるのか考えてみて下さい。
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➢ ところが、ある日……、台所で食事を作っ
ていたところ、台所マットで滑って転んで、
尻餅をついてしまいました。

➢ 近くの病院に運ばれてレントゲンを撮った
結果、大腿骨を骨折していることが分かり
ました。さらに、精密検査の結果、骨粗
しょう症と診断されました。

➢ 手術とリハビリに励み、退院までこぎつけ
ました。その際、主治医からは「この先ま
た骨折しないように十分注意して生活をす
るように」と言われました。

➢ 杖があれば何とか歩けますが、介護保険の
申請をしたところ、要介護１の認定が出ま
した。

➔Aさんの在宅生活をどう支えますか？



②少し事例で考えてみますー3
一つの事例について、専門職がどんな点に着目するのか、

どこが気になるのか考えてみて下さい。
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全ての意見を拾えるわけじゃありませんが……、

チャットの記入が可能な方はチャットに記入して下さい。

リアル参加の方は紙に書いて下さい。

チャットが使えない単独参加の方は紙などにメモして下さい。

※ただし、デイサービスに連れて行くなどの方法論ではなく、
生活支援で重要なりそうなポイントをキーワードで。

Aさんの在宅生活をどう支えますか？

限られた情報なので、分からない点が多いと思いますが……、

どんな情報が欲しいですか？
どこが気になりますか？

キーワード的に
3分で御願いします



②少し事例で考えてみますー4
井戸端会議を継続する場として、家の前にベンチを設置。

訪問介護や訪問診療も受けつつ、生活を継続した

2020年10月30日
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出典：全国マイケアプラン・ネットワーク編（2020）「ヒアリング調査で見えてきた自己作成者の主体性と市民性」を改変
注：調査研究事業は公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の助成を受けた。



ここまでの振り返り
どうやって生活を支えるかの視点が必要。

異なる専門性の情報交換、専門性の交換が必要。

2020年10月30日
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➢ 国の調査を見ると、「亡くなりたい場所」では自宅と答える国民が多いが、
7割程度の人が病院で亡くなっており、明らかなギャップがある。一方、
何が何でも「在宅」である必要はなく、国民に多様な選択肢を作っていく
必要がある。

➢ その際には疾病構造の変化を踏まえ、医師が重要な決定を下す「医学モデ
ル」だけではなく、関係者が連携して生活を支える「生活モデル」への転
換が必要。

➢ つまり、一人の専門職だけが複雑な生活を支えるのは困難。様々な専門
職が関与しつつ、生活を支えることが必要。

➢ しかも専門職は着眼点、気になる点がそれぞれ異なる。それは決して悪
いことではなく、むしろ正常な事象であり、それぞれの専門職が専門性
や価値観、情報を交換することが重要。

➔第一歩として、どんな暮らしなのか、どんな人達と関わっているのか、そ
のために何ができるのか？少しだけ専門職の範囲を超える「越境」が必要。

➔一方、政府内では病床削減の受け皿として、在宅医療を整備すべきだとい
う意見が出ている。それは一体、どんな議論なのか……。



今日の内容（4）
～在宅ケアを巡る政策動向～

1：はじめに～講演の目標など～

2：「地域包括ケア」に要注意

3：利用者から見た在宅ケア

4：在宅ケアを巡る政策動向

5：全国的な先進事例

6：新型コロナの影響

7：おわりに



地域医療構想の概要
2025年時点の病床数の需給ギャップを明らかにし、都道府県が

医師会などと協議しつつ提供体制改革を進めることが想定されている。

左の出典：厚生労働省資料などを基に作成
右の出典：各都道府県の地域医療構想を基に作成
右の表注1：▲は不足を意味する。
右の表注2：「現状」は地域医療構想に盛り込まれた数字をベー
スとしており、2014年度と2015年度の双方が含まれる。
右の表注3：秋田など13県は未報告などの「その他」を計上し
ておらず、表の数字にも含まれていない。
右の注4：一部の数字に小数点が含まれるため、合計が一致しな
い。

➢都道府県が2017年3月までに策定した「地域医療構想」では、高度急性期、急性期、回復期、
慢性期の各病床機能について、厚生労働省令で定める数式に基づいて2025年の病床数を推計。
その上で、各医療機関が報告する現在のデータを比較することで、将来の需給ギャップを示し
た。その際、341構想区域ごとに推計と比較を実施。

➢構想策定後は「地域医療構想調整会議」を中心に医師会、医療機関関係者などと協議し、合意
形成に力点を置きつつ施策を推進。

地域医療構想策定までの流れ 地域医療構想に盛り込まれた病床数

2020年10月30日
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地域医療構想の背景―1
国際比較で病床数は過剰であり、医療費抑制のために

病床数の適正化が必要とされている。

出典：OECDデータを基に作成
注：2018年現在、国名の後の＊は2017年、＋は2016年。
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➢ 国際標準から見て過剰な病床の思い切った適正化と疾
病構造や医療・介護ニーズの変化に対応した病院・病
床の機能分化の徹底と集約化。

➢ 専門的医療提供を行う中核的病院（特に急性期病院）
を中心とした人員配置の思い切った拡充・機器装備の
充実。

出典：2008年6月、社会保障国民会議中間報告

➢ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投
入による機能強化を図るなど、病院・病床の機能分
化・強化を推進する。

➢ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを
確保しつつ、一般病棟における長期入院の適正化を推
進する。

出典：2012年1月、社会保障・税一体改革素案

➢ 急性期から亜急性期、回復期等まで、患者が状態に見
合った病床でその状態にふさわしい医療を受けること
ができるよう、急性期医療を中心に人的・物的資源を
集中投入し、入院期間を減らして早期の家庭復帰・社
会復帰を実現するとともに、受け皿となる地域の病床
や在宅医療・在宅介護を充実させていく必要がある。

出典：2013年8月、社会保障制度改革国民会議報告書

人口1,000人当たりの先進国病床数 地域医療構想に関する政府文書



2006年度診療報酬改定では
「7対1基準」（患者7人に対して看護師1人を配置）の報酬を引き上げたが、

厚生労働省が予想以上に膨らんだため、
診療報酬の欠点をカバーする手段として、地域医療構想が制度化

出典：厚生労働省資料

地域医療構想の背景―2
2006年度診療報酬改定で「7対1」に手厚く報酬を付けたところ、

厚生労働省の予想以上に取得する医療機関が増加し、医療費を増やす一因に。

2020年10月30日
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地域医療構想の背景―3
2025年までの人口動向や病床数の余剰or不足予想に地域差が大きく、全国

一律の対応だけでは限界。都道府県ごとの対応が必要。

2025年時点の都道府県別の人口と高齢化率の増減 2025年時点で見た都道府県別の必要病床の余剰or不足

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基に作成 出典：各都道府県の地域医療構想を基に作成

➢ 団塊の世代が75歳以上となる2025年時点で、人口増減率、高齢化のスピードに関して都道府
県別のバラツキが大きい。具体的には、東京都や沖縄県では人口が増加するが、他の道府県で
は人口減少が進展。65歳以上人口は全ての都道府県で増える、伸び率に違いがある。

➢ 2025年時点の「必要病床数」の余剰or不足を見ると、人口減少を踏まえて全国的には余剰とな
るが、高齢化が進む三大都市圏と沖縄県では不足するという予想。

➔診療報酬など全国一律の制度改正だけでは限界があり、地域の実情に応じた対応が必要に。

2020年10月30日
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2020年10月30日
宮城県遠田郡研修会／p29宮城県と大崎・栗原区域の場合

県全体では5.3％の余剰、大崎・栗原地区では624床の余剰に。
慢性期の受け皿として在宅医療の受け皿が必要。

宮城県の地域医療構想に盛り込まれた病床数

出典：宮城県地域医療構想を基に作成

受け皿の在宅
医療整備が必要

単位：床
2015年

病床機能報告
2025年
必要病床数

将来の姿

高度急性期 36 182 ▲ 146

急性期 1,619 567 1,052

回復期 98 669 ▲ 571

慢性期 773 484 289

その他 52 ―― ――

合計 2,526 1,902 624

大崎・栗原地区の病床数予想

出典：宮城県地域医療構想を基に作成
注：▲は将来不足。

➢ 大崎・栗原地区では、全体として
624床（24.7％）の余剰に。

➢ 病床別では高度急性期、回復期が
不足する試算。

➢ 一方、急性期と慢性期は余剰に。
慢性期の受け皿として在宅医療整
備が必要となるという試算。

➔大崎・栗原地区の在宅医療をどう整
備するかが問われる。

➢ 県全体では1,100床前後が余剰。急性期、
慢性期が大幅余剰となる一方、回復期の
需要は3倍以上の増加に。

➢ 慢性期は1.8％余剰となるため、受け皿の
在宅医療整備が必要になるという試算。



在宅医療がポテンヒットに？
都道府県が医療行政、市町村が介護行政を所管しており、

それぞれの権限を大きくしている中、在宅ケアでは両者の連携が必要。

都道府県の
役割拡大

市町村の
役割拡大

2020年10月30日
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市町村の在宅医療を支援する制度
「在宅医療・介護連携推進事業」を開始。

2018年4月までに8事業の実施を全市町村に義務化。

出典：厚生労働省資料を基に作成

2020年10月30日
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在宅医療に関する市町村の意識
市町村はノウハウ不足に加えて、

医師会など関係機関との調整に悩んでいる。

➢ 市町村はノウハウ不足、医師会などとの協力関係、
人材確保、地域資源の不足を「課題」として意識
している。

➢ 市町村は都道府県に対し、医師会などとの調整、
広域連携、職員研修、データ提供などを要望。

市町村が考える課題 市町村が都道府県に望んでいる支援策

出典：厚生労働省資料を基に作成
注1：2016年8月現在。
注2：調査対象は1741市区町村。
注3：複数回答可。

回答項目 団体数

ノウハウ不足 1,294

行政と関係機関の協力関係構築 1,204

事業推進を担う人材確保 1,174

地域医療・介護資源の不足 1,138

指標設定など事業評価の難しさ 1,047

事業の必要性 1,007

多職種間連携の協力関係 983

関係機関との最終的な合意形成 964

隣接する市町村との広域連携 905

将来的な事業の姿をイメージできない 842

予算確保 810

行政内部の連携 787

提供実態を把握できていない 513

その他 72

特に無い 6

2020年10月30日
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在宅医療に関する市町村の課題
在宅医療・介護連携推進事業を通じて、8つの事業を市町村に
義務付けたが、依然として小規模市町村を中心に課題は多い。

協力して
いる
（％）

協力を予
定してい
る（％）

協力して
いない
（％）

該当市町
村数

1万人未満 58.1 11.7 30.1 511

1万人以上2.5万人未満 84.1 6.9 9.1 364

2.5万人以上7.5万人未満 95.4 3.7 0.8 481

7.5万人以上 98.9 0.2 0.1 377

全体 82.8 6.1 11.1 1,733

課題解決の優先順位（深刻度） 点数

地域の医療・介護資源の不足 2,440 

事業実施のためのノウハウの不足 2,277 

行政と関係機関（医師会、医療機関等）との協力関係の構築 2,027 

指標設定などの事業評価のしにくさ 1,652 

事業推進を担う人材の確保 1,566 

将来的な在宅医療・介護連携事業のあるべき姿をイメージできないこと 1,458 

事業の存在や必要性を医療・介護関係者などに認知してもらうこと 1,241 

事業全体を見渡せる人材の不足 1,237 

地域支援事業の全体像を見渡せる人材の不足 1,212 

医師会など関係機関との調整 1,207 

➢ 在宅医療・介護連携推進
事業を2018年4月までに
全市町村に実施させたも
のの、市町村が考える課
題としては、「医師会、
医療機関との関係構築」
が依然として上位にラン
クしている。

出典：野村総合研究所（2019）「地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携推進事業のあり方に関する
調査研究報告書」（老人保健事業推進費等補助金）

上の注：1位は5点、2位は4点、3位は3点、4位は2点、5位は1点として各課題をスコア化。

スコア化された市町村が考える在宅医療介護連携の課題

人口規模で見た市町村と医師会の協力関係
➢ 中でも、小規模な市町村で
は地区医師会との協力関係
が進んでいない。

➔総合事業など別の制度改正
を優先したため、後手に回っ
ている可能性。
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ここまでの振り返り
地域医療構想では人口減少を見据えた病床数の削減が意識されており、

受け皿づくりとして在宅医療も重視されている。

2020年10月30日
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➢ 各都道府県が2017年3月までに策定した「地域医療構想」では、国際的に
過剰な病床数の適正化、中でも急性期病床や慢性期病床の削減が意識され
ており、受け皿として在宅医療が必要という前提。その背景としては、病
床削減を通じて医療費を抑制したいという財政当局の思惑がある。

➢ 人口動態や医療需要に関する地域格差が大きく
なるため、地域の実情に応じて、都道府県を中
心に提供体制を改革することが意識されている。

➔自治体、地元医師会の自主的な対応が重要に

➢ 厚生労働省としても、市町村が在宅医療に取り
組むための制度改正として、在宅医療・介護連
携推進事業を創設したが、多くの市町村が地元
医師会との関係構築に悩んでおり、都道府県に
支援を求めている。

➔在宅医療の普及に向けた市町村の対応、都道府
県の支援・補完、関係者の連携が重要に

出典：厚生労働省から抜粋



今日の内容（5）
～全国的な先進事例～

1：はじめに～講演の目標など～

2：「地域包括ケア」に要注意

3：利用者から見た在宅ケア

4：在宅ケアを巡る政策動向

5：全国的な先進事例

6：新型コロナの影響

7：おわりに



➢ 東京都稲城市は2016年6月、市版の地域
医療構想に当たる「医療計画」を策定。

➢ 国保と後期高齢者のレセプトを基に、市
民の受療行動を把握。市民に医療・介護
のニーズ、地区医師会に在宅医療の現状
と課題などを聞くアンケートを実施。

➢ 地域包括支援センターごとに在宅医療・
介護資源を地図に明示。

➢ 市として望ましいと考える方向性を示す
ため、計画の別冊として「あるべき医療
提供体制の実現に向けた取組」を提示。

市町村による医療計画の事例
東京都稲城市は「市版地域医療構想」を策定し、

医療提供体制の現状と将来を提示した。

➔同様の計画は東京都武蔵野市、国立市が策
定しており、今後も広がる可能性？

出典：稲城市ウエブサイトから抜粋
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市町村による在宅医療連携の事例
横須賀市は医師会と連携しつつ、在宅医療の普及に向けて

多職種連携や市民向け啓発を推進している。

出典：横須賀市ウエブサイトから抜粋

➢ 地元医師会と連携しつつ、2011年度から在宅
療養環境の整備に乗り出しており、多職種連
携や市民向け啓発を推進。

➢ 多職種連携では、医療機関や薬局、介護事業
所の専門職が参加するワークショップなどを
頻繁に開催。連携を進める際の留意点を記し
た「エチケット集」を策定。

➢ 市民向け啓発では、留意点や制度紹介などを
盛り込んだ「最期までおうちで暮らそう」「
ときどき入院・入所 ほぼ在宅」というガイ
ドブックを作成。

➢ 実態把握と関係者との情報共有に向け、独自
の指標として「地域看取り率」を設定。

2020年10月30日
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愛知県豊明市の多職種カンファレンス
豊明市はケースを基に多職種がフラットな立場で議論。

市役所職員が議論をモデレート。

2020年10月30日
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出典：愛知県豊明市資料から抜粋

➢ 市役所が主催する形で、症例検討会議（ケー
ススタディ型）を2016年4月から毎月開催。
ケアプランの変更を促すスタイルではなく、
症例を基にフラットな立場で専門職が議論。

➢ 議論をオープンにして誰でも参加できるよう
にしているほか、「ふつうに暮らせるしあわ
せを いかに守り支えるか」という理念を毎回、
説明することで、参加者に徹底（規範的統
合）。

➢ 運営に際しては、ケアマネジメントを通じて、
一人の生活を様々な視点で支える「個の視
点」に加えて、地域づくりやソーシャルワー
クまで意識する「面の視点」も加味。専門性
の向上と他の職種への技術移転に配慮。

➢ 参加者は地域包括支援センターに加えて、ケ
アマネジャー、看護師、リハビリテーション
職、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、
生活支援コーディネーター、保健師、民間企
業など毎回、30～70人程度が参加。



大田区の「みま～も」の事例
幅広いセクターが加わる「気づき」と、

専門機関で構成する「対応」のネットワークを形成。

➢ 大田区、区社協、区シ
ルバー人材センター、
東京都健康長寿医療セ
ンターが後援。

➢ 病院や薬局、医療・介
護事業所、企業が協賛。
協賛企業はプロバス
ケットボールチーム、
配食サービス、タク
シー会社、眼鏡屋、葬
祭屋、仏壇屋など多彩。

➢ 市民ボランティアで構
成する「みま～もサ
ポーター」は約100人。
適度な経済インセン
ティブで持続性を確保。出典：おおた高齢者見守りネットワーク編（2013）『地域包括ケアに欠かせ

ない多彩な資源が織りなす地域ネットワークづくり』を一部改変
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今日の内容（6）
～新型コロナの影響～

1：はじめに～講演の目標など～

2：「地域包括ケア」に要注意

3：利用者から見た在宅ケア

4：在宅ケアを巡る政策動向

5：全国的な先進事例

6：新型コロナの影響

7：おわりに



新型コロナが及ぼす在宅医療への影響
新型コロナは介護現場の脆弱性を浮き彫りに。

在宅医療・介護連携の必要性を感じさせる機会になった？
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➢ 新型コロナウイルスへの対応
では、高齢者の介護施設・住
宅でクラスター（感染者集
団）が数多く発生した。

➢ 諸外国と比べると、介護施設
での死者は少なく済んでいる
が、介護現場では感染症対策
に関する経験値が少なく、専
門家のアドバイスも不十分
だった。

➢ さらに、都道府県も医療崩壊
の阻止を優先したため、介護
分野への対応が後手に回った。

➔秋以降の感染拡大リスクを踏ま
えると、介護現場への支援を含め
た医療・介護連携が重要に？

出典：NHKウエブサイトから抜粋

出典：2020年6月4日『富山新聞』から抜粋



今日の内容（7）
～おわりに～

1：はじめに～講演の目標など～

2：「地域包括ケア」に要注意

3：利用者から見た在宅ケア

4：在宅ケアを巡る政策動向

5：全国的な先進事例

6：新型コロナの影響

7：おわりに



➢国が頻繁に使う「地域包括ケア」という言葉は多義的であり、意味
や文脈に気を配る必要。

➢利用者から見た在宅ケアの意味を問い直すと、①6割の人が自宅で
亡くなることを望んでいるのに、病院で7割の人が亡くなっている
ミスマッチへの対応、②疾病構造の変化を受けた生活支援の重要性
――と整理できる。

➢病院を中心に病気を治す「医学モデル」だけでは、生活を支えられ
ない。多職種が連携する「生活モデル」が重要。

➢病床削減を意識した地域医療構想では、受け皿としての在宅医療の
整備が期待されている。さらに、在宅医療・介護連携推進事業が創
設されたが、市町村と地元医師会の連携が課題に。両者の連携深化
に向けた都道府県の支援も重要。近年、市町村が在宅医療の計画を
策定する動き。

➢秋以降のコロナリスクを踏まえると、介護現場への支援を含めた医
療・介護連携が重要になる。

おわりに
地域包括ケアという言葉は要注意。

生活モデルへの転換を図る上で、多職種連携が重要に。
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1. 「地域包括ケア」という言葉を聞いた瞬間、住民主体の「地域ケア」なのか、多
職種連携の「包括ケア」なのか。そこにおける自らの役割は何か、誰が連携相手
なのか、立ち止まって考えてみる。

2. 治療やケアが終わった後、どんな生活を送っているのか想像してみる。どんな視
点が不足しているのか、想像力を働かせる。

3. 多職種連携カンファレンスに顔を出すなど「越境」を試みる。

➔在宅ケアを支える上では、専門職間の連携が不可欠。異なる専門職の考え方や着眼
点を理解し、強味と弱味を補完し合うことが重要。

➔医師は医療の専門家だが、ケアマネジャーは医療の知識に乏しい。しかし、医師は
生活支援の視点が弱く、ケアマネジャーは家族関係などの情報に強い。

4．都道府県、市町村は現状の可視化に向けて情報を専門職、住民と共有する。

➔例えば、要介護認定になる理由は何か？要介護認定者に占める軽度者、重度者の比
率は？近隣自治体や同じ規模の自治体と比較したらどうなのか？

➔もし違いが分かれば、それを生み出している理由を理解できる。

その上で、医師会や専門職、町、県が
「今すぐできること」「重要なこと」を少しずつ解決する

少しだけ提案
遠田郡のことは皆さんが専門家ですが、

明日からのアクションに向けて少しだけ提案させて下さい。
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御清聴、有り難うございました。

問い合わせは
mihara@nli-research.co.jp

質問、御意見を
どうぞ

mailto:mihara@nli-research.co.jp

