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本日のキーワードから 
 
 ・地域包括ケアの深化とさらなる推進 
 ・過疎化と高齢者の超高齢化 
 ・限界集落 → 集落消滅へ 
 ・地域づくり 
 ・総合診療医に期待されること 
 ・多職種連携強化・協働 
 ・連携ツールとしてのICT利活用 
   ～現状と課題，そして意見・提案～ 
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まず「在宅」から，みてみましょう。 

【地域包括ケア】 
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★同日午後，自治体関係者向けの 
  研修会開催します！お待ちしています。 



「在宅医療・介護」の推進 
  できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・  
 介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい 
 生活を実現できる社会を目指す。 
 
 目指す方向であり、理想的ではあるが・・・。 

  現実的には、環境整備だけでは、 
  個別にも、難しい課題も多くある。 
 
 ＊家族など介護者の疲弊等、健康障害や 
    就労問題（離職）も・・・。限界も。 
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在宅医療・介護連携推進事業 
  
 ＊この８項目：平成30年4月に全市区町村で体制確保され、 
    今後、その進化・深化、推進・拡充が求められています。 
 
     （ア）地域の医療・介護サービス資源の把握 
     （イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 
     （ウ）切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築推進 
     （エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 
     （オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 
     （カ）医療・介護関係者の研修 
     （キ）地域住民への普及啓発 
     （ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 
  

 

 ★「徳島県在宅医療介護連携推進協議会」 
    ・「徳島県地域包括ケア推進会議」とともに！ 
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在宅医療・介護連携の 
現場でのICT利活用 

 
多職種連携・協働における 

顔の見える関係 
＋ ツールとしてのICT活用 

 
＊期待される効果とともに，現状と課題が見えます 
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那賀町 相生地区では，永年にわたり 
 浜田邦美Drを中心として地域包括ケアに取り組んできた。 
たとえば，平成6年から，多職種連携のチーム結成し， 
 今言う「地域ケア会議」（ケース検討会，地域ケア推進会議 
 の両レベル）を効果的・効率的に実施。 
 地域包括ケア実践に取組み，20年以上の実績。 
早くから，現場にICT化を，浜田Dr自ら取り入れうまく利活用， 
 進化もさせてきた。 
電子カルテによる診療所間連携（さらには介護部門とも）， 
 そして，現在，「みまもるくん」という， 
 クラウド活用した地域包括ケア 
 ネットワークシステムつくり， 
 広大な面積でマンパワー不足の 
 地域内で，顔の見える医療保健介護 
 関係の多職種により，連携ツールとして 
 運用されている。 
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課題？ 
◆過疎地域 
 ・交通アクセス問題・・・従来から。さらに深刻？ 
 ・人口激減・・・特に子供がいなくなり、超高齢化も。 
 ・専門職種人材確保困難。 
◆市街地 
 ・高齢者増加で、今後、施設も人材も不足に。 
◆共通 
 ・家族による介護の限界。 
 ・人々の意識・・・最期をどこで、どのように？  
    お看取りを。 事前指示書，ACP なども含め。 
   みんなで普及啓発を（環境整備と共に）。 
   ★元気なうちから、家族で一緒に考えよう！ 
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「人生100年時代」 
   地域での生き方 
     地域での逝き方 
 

  ・人生の終末期を，どこでどのように暮らし， 
    どのような最期を迎えたいか。 
  ・大切な家族を，どこでどのように看取りたいか。 
 
  ・厚労省「人生の最終段階における医療の決定   
    プロセスに関するガイドライン」2018年3月改訂 
  ・国民への普及啓発，意識醸成。 
    ACP，事前指示書の周知・普及啓発等，活用も。 
    知る，考える，話し合う，書く，・・・。 
       （＊ACP : advance care planning） 12 



 

厚労省HPより 13 



徳島県の人口は、７５万人を切ってしまいました。 
 高齢化率は、３０％を超えました。 
１年間の出生数は、５０００人台、 
  死亡者数は、約１万人です。 
このままでは、しばらくで、 
  人口６０万人台に突入してしまいます。 
今後、徳島県内のあちこちで 
 限界集落化（→消滅集落へ）、 
 さらには、市街地にも影響が。 
すでに県西部ではピークを超えて、 
 県南部もまもなくピークが。 
全国的には、２０２５年問題ですが、 
 本県では、２０２０年にも・・・。 
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まさに、「地域づくり」がポイント。 
 ・地方創生、地域おこし等・・・。 
 ・人が育つまちづくり、人を育てる 
そのための核の一つとして、 
 「医療」の確保があり、住み慣れた地域で 
 暮らし続けるために、という「地域包括ケア」は、 
 全世代のために、と考えています。 
県民の皆様の「健康長寿」とともに、 
 「可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることが  
 できるような地域づくり」のためにも、地域包括ケア、  
 地域医療構想等への取組、その支援を推進して 
 いくためにも、ご理解・ご協力を。 
とても厳しい時代を迎えていますが、「やりがい」 
 「志」持って、一緒に支えていきましょう！ 15 



県は市町村の「地域包括ケアシステム構築」を支援 
  ・地域包括ケアシステム構築の主役は市町村。 
  ・市町村の取組みを後押しするため、県が関係機関と 
   連携しながら講ずる施策を幅広く体系的に整理した 
   工程表を策定した。 
 
 主な項目 
  ・地域の対応力の向上 
  ・介護人材の育成・確保 
  ・介護予防の推進 
  ・生活支援の充実 
  ・認知症施策の推進 
  ・在宅医療・介護連携の推進 
  ・訪問看護の充実 
 各分野ごとに、具体的な取組や方向性を示す。 
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日常生活圏域 
地域包括 
支援センター 

医 療 

かかりつけ医 
歯科医療 
薬局 
訪問看護 

生活支援・介護予防 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等 

介 護 
●施設･居住系 
サービス 

●在宅系サービス 

住まい 

各市町村が定めた「日常生活圏域(県内36圏域)」のニーズに応じた支援                 

在宅医療・介護連携の推進 
－医療と介護を切れ目なく受けられる環境整備－ 

 
                                       ←保健所による市町村支援 
 （ア）医療・介護資源の把握（「資源マップ」等の作成）・活用            
 （イ）多職種連携会議の開催による課題の抽出と対応策の検討       
 （ウ）在宅医療・介護の提供体制（「退院支援の手引き」の活用等 ）   
 （エ）「連絡ノート」、「多職種連携情報共有システム（バイタルリンク）」等の活用による 
     医療・介護関係者の情報共有、在宅での看取りや急変時の対応           
 （オ）在宅医療・介護の相談窓口の設置・運営                 
 （カ）多職種連携研修等による連携強化・人材育成              
 （キ）研修会や「通いの場」への出前講座等による住民への普及啓発  
 （ク）二次医療圏内市町村の広域連携                     

６ 

地域包括ケアシステムの構築             

   訪問看護の充実  
  －全市町村で必要な訪問看護が

受けられる環境整備－  
 

・訪問看護支援センターの設置 
・関係機関との連携・訪問看護ステｰ 
  ション間ネットワークシステムの推進 
・訪問看護の全県展開 
 南部：那賀モデル（サテライト那賀） 
 西部：西部モデル（訪問看護ステー 
      ション半田） 
 東部：東部周辺モデル（勝浦町） 

７ 

     地域の対応力向上 
    －目指すべき姿を実現するための方向性を具現化－ 

 
・モデル地区（7地区）での取組成果を他市町村へ波及     
    地域包括ケアシステム構築のためのノウハウ等 

      ex） 「認知症高齢者等SOSネットワークシステム」 
          住民組織でつくる地区ごとの「地域福祉活動計画」 

・多職種多機関参加による効果的な介護予防の取組対策等を検討する 
  「地域ケア会議」への専門職（PT･OT・弁護士・ｹｱﾏﾈ等）の派遣等 

１ 

     介護予防の促進 
    －生涯現役を実現する学び・活躍の場の創出－ 

 
・住民運営の通いの場を設置（H32目標：全市町村） 
・介護予防体操（いきいき100歳体操）の普及・定着 
・「シルバー大学校・大学院」、徳島県版「介護助手」制度の 
 展開を通した高齢者の「いきがい」と「活躍の場」づくり 
・徳島県健康福祉祭によるスポーツ文化交流の推進 
・糖尿病・低栄養・フレイル（加齢による虚弱）の予防対策を推進 

３ 

５ 
     生活支援の充実 

－各地域で完結する生活支援体制の構築－ 
 
 
・全市町村に「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」配置 
   多様な主体による多様な取組のコーディネート機能（資源開発・ﾈｯﾄﾜｰｸ構築・ 
  ニーズと取組のマッチング）を担い、生活支援・介護予防の一体的な活動を推進 
・全市町村に生活支援のための「協議体」が設置されるよう支援 
  多様な関係主体間の定期的な情報共有・連携・協働による取組を推進 

４ 

介護人材の育成・確保 
  －介護職員がやりがいをもって従事できる環境整備－ 
 
・H29徳島県版「介護助手」創設・展開  （H31目標：130名） 
・介護職員の処遇改善加算の導入促進 （H29.8：83.2％） 
・研修等による介護サービスの資質向上と充実 
・大学等との連携による潜在的有資格者等の再就職促進 

２ 

●H30年4月全市町村で「在宅医療・介護連携推進事業」開始 

●H30年度中に全市町村で「生活支援体制整備事業」開始 ●H30年4月全市町村に「認知症初期集中支援チーム」「地域支援推進員」配置 

     認知症施策の推進 
  －認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会－ 

 
 
・認知症サポート医（H29年度末51名）の養成継続・地域支援推進員等の育成 
・認知症ケアに対応できる専門職（薬剤師・看護職員・歯科医師等）の養成 
・認知症サポーター・キャラバンメイトの養成 （H32目標：8万人）  
・認知症カフェ（H32目標：50か所） →ユニバーサルカフェの認定促進 
・若年性認知症の人への就労・社会参加対策の促進 

徳島県保健福祉部 
 長寿いきがい課 資料より 
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■在宅医療・介護の連携推進 
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年齢を重ねても住み慣れた地域で活き活きと自分らしく生活できる地域共生社会の実現               

地域包括ケアシステムの構築                  
「日常生活圏域」を超えた広域的課題に対する取組により、市町村等をバックアップ！                

■医療体制の充実強化 

H24 「県立中央病院」新病院開院 
   高度先進医療の充実・ドクターヘリ配備・運行 
H25 「県鳴門病院」県北部の中核的病院として政策医療を担う 
H26 「県立三好病院」新高層棟開院   
H27 「吉野川医療センター」整備 
H28 「美波病院」高台への移転 
H29 「県立海部病院」高台移転 
    「徳島赤十字病院」日帰り手術センター増築 
    「阿南医療センター」整備支援（H31開院予定） 

医 療 介 護 

●訪問診療の促進（2015年267機関→2021年287機関） 
●認知症サポート医の養成 （H17年～開始→H30年51名） 
●認知症初期集中支援チームメンバーの養成 
  → H30年度･全市町村に「認知症初期集中支援チーム」配置 
●訪問看護の全県展開（へき地の訪問看護提供体制確保） 
●オンライン診療も含めた海部・那賀モデルの更なる展開 

生活支援・介護予防 
住まい 

■生活支援・介護予防 
●市町村が行う「在宅医療・介護連携推進事業」の着実な推進にむけた支援 
●若年性認知症支援コーディネーターの継続配置 
●H30全市町村に生活支援コーディネーター配置 → スキルアップ研修 
●専門職（PT･OT・弁護士等）の派遣による「地域ケア会議」の充実・支援 
     ●認知症高齢者見守りセンターの設置（H26～） 
     ●認知症サポーター・「協力事業所」登録による地域での見守り体制強化 
 
 

 

■介護人材の育成・確保 
●徳島県版「介護助手」制度の普及・定着（H29～） 
   シニア参入促進・介護ロボット導入による労働環境改善 
  H29年度：35施設応募 → 12施設選定 → 採用面接62名 → 38名採用 
  H30年度：15施設・50人規模に拡大し展開 
  
 

 

■健康寿命の延伸  
●高齢者の生活習慣病予防対策の推進 
●低栄養やフレイル（加齢による虚弱）の予防対策の推進 

■シニアの「いきがい」と「活躍の場」づくり  
●住民運営の「通いの場」における介護予防活動の推進（H28・12→H32・全市町村） 
●ｼﾙﾊﾞｰ大学校・大学院を通じた｢いきがいづくり｣支援･社会貢献活動の推進 
  「いきがいづくり推進員」の養成・活躍推進 

医 療 

住まい 

介 護 

生活支援・介護予防 

地域包括支援センター 

●介護職員の処遇改善加算の導入促進 

■地域包括支援センターの 
機能強化 

●「徳島県退院支援の手引き」を活用した 
   医療・介護の情報共有支援 
●市町村と医師(会）歯科医師（会）との連携強化 
●保健所による市町村支援の強化 

■安心の介護サービス体制づくり 
●過不足のない適切な介護サービス基盤の整備 
●介護人材の専門性・介護技術の向上 
●認知症ケア対応介護従事者養成 
  （H12年～開始→H30年6,521名） 
   

■介護給付適正化の推進 

        徳島県地域包括ケア推進会議  推進エンジン 

歯科医師会 

●空き家等を改修した 
  サービス付き高齢者住宅の整備を支援 
●住まいや住環境のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化を促進 
●住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の普及 

●情報交換の場の 
 設定による 
 多職種連携強化 
●機能強化研修会 

市町村 地域包括支援センター 医師会 

とくしま"あい"ランド推進協議会 

高齢者･障がい者権利擁護ﾈｯﾄﾜｰｸ 

看護協会 薬剤師会 

慢性期医療協会 

栄養士会 

介護支援専門員協会 

理学療法士会 作業療法士会 

社会福祉協議会 

社会福祉士会 

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ協議会 

とくしま住民参加型在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ団体連絡会 

認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協会 

民生児童委員協議会 

老人福祉施設協議会 老人保健施設協議会 

｢人材確保部会」・「生活支援部会」 
「介護ｻｰﾋﾞｽ部会」の設置 

認知症の人と家族の会 

徳島県地域包括ケアシステム学会 



これまでの徳島県での地域医療連携における 
ICTの活用例から少し・・・ 

県西部での地域医療連携 

 「あわ西部ネット」（西部圏域医療情報ネットワーク） 
                     平成24年2月から本稼働 
具体的には 
 患者さんの同意のもと，つるぎ町立半田病院，三好市立 
 三野病院，ホウエツ病院，県立三好病院の4病院の患者 
 情報（基本情報・検査・処方・注射・画像（一般撮影・CT・ 
 MRI・内視鏡・心電図：読影も含む）等）を， 
 美馬市・三好市医師会の 
 登録医師がアクセス・共有し， 
 医療連携を深めていくもの。   
    ＊4病院の電子カルテは， 
        異なる3つのメーカー。 
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Kサポート 
 県立海部病院遠隔診療支援システム 
   スマホとインターネット利用しての画像から診療支援等 
 

NPO法人 徳島画像診断ネットワーク 
   遠隔医用画像診断支援 

 
前述の 
 那賀町の「みまもるくん」 
 徳島市医師会などの在宅でのICT活用 
 阿波あいネット     
                       ほか 
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◆それぞれの個別課題から 
 ・予定から開始が大幅に遅れている 
 ・見込みより多額を要し，機能確保も不十分で， 
   その充実のためには，時間とさらなる追加財源必要 
 ・専門医不足と専門医の負担増加 
 ・厚労省のガイドライン遵守による，端末の確保，負担増加 
 ・電子カルテメーカー異なると，連携のための多額の費用 
   負担増加 
 ・利用者も順調に増えず，利用回数ものびていない  など 
 
◆ほぼ共通の課題 
 ・利用者が，広がらない 
 ・利用料金・運営費の確保に難渋 
   費用負担が課題・・・事業主体・利用者・ほか 
 ・今後，更新時の負担どうするか   など 
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★一つの課題についての提案・意見として 
 
・電子カルテメーカーが異なると，連携のための 
  多額の費用負担増加。更新のたびにも大きな負担となる。 
 
 → 医療機関等間の情報連携のための厚労省規格標準     
    （SS-MIX2）から，一歩前に進んで，規格を共通化する 
    ことで，異なるメーカー同士でも，直接連携を可能と 
    すること，あわせて，便益に見合った適切な費用負担 
    について，この機会に，国において検証されることを 
    期待します。 
     
   ＊この機会とは・・・ 
      最適な健康管理・診療・ケアを提供する 
       全国保健医療情報ネットワークの2020年からの本格稼働に向け。 
       （厚生労働省 医政局 研究開発振興課（データヘルス改革推進本部）） 
   ＊SS-MIXとは・・・医療機関等の電子カルテ等間の情報連携に関する標準規格 
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まさに，これから， 
国のデータヘルス改革により， 
全国各地域での「地域包括ケアシステム」の 
 構築・深化において， 
 顔の見える多職種連携の現場で 
  持続可能なツールとして 
  ICTが利活用できることを期待しています。 
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住み慣れた地域で 
暮らし続けるために 

 
医療・介護提供体制の確保・構築に向けて 

今、まさに 

「地域医療構想」 
「地域包括ケア」 

の展開を 
24 

人・人生に寄り添う 


