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Ⅰ．はじめに

　　第六次群医総研報告書発刊に寄せて　　　　　月岡　鬨夫

　｢群馬県医師会総合政策研究機構｣（所謂群医総研）の諮問事項は今回で六回目となる。こ

の機関は故鶴谷嘉武県医師会会長が日医総研を参考にして平成17年に設立し、これまでに五

回の報告が行われている。これらは「生活習慣病｣「がん予防対策」「感染症対策」「救急医療対

策」「医療事故」であり、ほぼ二年に一回報告書が刊行されてきた。目的はこれらの項目に関

しての群馬県医師会員の知識の涵養とも呼ぶべきものであり、今までにかなりの評価を得ら

れている。第一回の報告は平成18年からであり、以来過去五回の諮問はいずれも故鶴谷会長

によるものであった。

　今回は須藤群馬県医師会長より「群馬県における地域包括ケアシステムの構築について」

の諮問があり、群医総研では17回の会議が開催され、委員は長坂資夫副委員長をはじめ各郡

市医師会の地域医療の担当役員に集まってもらい、遠方の吾妻郡と館林の役員は今回よりテ

レビ会議で参加となった。今回のテーマは国の医療計画の大きな柱であると共に我々にも今

後様々な影響を与えると同時に否応なく組み込まれていく問題でもあり、老齢人口の増加、

人口の減少、医療資源、医療に投資できる財源などを考慮すれば地域包括ケアシステムの構

築は必須のことは明らかである。

　この度の報告書は私の勉強不足のために世話役の長坂先生に多大な負担をかけ、先生の獅

子奮迅の活躍となり、報告書が作成に重要かつ不可欠な役目を果たしてもらった。勿論、各

郡市の先生方には優れた意見、卓越した提案などが飛び交い充実した会議となり、この会議

が地域包括ケアシステム展開の一つの推進力として作用した面もあったと考えられる。

　そのためかこの２年間で地域包括ケアシステムは各郡市医師会の努力のお陰もあり素晴ら

しい進歩が見られた。在宅医療連携拠点事業は全地区に設置され、また、多職種連携の集ま

りも各地で開催されている。行政も２年前と比較するとこの事業の重要性を理解し温度差は

あるが協力の姿勢を示すようになり、地域包括ケアシステムの基盤は形成されつつある。

　この報告書に書かれている「地域包括ケアシステムの構築」が実際にうまく有効に動かす

事ができるかは郡市医師会、行政、関係各種団体の協力が必要であり、今後この計画が画餅

とならないためには県医師会や郡市医師会の役目が重要になる。

　最後にこの報告書作成のため17回もの会議に参加し熱心な討議をしていただいた長坂県医

師会理事を始め県医師会理事の方々、郡市医師会の担当の先生方に心より感謝申しあげます。

Ⅰ．はじめに
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「群馬県における地域包括ケアシステムの構築に向けて」　　長坂　資夫

地域包括ケアシステムについて１
（１）地域包括ケアシステムとは
ア）地域包括ケアシステムの背景

イ）地域包括ケアシステムの考え方

ウ）地域包括ケアシステムを支える取組み

（２）地域包括ケアシステムの課題
ア）医療と介護の連携

イ）地域格差

（３）課題解決に向けて
ア）地域包括ケアシステムは夢のシステム？

イ）医療介護連携の必要性

ウ）具体的な取り組み

在宅医療について２
(１）将来推計人口
（２）医療介護需要予測

今後の群馬県における地域包括ケアシステムを推進する施策について３
（１）質の向上とシームレスな連携
（２）高齢者のみならず全ての地域住民にとってのシステム
（３）新しい社会システム
（４）健康寿命の延伸
（５）多職種協働の取組み

市町村における在宅医療・介護連携推進事業の取組について４

Ⅱ．本　　　編
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（１）地域包括ケアシステムとは

　高齢者が住み慣れた地域で自分らしい人生を全うできる社会を目指して、2025（平成37）

年を目途に整備が進められているのが「地域包括ケアシステム（地域の包括的な支援・サー

ビス提供体制）」です。2025年は、第一次ベビーブームと呼ばれる1947年～1949年に生ま

れた「団塊の世代」の人すべてが75歳以上の後期高齢者になる年です。そんな超高齢社会に

求められる介護の在り方について、市町村は医師会をはじめとする関係団体及び住民と良く

協議しながら整備することが求められています。

ア）地域包括ケアシステムの背景

＜社会保障をどのように支えるか＞

　要介護率の高くなる75歳以上の人口は、介護保険創設の2000年以降着実に増加しており

2025年には更に急速な増加が見込まれます。その後は、2030年頃から75歳以上の人口はそ

れ程急速には伸びなくなりますが、85歳以上の人口はその後も10年程度は増加が続くと予

想されています。年齢階級別にみた介護保険受給者の数は、男性80歳～85歳がピーク、女

性85歳～89歳がピークであることを踏まえるとまだまだ介護需要は増加することが必至で

す。一方、介護保険料を負担する40歳以上の人口は、2025年以降は減少する見込みであり、

介護保険制度は財源面から存続の危機が迫っています。

＜高齢者ケアの体制をどのように確保するか＞

　更に、少子高齢化の進展する人口構造の中で、高齢者ケアの体制をどのように確保するかは、

極めて深刻な問題です。既に始まりつつあるマンパワーの不足は勿論ですが、高齢者の単身

世帯が増加する状況を鑑み、“高齢者ケアの場”が必要という観点から、サービス付き高齢者

向け住宅の整備が進められています。その一方で、国は社会的入院の受け皿となりうる病院

の病床数を制限する施策（地域医療構想）を並行して推進しています。膨張し続ける社会保

障費の抑制に目的があることは明白です。

イ）地域包括ケアシステムの考え方

＜地域包括ケアを支えるサービス提供体制＞

　地域住民が概ね30分以内（日常生活圏域）に生活上の安全・安心・健康を確保できるよう

な多様なサービスを24時間365日の体制で整え、住み慣れた地域単位での生活が可能な環境

を整備することが基本的なコンセプトです。

＜良質なケアを効率的に提供するための人材の役割分担＞

　2025年までに、地域包括ケアを支える人材間の役割分担と協働を進めることになっており、

地域包括ケアシステムについて１
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人材の専門能力の一層の向上と生産性・効率性の向上が図られることが求められています。

また、医療や介護の専門職の他、高齢者本人や住民によるボランティアといった自助や互助

を担う人をはじめ、様々な人々が連携しつつ参画する仕組みを構築する方向で整備する必要

があります。

＜生活支援と介護予防の強化＞

　高齢者のニーズに応じたサービス提供体制の構築には、急速な高齢者の増加とそれに反す

る若年層の減少から、高齢になっても可能な限り自立的生活が可能であるようにフレイル対

策・健康寿命の延伸が大切になります。そのため、軽度者（要支援１～２）に対する生活支

援と介護予防の強化が謳われ、地域力（自助・互助）による高齢者の生活向上と社会参加の

促進が望まれています。

＜医療と介護の連携推進＞

　一方、中重度者に対応した介護・医療サービスの充実は欠くことのできない必須要件です。

多職種による連携と機能統合（協働）による医療・介護の連携促進が重要になります。

ウ）地域包括ケアシステムを支える取組み

＜生活支援サービスの充実＞

　要支援１～２の調査結果から、身の回りの動作（ADL）は概ね自立していても買い物など

の生活行為（IADL）が不自由な人が多いことが判明しています。単身世帯が増加し、支援を

必要とする軽度の高齢者が増加する中で、今後、生活支援の必要性が増大してくるのは明白

です。しかし、これら全てを介護保険に委ねることは財政的に不可能であることから、ボラン

ティア、NPO、民間企業等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが望まれています。

＜高齢者の社会参加＞

　同時に、高齢者の介護予防に対する対策が求められていますが、現役時代の能力を生かし

た活動の継続や、興味関心が持てるような活動、また、新たにチャレンジする活動等に触れ

る機会を増やすことが必要です。、社会参加、社会的役割を持つことが生き甲斐や介護予防に

直結すると指摘されています。

 

（２）地域包括ケアシステムの課題

ア）医療と介護の連携

　75歳以上の高齢者の中には複数の疾患を抱えている方が沢山います。そういう人たちに安

心して生活してもらうためには、医療・看護サービスと介護サービスの連携が大切です。し

かし、現行の在宅サービスでは、身体介護の提供体制が不足しています。とりわけ夜間（深夜）

や早朝の対応という点で不十分なところが見られます。これを埋めるがごとく、居住系施設

における“いわゆる在宅”が進んでいるのも現実です。

　介護者は高齢者に日常的に接する機会が多いため、日々の状態の変化などにも気付きやす
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い立場にありますが、異常に気付くための知識や情報を習得する機会や、研修が必要です。

また、介護者が被介護者の病状の悪化や急変を察知した段階で、迅速に医師や看護師らと連

携できるような体制の整備が求められています。

イ）地域格差

　実情や特性は地域ごとに異なるため、システムを整えたとしても、その後の介護体制には、

地域間で格差が生じることが否めません。財源やマンパワーの差は勿論ですが、高齢者人口

のピーク時期も地域ごとに異なります。先行して地域包括ケアシステムを整備した市区町村

の事例を参考にしつつ、それぞれの地域の特性を加味し、両者のバランスを考えながら整備

計画を立てる必要があります。

　この時、市町村主体で進めてきた「介護」と県（保健福祉事務所）や医師会等の関係団体

が主導して守ってきた「医療」の整合性を図ることが重要なポイントになります。その目的

を達成するため、国は“協議の場”を設けることにより各地で具体的な解決に向けた取り組

みが推進することを期待しています。

（３）課題解決に向けて

ア）地域包括ケアシステムは夢のシステム？

　地域包括ケアシステムは日本の未来を明るく照らす希望の光と考えたいものです。将来、

被介護者やその家族にとっては、住まいのある地域の地域包括ケアシステムの進捗状況や充

実度が気になるところとなり、これを求めて住居の移動が起こる可能性もあり得ます。

イ）医療介護連携の必要性

　医療介護連携は、国際的に見ても問題が多く、いずれの先進諸国においても大きな課題で

あることが示されています。日本における医療介護連携の推進には、integrated careのフレー

ムワークを使って、日本の各地域の特性に合致したサービス提供モデルや機能を創出してい

くと共に、その評価による検証を通した方法論の成熟（PDCAサイクル）が求められています。

　一方、日本では入院医療体制における機能分化が、今後一層進むことが予想されます。要

介護者に対する切れ目のないケアマネジメントを実現するためには、患者の入退院の経過を

踏まえたケアマネジメントプロセスを明らかにすることが重要です。このマネジメント機能

を強化するためには、医療のみならず、地域における介護との両面を踏まえた情報共有を支

援するための具体的なツールの開発が必要で、市町村が中心となって総合的にこれらを支援

する取り組み（協議）が重要となると考えられます。

ウ）具体的な取り組み

＜退院調整ルール＞
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　県の地域包括ケア推進室が中心的役割を果たし、３年間かけて県内各地の退院支援ルール

づくりを推進した結果、県内全ての地域で市町村行政と多職種による連携会議が推進され、

退院調整ルールが出来上がりつつあります。勿論、既に終わった地域では、ルールに従った

流れが始まり、多職種による協働も生まれています。

＜在宅医療連携拠点事業における相談窓口＞

　県医師会としては、市町村に対する支援を郡市医師会に働きかける中で、在宅医療連携拠

点事業の推進を図ってきました。在宅医療・介護連携推進事業の事業項目（ア～ク）が平成

27年に明示され、期限付き（平成30年３月まで）で着手を余儀なくされた市町村行政に対し、

医師会が協調的かつ主導的に連携を持つ形で相談窓口の創設を勧めて来ました。２年間かけ

て県内全ての地区で行政と医師会との協議会が発足し、吾妻郡地区を除く全ての地区で医療

と介護の連携相談窓口（相談センター）が稼働することになります。

在宅医療について２

　住み慣れた自宅や地域の中で、最期まで質の高い療養生活を送りたいというニーズ(希望)

があります。しかし、人口の高齢化や疾病構造の変化、独居高齢者や認知症高齢者の増加に

伴い、医療に比して介護を必要とする人が増加する一方であるため。医療と介護の需要の不

均衡が生じます。また、多様な関係者間における合意形成のもと、地域特性に応じた課題の

把握や解決策の検討が行われる形での進展が望まれますが、“現場の肌感覚”の差異から在宅

医療・介護連携の推進が不十分なところもあります。市町村と医師会が一体となり、住民目

線にたった、住民の参画による、地域包括ケアシステムを確立することが不可欠と考えます。

　日本医師会の分析した医療と介護の需要予測を県内の地域別に提示してみます。推計人口

から年齢階層別に医療と介護の需要を計数化し、積算したものをグラフにしたものです。

【参考】地域医療情報システム（日本医師会：http://jmap.jp/）

（１）将来推計人口
　国立社会保障・人口問題研究所（2013年３月推計）

（２）医療介護需要予測
　各年の需要量を計算し、2015年国勢調査に基づく需要量＝100として指数化

　・各年の医療需要量＝～14歳×0.6＋15～39歳×0.4＋40～64歳×1.0＋65～74歳×2.3＋75歳～×3.9

　・各年の介護需要量＝40～64歳×1.0＋65～74歳×9.7＋75歳～×87.3

　・全国平均値は以下のとおりです。

2015年国勢 2015年予測 2020年予測 2025年予測 2030年予測 2035年予測 2040年予測
医療 100 101 105 106 106 104 103
介護 100 102 114 129 134 132 132
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■群馬県（全医療圏）

■前橋医療圏（前橋市）

■高崎医療圏（高崎市）

県全体では全国平均に比し若年層の人口減少が早いことから医療需要はあまり伸びず、2025

年以降減少が進みます。全般的需要の推移は、医療・介護共に概ね全国平均レベルと言えます。

前橋医療圏の傾向は全国平均レベルとほぼ一致しており、医療・介護共にしばらく上昇が続き、

2030年以降なだらかに需要の減少が進みます。

高崎医療圏は医療・介護共に全国平均を上回り、ピークは2030年にありますが、その後も

2040年まで需要があまり減少せず、横ばいの傾向です。
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■桐生医療圏（桐生市・みどり市）

■伊勢崎医療圏（伊勢崎市・玉村町）

■太田医療圏（太田市）

桐生医療圏の医療需要は2020年以降減少の一途を辿ります。また、介護需要の増加も小幅で、

2025年以降は減少が進みます。

伊勢崎医療圏は県内唯一の医療・介護共に需要が増加し続ける地域です。2040年まで増え

続ける需要に対応する施策が必要です。

太田医療圏として館林医療圏と切り離して積算しました。医療需要は概ね全国平均レベルで

推移しますが、介護需要の増加スピードが急峻です。
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■渋川医療圏（渋川市・榛東村・吉岡町）

■藤岡医療圏（藤岡市・上野村・神流町）

■富岡医療圏（富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町）

渋川医療圏は全国平均と概ね近似した傾向です。介護は2030年をピークに減少し、医療は

2025年をピークに減少が進みます。

藤岡医療圏の医療需要はあまり伸びず、2030年以降は現状を下回る予測です。介護需要は

ある程度増加し、2030年をピークに減少傾向を辿ります。

富岡医療圏の医療需要は2020年から現状を下回り、減少の一途を辿ります。介護需要もあ

まり増加せず、2030年のピーク時で117という指数です。
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■安中医療圏（安中市）

■吾妻医療圏（中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町）

■沼田医療圏（沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町）

安中医療圏の医療需要はあまり伸びず、2025年以降現状を下回ります。介護需要はある程

度増加し、2030年以降減少傾向を示します。

吾妻医療圏の医療需要は2020年から現状を下回り、減少スピードが急速です。介護需要も

殆ど伸びず、2030年のピーク時で112という指数です。

沼田医療圏の医療需要は2020年から現状を下回り、減少を続けます。介護需要もそれほど

伸びず、2030年のピーク時で113という指数です。
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■館林医療圏（館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町）

館林医療圏の医療需要はそれ程増加しませんが、介護需要の増加は顕著で、全国平均をはる

かに上回り、2030年のピーク時に備える必要があります。

　図表からも分かるように、地域により医療も介護もその需要の変遷は様々です。とりわけ

医療需要にあっては人口減少の影響が大きく作用する地域も出てきます。県医師会としては

真の意味（自宅）での在宅医療を望む患者さんに対しては、必ず、その願いを叶えられる体

制を整備したいと考えております。一方で、「病院から地域へ」というキャッチフレーズに惑

わされることなく、地域における医療提供体制（病診連携、病病連携）を堅持しながら、医

療需要を勘案しつつ、適正かつ適切な在宅医療を構築・推進していきたいと考えています。

　在宅医療の効果的対策としては、今後増加が見込まれる“福祉と介護を中心としたサービス”

のネットワークに対して、“後付け”で個別の医療提供体制を構築する際に参加するのではな

く、“初めから”患者さんのネットワークに“かかりつけ医”として関わることで、無駄のな

い医療・介護連携体制が構築できると考えます。個々の医療機関の積極的な参加を期待しま

す。
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今後の群馬県における地域包括ケアシステムを推進する施策について３

（１）質の向上とシームレスな連携
　医療や介護の各々のサービスにおける質の向上を図ることが基本です。それに加え、シー

ムレスな連携は非常に重要で、「保健・福祉・生活支援・予防」といった分野とのシームレス

な連携も重要になっています。例えば、買い物支援、移動支援、配食、さらには住宅改修支

援など多岐にわたり、おそらく様々な事業者、NPOやボランティアが関わってくることにな

ります。これらインフォーマルなサービス提供者も、「地域包括ケアシステム」推進に加わる

新たな担い手となるはずです。

（２）高齢者のみならず全ての地域住民にとってのシステム
　地域包括ケアシステムの恩恵を享受できるのは、当面は高齢者であると考えられますが、

同時に、障害者や子育て中の親達も対象となってくることは明らかです。また、そこには“ワー

ク・ライフ・バランス”や“働き方改革”といった仕組みなども関わってくると考えられます。

（３）新しい社会システム
　それぞれの地域の特性に見合ったコミュニティを、新しい社会システムとして醸成してい

くことは可能なはずです。それが「地域包括ケアシステム」の考え方そのものであり、こう

した概念が受け入れられ、定着していけば、社会保障費の増大に歯止めがかかり、「死に場所

難民」の問題も回避できる可能性があります。

（４）健康寿命の延伸
　介護事業者には、医療関係者とインフォーマルサービスの提供者との連携を踏まえた介護

サービス、ケアプランを用意することが求められています。そこでは、医療と介護の接点者

であるケアマネジャーの役割と情報を共有・発信してくれる医療介護連携窓口（相談セン

ター）が最も重要になります。また、インフォーマルサービスの提供者に求められる役割の

1つが、高齢者の健康寿命を延ばしていくためのサポートです。その担い手として、有償・

無償を問わず、サービスを提供する民間企業やNPO法人、ボランティア、社会福祉法人など

が候補として挙げられます。そして、これらの医療関係者、介護事業者、インフォーマルサー

ビス提供者らがシームレスに連携する仕組みづくりを統括・支援し、必要に応じて調整する

のが市町村の役割として求められてきます。その実現には医療介護相談窓口（相談センター）

が重要な役割を担うものと信じています。

（５）多職種協働の取組み
　群馬県医師会では多職種による連携を更に推進する目的で、県レベルでの多職種連携推進

協議会を立ち上げ、シームレスな連携に資する本質的な議論と情報共有を図ります。また、

市町村の支援策として、多職種協働による健康寿命の延伸に資するパンフレット等の作成や、

専門職が必要な場合の連絡窓口の明確化等を推進して行きたいと考えています。
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市町村における在宅医療・介護連携推進事業の取組について４

各地からの報告

（１）前橋市 家　崎　桂　吾

（２）高崎市 相　原　利　一

（３）桐生市・みどり市 菊　地　一　真

（４）伊勢崎市・玉村町 大　澤　　　誠

（５）太田市 堀　越　健太郎

（６）渋川市・榛東村・吉岡町 塚　越　秀　男

（７）藤岡市・上野村・神流町 杉　山　博　之

（８）富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町 武　田　滋　利

（９）安中市 武　井　弘　司

（10）中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町 布　施　正　博

（11）沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町 石　田　智　之

（12）館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町 竹　越　　　亨
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（１）前橋市

　　  前 橋 市 医 師 会　　家　崎　桂　吾

　平成26年『地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律』（医療介護総合確保推進法）が制定されて、地域包括ケアシステムを構築する

法律が整備された。またこの法律により改正された介護保険法により、地域支援事業の一つ

として市町村は在宅医療介護連携推進事業を行うことが定められ、平成30年４月には全ての

市町村で実施することと定められた。この在宅医療介護連携推進事業こそが地域包括ケアシ

ステムの構築を推進する事業であり、前橋市医師会では数年前より準備をしてきた。前橋市

は医療資源に恵まれ、群大病院をはじめ４つの地域医療支援病院があり、各病院の病診連携

室は十分機能しているため病院へのアクセスは容易である。そのため病院の主治医はいるが、

「かかりつけ医」がいないまま寝たきりやガン終末期になる患者も見受けられる。そのため前

橋市医師会には各病院の退院支援部門より在宅医療に関する問い合わせが多く、「医師会版地

域連携室」のような窓口の必要性が感じられていた。この準備期間において前担当下田理事

は非常に精力的に活動し、群馬県地域医療再生基金を利用して多職種研修会を開催、群馬県

医療総合推進事業として市民公開講座や医師向け在宅医療塾研修会を展開した。また医師会

内に在宅医療委員会を結成し、在宅医療に関する諸問題の検討にも着手した。そして市の担

当者と連絡を取り合いながら相談窓口（おうちで療養相談センターまえばし）を医師会館内

に設置し、平成28年度４月より前橋市より委託を受ける形で在宅医療介護連携推進事業を開

始した。

　当会が行なっている事業として、在宅コーディネーター２名と事務員１名を配置した「お

うちで療養相談センターまえばし」が医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの相

談受付を行っている。毎月の相談件数は現在のところ20－30件程度である。

　相談業務以外に参加自由な情報交換会「在宅医療サロンまえばし」を毎月開催し、多職種

からの情報を共有している。また医師会スタッフと市の担当者で「おうちでまえばし実務者

担当者会議」を毎月開き事業内容の検討を行い、行政と各種職能団体の代表で構成される「お

うちでまえばし連絡会」で事業計画及び結果の報告を行なっている。

　地域の多職種スタッフが顔の見える関係を築き、連携強化を図ることを目的に市を５つの

ブロックに分けた。各ブロックにその地域の在宅医療委員会員を責任者とする「医療と介護

の連携会議（５ブロック会議）」を設定し、対応する地域包括支援センター、社会福祉協議会

のスタッフに参加していただいて連携会議を開始した。今後順次参加職種を拡大し、民生委

員レベルまで連携を広げる予定である。顔の見える関係から協働できる関係に成熟するため

には相当の時間は必要であるが、各ブロックでの自主的な活動が地域包括ケアシステム構築
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の推進力になるように時間をかけて構築していくことが必要である。

　地域のあらゆる資源を上手に活用するためには、ネットワークの構築の他に地域の利用で

きる資源や人材の把握が不可欠である。情報管理のシステムとして群馬県医師会医療介護デー

タベースシステムを採用し、現在作成中である。

　地域住民への在宅医療に関する啓発も非常に重要で、前橋市の主催する「健康フェスタ」

において市民公開講座を開催し、また社会福祉協議会の協力を得て自治会への出前講座も開

催している。今後はリビングウィルに関係して作成された「私の人生ノート」を使用してア

ドバンスケアプラニングの啓蒙を予定したい。研修事業としては病院から在宅医療に移行し

た症例の検討会「前橋地域病院在宅連携の会」や多職種参加型の研修会を行っている。

　情報共有の支援として「医療介護連携調整実証事業（退院調整ルール）」の作成に参加した。

また歯科訪問診療への相談支援体制充実のため前橋市歯科医師会と連携して「訪問診療依頼

書」と「紹介依頼お返事」が作成された。

　今後、薬局、訪問看護ステーション、リハ職、柔道整復師などと連携を深める必要がある。

地域包括システムの姿は、地域の情勢に応じて医療、介護、住まい、予防、生活支援サービ

スが身近な地域で包括的に確保される体制づくりにある。高齢者の増加によるケアニーズの

増大、独居世帯の増大、認知症の増大は、医療介護保険サービスだけでなく、地域コミュニ

ティーの生活支援や見守りなどの種々のサービスが必要である。住民全体でのサロン活動や

声かけ訪問など住民相互の支え合いの活動は、専門職が関わりにくい、社会的フレイルを起

こしかけている人たちと接する機会があり、一般の人達の参加が重要になると思われる。
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（２）高崎市

　　  高 崎 市 医 師 会　　相　原　利　一

　現在、高崎市医師会では在宅医会を中心に、「高崎市医療介護連携相談センターたかまつ」

を活用し、高崎に合った地域包括ケアシステムの構築に力を入れている。

　平成27年の10月に設立された高崎市在宅医会は、現在、内科・外科を中心に在宅医療に

興味を持つ医師約60名の会員が所属している。また、幹事会も２ヶ月に１回開催し、情報共

有と今後の方向性についての話し合いを行っている。

　特に高崎市医師会員が一人でも多く、在宅医療へ参加するための体制づくりに力を入れて

いる。幹事会では、医療材料や医療器具、訪問看護、病診連携、研修・講演会等に、それぞ

れ担当を配置した。在宅で使用する医療物品の不良在庫をできるだけ少なくする方法の検討や、

地域の訪問看護ステーションとの連携の模索、レスパイトを含めた病院との病診連携の支援

や会員および多職種を対象とした研修会や講演会を開催している。

　高崎市医師会が担う旧高崎市は、地理的にも広く、一元的に地域の実情を把握するのは困

難なため、地域資源を有効に活用し、在宅医療の拡充や多職種との連携を構築しやすいよう、

在宅医会では５つのブロックに分け連携を進めている。ブロック内で行われる懇親会等を通

じて、在宅医療を行う上での共有すべき情報や問題点、地域資源の現状を地区の先生から報

告を受け、幹事会で検討している。まだ、始まったばかりだが、徐々に在宅医療の輪が広が

りつつある。

　高崎市には、高崎市医療介護連携相談センターが「南大類」、「たかまつ」と２箇所開設され、

南大類は平成27年４月から、「たかまつ」は、平成28年４月より事業を開始している。

　当医師会が運営する「たかまつ」は、旧高崎・地域医療センター３階に事務所を置き、看

護師、介護福祉士と社会福祉士の３名で業務を行っている。主な業務は、平成27年４月から

実施された地域支援事業の中の在宅医療・介護連携推進事業、とりわけ、『地域の医療・介護

資源の把握』、切れ目のない『在宅医療と介護の提供体制の構築推進』、『在宅医療・介護連携

に関する相談支援』、『医療・介護関係者の研修』等である。

　『医療・介護資源の把握』においては、高崎市医師会医療＆介護資源マップデータベース

（TRX）を利用し、個々の施設を直接訪問し順次情報を収集している。

　『在宅医療と介護の提供体制の構築推進』においては、まず高崎総合医療センターと連絡会

議を行い、新しく作成した連絡票を利用することで、退院から在宅への調整を行っている。

ただ残念なことに、６ヶ月以上にわたり連携を進めているが、自宅に帰り在宅医会の先生方

につなげられた症例は少なく、数例にとどまっているのが実情である。そのため、高崎市内

の他の病院にも連絡票を使用した連携を進めている。この連携において、主治医のいない患

者さんには、自宅近くの在宅医会の先生を紹介し、さらにモデル事業として主治医・副主治

医（主治医・サポート医）体制の検証も行っている。
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　『在宅医療・介護連携に関する相談支援』においては、市民や多職種の方々からの相談を受

けることはもとより、「たかまつ」内に「在宅医会相談所」を設立し、保険請求の方法から多

岐にわたり会員からの相談も受けている。「ケアマネカフェ」も定期的に月１回開催し、ケア

マネジャーへの相談支援を行っている。さらに、高崎市内の医療機関を対象に、ケアマネジャー

と医師との面談の後押しとして「ケアマネタイムの作成」と、面談がスムーズに行えるため

の指針「各職種の皆様へお願い」を各職種の方々に配布した。

　『医療・介護関係者の研修』は、主に高崎市医師会の事業として、昨年度も「地域包括ケア

講演会」「地域包括ケア意見交換会」を開催した。「地域包括ケア意見交換会」では、今まで

年に１度開催してきたケアマネジャーとの意見交換会を昨年度より多職種との意見交換会と

して開催し、群馬郡医師会、藤岡多野医師会（吉井地区）、歯科医師会、薬剤師会、介護福祉

士会、高齢者あんしんセンターの代表より、それぞれの現状の取り組みの報告と情報共有を

行った。今年度は、新しく歯科衛生士会や栄養士会に意見交換会への参加を依頼した。行政、

訪問看護、訪問リハビリ、ケアマネジャー、歯科医師会、高崎市医師会より現状と今後の取

り組みについて発表をしてもらい、テーマを決めて意見交換会を行った。今後も多職種を対

象とした研修会の開催を続けて行く予定である。

　また、平成28年12月に県が実施した県民アンケート調査によると、高崎市民は、在宅医

療の希望はあるが、実現において不安を多く抱えていることがわかった。そのため、高崎市

医師会では、市民の方々に在宅医療を知ってもらうことがまず一番と考え、昨年12月に“在

宅医療は「ひとつの選択肢」です”と題し、市民公開講座を開催した。さらに、市民への情

報発信として、「たかまつ」が今までに市民の方々から相談を受けた内容をまとめたものを収

載し、在宅療養の相談窓口や在宅医療を行う医療機関リストを掲載した『在宅療養Ｑ＆Ａ』を、

病院や診療所、公共施設に置かせていただく予定である。在宅医療のさらなる安定のために、

在宅医療を行う医療機関同士の連携も重要だが、高崎市には個人病院が多いという利点を生

かし在宅医と病院の連携にも力を入れている。在宅患者の不安の一つに、「急変時が不安」とか、

「病院が安心」という市民の意見がある。あくまで在宅療養を前提にした上で、在宅医療を行

う医療機関と病院が一緒に在宅療養患者を診ることができれば、市民の方々の在宅医療に対

する不安の一部が解消する可能性がある。その点を考慮し、病院が在宅患者を受け入れる際に、

レスパイト入院以外に可能な疾患、状態を表にしてまとめた「在宅医療を支える病院一覧表

（仮称）」を、市内の全医療機関に配布予定である。

　最後に、医師会として引き続き、在宅医療の構築に力を注ぐ所存ではあるが、今後の体制

整備には、受け手である患者さんとその家族およびその地域のニーズに基づき、その地域の

住民の方々が納得し受け入れてもらえるものを作らなければならない。併せて、在宅医療を

支える私たち医師会員も高齢化が避けられず、これからも永続可能な体制を作らなければな

らないと考えている。
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（３）桐生市・みどり市

　　  桐 生 市 医 師 会　　菊　地　一　真

　桐生市医師会では、平成25年11月東京大学（柏キャンパス）が主催した「国家戦略とし

ての在宅医療シンポジウム」の受講を契機に、平成26年６月の「医療介護総合確保法」の基

金利用計画策定、同年に横浜市南区で「地域医療介護連携拠点」の設立準備情報があり、こ

れらを検討し平成27年初頭に桐生市と折衝を開始した。平成27年３月に基金の「地域医療

連携拠点等準備事業」でパート職員１名を雇用し地域医療介護資源調査を行い、「桐生みどり

地域在宅医療の会」を設立した。平成27年夏には桐生市から「認知症初期集中支援チーム」

とセットの内諾を得て、桐生市医師会内の「居宅介護支援事業所　きりゅう」で準備を開始し、

平成28年４月に「在宅医療介護連携センターきりゅう」が設立された。さらに平成28年夏

に再度みどり市と折衝して、平成29年４月からみどり市も参加となった。

　経費は両市から40歳以上人口比率で案分支給され、職員は４名、運営委員会は医師会２名、

保健福祉事務所２名、両市職員各３名、両市社協各１名、両市地域包括各１名、MSW１名、

ケアマネ１名の合計15名で月１回開催されている。事業は在宅医療介護連携と認知症初期集

中支援チームの２つを行っている。

　地域の医療介護資源把握はアンケート調査で、回収した57医療機関の40%が在宅医療を

行うも24時間体制可能なのは３施設で、ある程度可能も10施設だけと判明し、また医療機

関や訪問看護ステーションの在宅医療技術情報も得た。ケアマネへの調査では、病院医師、

開業医、病院MSWの順に連携がとりにくいことが判明。各医療機関では主治医・副主治医

制度を施行せず、緩い「なじみ」の関係の連携で、患者の状況に応じてタイプの異なる訪問

看護ステーションの使い分けが重要と考えられ、「医師訪問看護師連携協議会」の設立が喫緊

の課題となった。看護職出身のケアマネは10名以下で、ケアマネにとって訪問看護師は敷居

が高いことがわかり、勉強会を企画した。地域包括支援センター職員はオブザーバー参加で

のケアマネとMSWとの情報交換会を隔月で開催し、平成29年度からは入退院調整ルール策

定を課題としている。情報共有支援は県医師会導入のSNS（MCS）を利用した連携を図る

も利用は少なく、基金利用でPC講習会を独自に開催しMCSの普及を図った。一方医療介護

で共通利用できる連携シートも検討中である。平成28年度は137件の相談があり、内容は医

療保険・介護保険、ケアマネジメント、在宅医療の順に多かった。介護職を対象に看護師が

講師となり平成28年度は「ケアマネ勉強会」を６回開催。平成29年度は「介護看護合同学

習会」と名称変更し、講師に医師も加え20回を予定している。また第８回の「医師ケアマネ

合同研修会」を10月に行った。普及啓発事業は、パンフレットを作成し、地域包括支援セン

ター、診療所、市役所等に配布し、両市ホームページ、広報きりゅう、桐生タイムス、FM
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桐生等で周知も図り、イメージキャラクターも作成した。関係市町村との連携は、運営会議

にそもそも両市行政が参加しており、連携会議「つなぐんま」にも参加し、前橋、高崎、渋

川との情報交換もしている。

　認知症初期集中支援チーム事業は、平成28年７月に研修を受けた当センターの看護師と社

会福祉士の２名がチーム員で、平成28年９月から活動を開始した。５名の認知症サポート医

も係わり、認知症疾患医療センターの岸病院との連携を図っている。平成28年度は６例中４

例が終結し、２例も終結の方向である。運転免許返納を契機に暴力的になった前頭側頭型認

知症や郵便局を頻回に通う被害妄想のアルツハイマー型認知症の症例があり、介護保険申請

や特養入所申し込み等を行い、いずれも精神神経科病院入院で終結した。

　連携センターの特徴と今後の課題については、①医師会運営の居宅介護支援事業所に設置

でき、医師会や会員との連携がとりやすい。②認知症初期集中支援チームが同一組織であり

コンパクトで機動性が高い。症例ごとに認知症初期集中支援チームと連携センターの使い分

けができ、臨機応変な対応ができる。この点が県内他郡市の連携センターと異なる部分と思

われる。③従来事業の「医師ケアマネ連絡協議会」は連携センターに引き継がれたが、「多職

種連携の会」等とは、どの様な形で係わっていくかが未定であり、検討が必要である。④平

成29年度からの新事業の「退院調整ルールの検討」や「認知症地域支援推進委員」、桐生市

内に12カ所ある「認知症カフェ」の実態把握や連携、歯科医師や薬剤師や入所系介護施設等

の社会資源調査や連携事業等が当面の課題と思われる。⑤桐生市とみどり市の合併は見送ら

れたが、同一医療圏であり、両市民が生活圏域の中で快適に過ごせる様に両市のサービスの

差を無くし充実させることが大切である。さらに会議や仕組みも一元化することで効率良く

運営できればと思う。
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（４）伊勢崎市・玉村町

　　  伊 勢 崎 佐 波 医 師 会　　大　澤　　　誠

　伊勢崎市における地域包括ケアをめぐっては、民間の２つの動きが早い時期からあった。

一つ目は、「伊勢崎地域包括ケアを考える会」であり、当医師会美原樹理事の呼びかけで、伊

勢崎市内の医療・介護を担う老健施設を持つ医療機関を中心に、関係者や地域福祉に関わる

有志が、互いに協力し、「地域包括ケアシステム」作りの機動力になろうという目的で集まっ

たものである。行政も巻き込み、平成26年８月から定期的に勉強会と意見交換をしている。

そして、ここに参加している医療機関４ヶ所は、いずれも平成28年４月に、伊勢崎市より地

域包括支援センターを受託し、活発な活動を展開している。さらに、平成28年度からは医師

会もそこに加わり、同会の会長は医師会長が、事務局は医師会事務局が担うこととなった。

二つ目は、東京福祉大の岡田稔教授が中心となり、市内各地区で立ち上がった生活圏域ごと

の「地域包括ケアネットワーク会議」であり、その地区の医師や介護保険サービス提供事業

者だけでなく、自治会や民生委員を巻き込んで、それぞれの地区の課題を浮き彫りにしよう

として、やはり平成26年から始まり、一定の成果を得た。しかし、これは平成28年度に地

域包括支援センターが民間委託されたことにより、「（生活圏域の）地域ケア会議」となって基

幹型包括の指導が強まり、形式的なものとなって縮小して行った。

　しかし、医師会としての地域包括ケアシステム構築に向けての動きは遅れた。確かに在宅

医療介護連携支援センター設立に関して、平成27年12月以来、医師会と伊勢崎市の話し合

いが数度行われたが、市が認知症初期集中支援チームのスタートを優先したこともあって、

在宅医療介護連携支援センターの立ち上げはなかなか進まなかった。だが、これまで医師会

として手をこまねいていた訳ではない。平成16年度から始まった地域リハビリテーション広

域支援センター事業は二次保健医療圏域ごとにおよそ１ヶ所ずつ、県下で12ヶ所が指定され

ているが、医師会でその指定を受けているのは当圏域のみであり、伊勢崎市・玉村町と連携

して、「いきいき介護予防普及啓発事業（介護予防フェスタ）」や「介護予防サポーター養成研

修」などの事業を地道に行ってきた。平成30年度からは、介護予防サポーター養成事業につ

いては市町村の事業費から支出するように変更となり、さらには、いわゆる総合事業の中の

「地域リハビリテーション活動支援事業」は、伊勢崎地域リハビリテーション広域支援センター

が、協力医療機関のリハ職を中心に担っていく方向で話を進めている。また、平成26年度か

ら地域医療介護総合確保基金（医療分）を得て行ってきた在宅医療等基盤整備事業「在宅医

療塾」は既に通算21回を数え、毎回多くの医療・介護関連職の研修の場となっている。また、

平成28年度は、市民公開講座として、「 認知症のひとの社会参加：今、“かまくら”で起こっ

ていること、そして”いせさき”で出来ること」（講師：稲田秀樹氏）を開催し、グループワー
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クも組み込み、活発な意見交換を行い、平成29年度も３月10日に、石飛幸三先生を招き、市

民公開講座「老いとともに考える幸せな人生のしまい方～ その時、救急車はいらない ～」

を開催した。

　実は、これらは「在宅医療・介護連携推進事業」の（カ）医療・介護関係者の研修及び（キ）

地域住民への普及啓発にあたり、先の「伊勢崎地域包括ケアを考える会」は、（イ）在宅医療・

介護連携の課題の抽出と対応策の検討を行っている。また、（ア）地域の医療・介護の資源の

把握は既に伊勢崎市主導で行った。課題は（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援であり、

これは適切な相談員の確保をまたなければならないが、それは漸次進めるという形で、平成

29年６月１日、伊勢崎市の在宅医療・介護連携推進事業は医師会が受託してスタートを切り、

さらに10月１日から玉村町も相乗りし、「在宅医療介護連携センターいせさき・たまむら」と

なった。それに遡ること、６月２日には伊勢崎佐波医師会「在宅医療介護連携支援部会」設

立総会が行われ、在宅療養支援診療所の医師及び在宅医療・介護に関心を持つ医師が総勢約

30名集まり、部会長に土田英希先生、副部会長に都丸浩一先生（庶務担当）と余沢貴浩先生

（会計担当）が選任された。さらに総会の後、当医師会山田理事による基調講演「かかりつけ

医の認知症診療」、県医師会長坂資夫理事による特別講演「地域包括ケアシステムの構築につ

いて：県内各郡市医師会の取り組み」が開かれ、県内各地域の在宅医療・介護連携推進事業

の進捗状況が紹介され、伊勢崎佐波医師会としても強い刺激となった。今後、当部会が医師

会内で伊勢崎佐波在宅医療介護連携支援センターを支援する存在となっていくことが期待さ

れる。さらに、同年９月29日には、これまで非公式に行われてきた「いせさき特養配置医師

の会」が同支援部会の作業部会の一つとして位置づけられることとなったが、「いせさき在支

診ネットワーク」や「伊勢崎認知症の医療とケアを考える会」なども作業部会として取り込み、

組織強化して、医師会として当事業に尽力していきたい。

　ところで、既に平成27年度より伊勢崎市在宅医療介護連携推進会議は発足しているが、有

名無実となっている。当会議が伊勢崎市の「在宅医療・介護連携推進事業」の運営を検証出

来るような体制づくりも進め、同事業が伊勢崎佐波圏域において確かなものとなるよう充実

させて行きたいと願っている。
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（５）太田市

　　  太 田 市 医 師 会　　堀　越　健太郎

　平成29年11月、群馬県医師会による太田市医師会での医療保険講習会開催に併せて長坂

理事が訪問し、地域包括ケアシステムについて視察と意見交換があった。意見交換の中で太

田市医師会長より、当医師会における入院患者の転院連携の近況について話が出たので報告

する。

　太田市は総人口223,786人、65歳以上人口は55,330人であり（平成29年３月現在）、高

齢化率は24.4％で群馬県全体の28.3％と比較し若干低い。現在の太田市医師会員による開

設医療機関数は131で、うち病院数11（救急指定病院数６）、診療所数は120。公立病院に

ついては、がん診療拠点病院の県立がんセンターが有るが、救急指定の公立病院が無いのが

他の郡市と少し違う点である。また太田市医師会は南一番街近くに太田市保健センター、太

田市健診センター、太田市平日夜間急病診療所などの公共施設と居を共にしている。

　当地の基幹救急病院である総合太田病院が、平成24年６月に太田記念病院と名称変更の上

で新築移転し、同時に３次救急病院に指定された。

　平成24年来、３次救急指定も一因として太田記念病院への救急車患者数は毎年5,000人を

超え、平成28年における入院患者数は11,760人、救急車搬送患者数は5,152人、平均病床

利用率93％、病床稼働率が101.3％に達した。その後の病床利用率、病床稼働率、救急車患

者数の上昇により、満床状態が続いていた平成29年１月、一時期３次救急以外の搬送の受け

入れ困難なケースが急増する状況が発生した。太田記念病院の慢性的な病床利用率過多の緩

和策として、同病院での急性期治療終了患者の早期転院については、従前から各病院の受け

入れ協力が図られ、転院患者の実数も毎年増加の状況は得られていたが、共通の転院情報連

携の対応はとられていなかった。

　近年の太田記念病院の救急搬送受け入れ困難例急増の状況に対し、太田市医師会長の呼び

かけにより、今後の入院患者の転院連携について、平成29年７月18日に９施設の病院およ

び有床診療所参加で、第１回目の話し合いが持たれ、会長より太田市の救急医療の現状につ

いての説明、また太田記念病院小林副院長より資料を以って同病院の現状と課題についての

説明、また出席の各病医院における従来からの受け入れ状況等についての説明があった。転

院連携の課題としては、①健康保険の加入状況や患者の支払い能力の有無、家族の有無等に

問題のある患者の増加により、その処遇に時間を要するため迅速に転院できないケースなど、

近年の社会的背景の課題。②療養病床へ転院を希望する患者の場合、医療区分１の状態の患

者については、選定療養費の算定が出来ず受け入れ困難であるなど、患者の状態による課題。

③転院時の情報確認に共通の項目が設定されておらず、確認作業に時間を要するなど情報確
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認における課題、等々の課題もあげられた。出席の病医院については原則受け入れ可能であ

ることが確認され、各病医院に持ち帰り、具体的に受け入れが可能な数や要望等を検討する

事となった。

　２回目の会議は太田市医師会地域連携会議、太田記念病院転院患者受け入れ説明会として

同年８月１日に開かれ、各病医院における各科の受け入れ可能な人数、受け入れまで要する

日数、受け入れの条件等が具体的に提示され、新たな転院連携に向けての協議が行われた。

共通の転院連携の情報項目を作成の上、太田記念病院と各医療機関が転院連携作業を行うこ

ととした。また転院患者数の実数報告等については、毎月太田記念病院側を中心に取りまとめ、

各医療施設と医師会に毎月定時報告する事となった。平成29年12月の実績報告では、受け

入れされた転院患者数は全体で43名と増加が見られ、受け入れまでの日数が早くなっている

医療機関が多くなっており、新たな転院連携の効果が確認された。また連携会議参加の全て

の病院には既に医療連携室が設置されており、より良く機能している事も連携効果の要因と

考えられる。

　当地域では各病院に多くの優れた診療科がある。無床診療所から病院への患者紹介に関し

ても、日常診療において一層の病診連携と情報共有を図り、できるだけ一極集中を避ける事

が基幹救急病院の慢性的満床緩和に重要と考えられる。
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（６）渋川市・榛東村・吉岡町

　　  渋 川 地 区 医 師 会　　塚　越　秀　男

　渋川地区在宅医療介護連携支援センター（以下、連携支援センター）が設立されるに当たっ

ては、渋川市、吉岡町、榛東村３市町村および県行政担当と渋川地区三師会を中心とした医

療介護リハビリに携わる多職種の長年にわたる連携協力体制がその重要な基盤であった。そも、

渋川地区医師会では16年前から先進的に「在宅ケアネット渋川」を組織し多職種ネットワー

ク作りに取り組んできたことが、連携支援センター設立に機動的に作動したと考える。

　三師会主催による在宅医療介護関係者向け研修会「在宅ケアネット渋川」を平成14年設立

し、「在宅ケアネット渋川」、「渋川摂食嚥下研究会」、「渋川褥瘡ケア研究会」をその下部研究会

とし定期的に講演会を開催している。多面的な情報提供を通じ専門領域のみならず包括的な

資質の向上に努め、平成30年２月現在「在宅ケアネット渋川」47回、「渋川摂食嚥下研究会」

52回、「渋川褥瘡ケア研究会」23回の講演会を開催している。

　医療介護リハビリ関連多職種と住民、市町村・県行政との協働連携体制作りを図り地域包

括ケアシステム構築に向けた諸課題の検討協議の場とし、平成26年「渋川地区在宅医療推進

協議会」を設立した。発起人は渋川地区医師会長、協議会メンバーには医師、歯科医師、薬

剤師、訪問看護師、介護支援専門員、自治会、民生委員児童委員等の多職種に加え、渋川市・

吉岡町・榛東村行政職員と県は渋川保健福祉事務所職員が参加した。協議会の世話人会にお

いて連携支援センターは３市町村共同設置による医師会委託運営事業とすることで事前協議

が行われ、これを受け医師会を連携支援センター委託先とする事例を中心に、地域包括ケア

システム構築先進地区から講師を招聘し、協議会主催の地域包括ケアシステム勉強会・講演

会をこれまでに６回開催、地域包括ケアシステム構築にむけた関係者の研修に取り組んだ。

　また、平成25年、市町村と県行政が先行し「模擬地域ケア会議」を設立し、住民・行政・

医療介護リハビリ関係者の協働作業の場として、多職種が一堂に会し仮想事例につき検討を

行う場を提供した。その後、渋川地区在宅医療推進協議会も共同して平成30年２月現在７回

の会議を開催、グループワーク・ディスカッションにて多職種の顔の見える関係づくり構築

と参加者間の信頼感の醸成に寄与している。

　平成27年度には、市町村・県と渋川医療センター実務者が退院調整ルール策定の協議を重

ねた。退院後自宅帰宅困難患者の対応においては患者・介護者の満足を得るよう配慮し、渋

川医療圏域における病院在宅連携「退院調整ルール」の手引きが県モデル事業として「退院

調整ルールの手引き」として平成28年に纏まり公開された。

　上記の数多くの事業を実施するにおいて、常に三師会を含む多職種と３市町村・県との連

携が図られ相互理解と協力体制が維持されたことが、「渋川地区在宅医療介護連携支援セン
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ター」の円滑な設立と運営に繋がった。平成28年６月に設立となった連携支援センターは在

宅医療介護連携推進事業（ア）～（ク）の８事業全てを受託、当初は渋川市地域包括支援セ

ンター内に設置され、平成29年４月より渋川市ほっとプラザ２階を本拠とし、現在センター

長（渋川地区医師会長）、保健師１名、介護支援専門員１名、事務員１名の計４名体制で運営

している。連携支援センター、３市町村地域包括支援センター、渋川保健福祉事務所行政担

当が連帯して連携支援センターの運営にあたるべく実務者会議を毎月開催している。各職種

連携強化と地域住民への広報を兼ね平成29年７月９日第一回「渋川地区医療・看護・介護連

携フォーラム」を開催した。

　平成17年、自然発生的に渋川地区医師会会員のうち在宅療養支援診療所標榜医院が連携を

開始。相互の負担軽減を図り、地域医療維持と在宅医療推進に寄与すべく平成17年５診療所

で「渋川地区医師会在宅療養支援診療所連絡会議」を発足、平成29年８月現在９診療所が連携、

個別活動８診療所との協働も企図している。渋川地区医師会支援のもと個々の「在宅療養支

援診療所」が相互に連携を組むことで、地域包括ケアシステムの一翼を担い、連携支援センター

の体制強化を支援する。

　以上、平成28年６月連携支援センターが設立され１年を経過したところであるが、人間に

例えれば歩き始めた幼児である。多職種協働の要であり地域包括ケアシステムの司令塔とも

いえる役割を今後十二分に果たしてゆくためにも、渋川地区医師会は全面的に連携支援セン

ターを支えてゆく所存である。当地区内外の医師会会員のみならず多職種関係各位のご支援

を今後ともお願いし、連携支援センターのさらなる発展に期待して頂きたい。
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（７）藤岡市・上野村・神流町

　　  藤 岡 多 野 医 師 会　　杉　山　博　之

　2040年超高齢化社会の到来を控えて、我々を取り巻く医療環境にも、様々な変革や問題が、

日々押し寄せてきている。

　医療は外来医療・入院医療の他に、在宅医療という新しい第３の医療分野さえ出現した。

この変化の激しい時代を乗り越えるために、地域包括ケアシステムの構築が全国的に地域単

位ですすめられている。

　藤岡多野医療圏でも例外ではなく、地域包括ケアシステムの構築は求められている。平成

28年度より始めた当医師会の取り組みについて概説する。

　これまでの経過として、平成28年６月地域包括対策委員会設置を決定。８月第１回地域包

括対策委員会を開催し、在宅医療システムに関する作業部会を設置した。９月第１・２回作

業部会で在宅療養支援診療所等訪問診療実施施設にアンケート実施し、結果看取りに伴う24

時間拘束が最も負担と判明。10月第３・４回作業部会を開催。在宅医療スキームと連携する

内容につき検討。11月第５回作業部会・第２回地域包括対策委員会を開催。12月第６回作

業部会で在宅での看取りについて検討し事前協議同意書案を作成した。平成29年１月第７回

作業部会を開催。市内５病院長との協議会を実施。在宅医療患者急変時の取り決め同意を得る。

２月第８回作業部会で在宅医療拠点設置について検討した。３月第３回地域包括対策委員会

を開催。在宅医療システムと在宅医療拠点について協議と実施要項を決定した。４月例会に

て在宅医療登録医募集、在宅医療拠点専任職員選任の了承を得る。５月在宅医療拠点を設置、

同時に医療介護連携センターを立ち上げて相談業務開始。同時に医療圏内の看護介護資源の

調査開始。７月第１回在宅医療拠点運営委員会を開催。PILOT STUDY(PS)の登録医の募集

と９月からの開始を決定。８月第２回在宅医療拠点運営委員会開催。PS登録医の公表と実施

要項の承認を得た。９月PSの準備を開始。参加登録医をMCSへ登録しICTによるネットワー

クを構築。10月PS実施予定とした。

　国立長寿医療研究センターによると、全国の在宅療養支援診療所の医師へのアンケートで、

最も在宅医療で負担になるのは24時間切れ目のない医療提供であるとの結果が出ている。

当医師会でも、在宅療養支援診療所の医師たちの意見では、24時間の看取りが最も負担にな

るとの意見が大勢を占めた。

　在宅医療は退院時調整、普段の療養、急変時の対応、看取りの４ステージからなっている。

退院調整は県主導ですでに藤岡医療圏は退院調整ルールが策定されており解決済。普段の療

養は、主治医の定期的な訪問診療でこれまでの体制で大丈夫。急変時の対応は、医療圏６病

院と協議し、地域包括ケアベッドの利用により24時間の対応を可能とした。残る看取りの分



30

野で、在宅医療の地域24時間制を構築することとした。

　藤岡医療圏としては、主治医を中心にサポート医が、当番制で24時間看取りについてサポー

トしていく在宅医療構想図としている。

　そのため医師会内に在宅医療拠点を立ち上げた。ここはサポート医の当番の調整や、主治

医の紹介、登録した医師や多職種との勉強会などを主として活動する。拠点内には委託事業

として医療介護連携センターを併設し、介護保険地域支援事業の１項目を藤岡市からの委託

業務として遂行する。

　先ずは在宅医療の看取りから始めることを、当医師会は選択した。もちろん、在宅医療４

ステージ全てについて、初めから24時間切れ目ない体制の構築が理想ではあるが、まずはで

きるところから切れ目のない体制を構築していくことに決めた。今後、住み慣れた環境下で

最期を看取ることが、それほど難しくなく悪くないことを、市民やそれを見送る多職種、医

師等が理解することを期待している。

　これからの課題としては、如何に行政と一体化した意識をもっていけるかにあると切実に

感じている。そこで在宅医療推進協議会を立ち上げ、行政や多職種と統合したシステム構築

を目指したいと考えている。その結果、この在宅医療の体制によって、切れ目のない医療・

看護・介護・福祉等が構築されていけば、これほど素晴らしいことはない。
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（８）富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町

　　  富 岡 市 甘 楽 郡 医 師 会　　武　田　滋　利

　平成27年２月に群馬県医師会において、平成26年度在宅医療委員会が開催され、各医師

会における、「在宅医療」や「地域包括ケア・地域包括ケアシステム」に対する取り組みが発

表された。この会議の後、当医師会で「在宅医療」や「地域包括ケア」に対して現状がどうなっ

ており、今後どうすべきかといった議論が始まった。

　平成27年６月に平成27年度第１回富岡市地域ケア会議が開催され、委員長に当医師会の

大竹会長が選出された。その会議で「地域包括ケアシステムの実現へ」といった図が示され、

「在宅医療連携拠点」というものが地域包括ケアシステムの構成要素にでた。当医師会におい

ては、平成26年度群馬県地域医療介護総合確保基金を活用して、「在宅医療連携のための拠点

形成」という名称ですでに事業を開始し、医師会に在宅医療連携センターを設置する方向で

検討を開始していた。具体的には平成27年３月に在宅医療検討委員会設立のための準備会を

開催し、委員会設立の趣旨や、委員候補、委員会活動内容に関して承認を得た。その後、平

成27年度群馬県地域医療介護総合確保基金を活用し、「在宅医療連携拠点形成」という事業名

で、平成27年４月に第１回の在宅医療検討会議を開催し、在宅医療の核になる連携拠点（富

岡甘楽地域在宅医療連携センター）を医師会員の手で作り上げることを目標として協議を進

めることとした。

　平成27年度、平成28年度にかけて地域医療介護総合確保基金を利用して、委員会で合計

８回の協議を経て、富岡甘楽在宅医療介護連携支援センターを医師会内に設立する案を作成

した。平成28年10月に認知症初期集中支援チームの運営会議にて、富岡医療圏（富岡市・

甘楽町・下仁田町・南牧村）の担当部課長に対して、当医師会長より、地域包括ケアシステ

ムの中の在宅医療介護連携支援センター計画に関して提案がなされた。この提案を受けて、

富岡医療圏の市町村は、平成29年度はモデル事業として開始することに対して補助をし、そ

の実績により平成30年度よりの委託事業として検討するという提案がなされた。これを受け

て、平成29年３月の理事会にて承認を受け、平成29年３月の臨時総会にて会員よりの承認

を得て、平成29年４月１日より、医師会内に富岡甘楽在宅医療介護連携支援センターを開設し、

名称を「かぶら在宅療養ネットワークセンター（かぶらネット）」としモデル事業を開始した。

事業は医師会内に設置し、収入は平成29年度医療介護総合確保基金＋市町村よりの補助金＋

不足分は医師会より拠出を行い、支出は主に人件費（事務員１名）、その他通信機器や備品の

購入費である。事業の内容としては、医療介護総合確保基金の地域医療介護連携拠点事業と

しては、①切れ目のない在宅医療介護連携体制の構築推進、②主治医・副主治医制の構築に

係る調整、③在宅医療推進に係る研修、である。市町村よりの補助事業としては①地域の医療・
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介護サービス資源の把握、②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策、③医療・介護関係

者の情報共有の支援、④地域住民への普及啓発、⑤在宅医療・介護連携に関する関係市町村

の連携（モデル事業推進会議）である。

　このモデル事業開始後も、在宅医療検討会議は２回開催され平成29年８月の第10回の会

議において、「かぶら在宅療養ネットワークセンター（かぶらネット）」運営協議会として、そ

の役割を理事会に引き継ぐことを了承し解散となった。また、このモデル事業以後の事業を

どうするかを協議する「在宅医療介護連携推進事業に係る担当者会議」も開催され、富岡医

療圏（富岡市・下仁田町・甘楽町・南牧村）の市町村の担当者と医師会の協議も進んでいる。

協議されている本事業の概要としては、在宅医療に関わる全ての職種が、無理なく、切れ目

なく、在宅医療を継続できるシステムを構築することを目的とし、富岡市甘楽郡医師会内に

在宅医療介護連携拠点（在宅医療介護連携支援センター）を設置し、医療介護コーディネー

ターと専属事務員を置き運営にあたる。事業内容は、①センターに登録した医師・訪問看護

師・その他の医療職が連携し、在宅医療を切れ目なく行えるように調整する。②地域包括支

援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し介護サービスの利用調整に関与

する。③登録した医療職や関係者と在宅患者情報を共有できるシステム（ICTを利用した多

職種連携システムMCS等)を構築し、情報管理やセキュリティー管理を行う。④在宅医療に

関する講演会・研修会や事例検討など多職種によるカンファレンスを企画・開催する。⑤在

宅医療に関する市町村民からの相談窓口を設置する。⑥センター運営に関する会議を設置する。

人員としてはコーディネーター１～２名、事務業務を行う職員として１名を雇用。コーディ

ネーターには医療系あるいは福祉系国家資格者を考えている。

　委託契約事業には、介護保険の地域支援事業である（ア）～（ク）の８事業項目に対する

医師会への委託も進んできており、平成30年４月より開始される本事業に向けての具体的な

準備もモデル事業の実施と並行して進めている。
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（９）安中市

　　  安 中 市 医 師 会　　武　井　弘　司

　安中市の人口は６万人前後と他市と比較するとコンパクトである分、医師会と行政との絡

みはもともと密で、地域包括ケアシステムの構築に向けての地域支援事業が始まった際も、

行政の主導での地域リーダー会議(イ)や医師会主導の市民公開講座(キ)などの事業での協力

は比較的スムーズに行われていたと思っていた。

　在宅医療介護連携推進事業の一環である「地域の在宅医療と介護の連携を支援する相談窓

口(以下相談窓口)の開設・運営」は平成27年から話はあったが具体的な動きはなく、実際に

は行政と医師会がタッグを組んでの「在宅医療推進会議」が平成28年末から３回ほど行なわ

れ、相談窓口への医師会からの資金の持ち出し無しを条件に医師会への委託運営事業という

形で行うこととなった。その後、「在宅医療推進会議」ではなく、担当する医師会員と市の介

護高齢課職員の数名による会議を細かく行い、相談窓口の立ち上げを目指していたが、市と

医師会の解釈の違いがあり難航した。相談窓口職員は先行する他地域や厚労省のガイドライ

ンを参考にするとハイレベルなものが求められていると思われ、これを満たす職員の相応の

報酬が確保できなければと、市から提示された事業費用に対し首を縦に振ることができなかっ

た。

　それに加え市からの在宅医療介護連携推進事業(ア)～(ク)のすべての事業を医師会側に委

託するという投げかけに対し、医師会内でのコンセンサスが得られず、あくまで相談窓口の

開設運営は(オ)の項目のみを遂行するという考えを返して迷走する状況だった。

　しかし、人員に関しては必ずしも有資格者でなくてはならないということではなく、やる

気が大事ということ、また在宅医療介護連携推進事業(ア)～(ク)に対する解釈・とらえ方を

整理した結果、すくなくとも(ア)～(オ)の項目に関しては在宅医療介護連携拠点(相談窓口)

が円滑に動くことで必然的に達成できていくものであるという結論に達し、平成29年８月に、

相談窓口開設運営にかかわる市からの全面委託を受け入れることとした。

　開設予定を10月１日とし、まずハード面の整備を進め、医師会館から１kmにある市庁舎

２階の１室に設置することとしたが、市からの整備費の範囲に収めるために時間がかかり10

月には全く間に合わないという事態となってしまった。職員採用に関しても人選をこだわり

すぎたため全く進まず、11月に２名の市内在住の看護師とケアマネージャーがようやく決定

した。（しかし平成30年に入り１名が退職。現在は１名での運用となっている。）

　相談窓口職員には、まず医師会員の情報(顔・診療科・施設など)を覚えてもらい、順次介

護施設やケアマネージャー、歯科・薬局などの情報を足も使って収集し、資源マップとして、

実際の相談業務が円滑にいくよう働き始めている。
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新しく開設される在宅医療介護連携拠点の名称は、これも市の広報で一般公募され、「在宅医

療相談室 あんなか」と決まった。

　また毎月行う在宅医療研究会のメンバーから７名を選抜して「相談窓口の準備委員会」を

立ち上げていたが、10月からとにかく始めるという意気込みで、「在宅医療相談室 あんなか 

運営委員会」と名称変更し、引き続き相談窓口の運営を進めていくこととした。そして来年

度には他の職能団体に働きかけて「在宅医療相談室 あんなか 運営協議会」を立ち上げるこ

とを考えている。

　10月19日の在宅医療介護人材育成研修にて、「在宅医療介護連携相談窓口」について内容

説明を行い、12月に入りケアマネの会や圏域ごとの地域ケア会議では「在宅医療相談室 あ

んなか」として紹介した。

　委託元の安中市に対しても、これまで不定期で行ってきた担当者同士の話し合いの場を毎

月日時を決めて開催し、進捗状況や相談件数などの報告を行うことに決定した。

　安中市医師会では久しくなかった新規事業であり、医師会単独ではなく在宅医療介護連携

推進事業という国や県、市からの依頼で行う事業であるため、より市民への寄与は大きくこ

の任の責は重い。医師会自体もこれを順調に機能させることで結果を出さなければ評価が下

がる。いずれにしろ気を引き締めて「在宅医療相談室 あんなか」を運営していく覚悟である。
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（10）中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町

　　　吾 妻 郡 医 師 会　　布　施　正　博

　吾妻郡は６ケ町村（中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町）から成る

地域で、各自治体は対等な立場にあり保健行政もそれぞれ独立している。そのため平成30年

度から施行される地域包括ケアシステムの中核となる在宅医療介護連携推進事業における相

談センターを設置することは困難な状況であると考えられ、郡内に存在する医療機関、医師

数や在宅介護にかかわる設備や人材等の医療介護資源も乏しい環境であることから、吾妻郡

においては各町村を一つの単位として地域実情に応じたシステムを構築することになった。

しかし各町村ともシステム作りに専念できる人材確保が困難なことから保健福祉に係わる担

当課が通常業務と兼任で構築を進めている。現時点においては未だ構築途中であるが、在宅

医療介護連携推進事業の現状での取り組み状況を報告する。

　（ア）医療・介護資源の把握：各町村とも資源を把握して一覧表形式まで作成できている。

マップまで完成して一般に公表しているのは一部のみである。

　（イ）課題の抽出と対応策の検討：医療介護資源は地域格差があり、複数の資源を有する

町村は情報交換会を開催して対応できているが、資源に乏しい地域は苦慮している。

　（ウ）切れ目のない提供体制の構築推進：平成29年６月30日のケアマネ会議、７月６日

の病院会議において対応が検討され、利根沼田版をベースとして吾妻郡に適した退院調整ルー

ルにすることが決定した。現在病院・ケアマネ会議の中で策定中である。

　（エ）情報共有の支援：群馬県医師会が進めてきたメディカルケアステーション（MCS）

を活用している。平成26年７月および平成27年10月に郡内医療介護施設、行政に対して研

修会を開催した。活用率は低いが、時間を問わずオンタイムで情報共有が可能なため、安全

管理に留意して推進する予定である。

　（オ）連携に関する相談支援：中核となる相談センター設置は困難なため、各町村の地域

包括支援センターが窓口となって対応しているが、医師との連携が難しい状況にある。

　（カ）関係者の研修：吾妻６ケ町村合同で医療介護関係者向けの研修会を定期的に行い、

意識の向上とともに多職種連携を図っている。

　（キ）地域住民への普及活動：行政の広報を活用するとともに地域住民向けの講演会を開

催している。またリビングウィルの問題も重要であり、NPO法人あがつま医療アカデミーが

主体となって普及活動に取り組んでいる。

　（ク）関係町村の連携：吾妻保健福祉事務所を中心に開催される介護保険事務研究会にお

いて、各種業務に関する情報交換を行うことにより地域間格差が広がらないよう取り組んで

いる。
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　その他の地域支援事業の状況として、認知症施策推進事業のひとつである認知症初期集中

支援チームは全町村が一括して吾妻脳神経外科循環器科認知症疾患医療センターに委託した。

地域ケア会議推進事業については、既に必要症例に対して会議が行われており、地域ごとに

多職種協働による個別検討がなされている。生活支援の充実・強化に関してはマンパワーや

人材不足から生活支援コーディネーター、協議体の設置等が遅々として進んでいない。この

分野は地域住民の関わりが必要となるため行政のリーダーシップに期待したい。

　今回、群馬県医師会理事　長坂資夫先生の計らいで地域包括ケアシステムに関わる関係者

会議が開催され、いくつかの課題が見えてきた。まず町村側が対応に苦慮している大きな問

題は医療者との連携であり、協議を行う時間を取れないことである。この点が事業項目（イ）

課題抽出と対応策、（オ）連携に関する相談支援に該当すると考えられる。地域実情を考慮し

て各町村の医師会理事が窓口となって相談に応じ、理事会で協議してフィードバックするこ

とを検討する。更に（ク）関係町村の連携で定期的に行われている事務研究会に医師会が参

加して相談事項・対応を全町村と共有することにより、地域格差の解消や良好な連携に繋が

ると考える。（エ）情報共有についてはMCSの活用率が低いため更に活用できるよう推進を

図る。今後在宅医療が増える場合には看取りに対する対応も必要であり、エンディングに関

する講演会を平成30年１月６日に予定している

　限られた資源で今後の在宅医療を支えていくのは簡単なことではない。現時点ではシステ

ムも未完成だが、保健福祉事務所、行政、医療介護関連職がお互い知恵を出して、よりよい

連携環境の構築を目指していきたい。
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（11）沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町

　　　沼 田 利 根 医 師 会　　石　田　智　之

　当医師会は、県北部の１市１町３村(沼田市、みなかみ町、片品村、川場村、昭和村)を一

つの医療圏（以後沼田医療圏と呼ぶ）として、この地域の医療の一端を担ってきた。この地

区は県面積の１/４を占めており、人口が減少して高齢化が進み、独居老人の増加や老老介護

がすでに問題となっている。平成26年に医療介護総合確保推進法が制定され、改正された介

護保険法による地域包括ケアシステムの構築が喫緊の課題と言われるなか、このシステムの

要である「入院医療から在宅医療」へのシフトにどう対応すべきか、未だ明確なビジョンは

示せないが、まずは今までの現状を報告する。

　平成28年１月、沼田市と在宅医療・介護連携推進事業準備委員会を立ち上げ、７月に沼田

市在宅医療・介護連携推進事業検討委員会が発足した。委員は医師会、歯科医師会、薬剤師会、

看護協会、訪問看護事業所、リハビリ職、病院の医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャー、

介護保険関係事業者、栄養士、歯科衛生士会、利根沼田保健福祉事務所、社会福祉協議会、

沼田市より推薦された。この委員会で以下のような現状把握がされた。

　施設については、①病院は急性期から慢性期までほぼ地域完結型であり、一般病床は充足

しているが、回復期以降の病床は不足している。②複数の病院は、関連施設として診療所や

介護施設を持ち、訪問診療・介護、施設通所・入所等のサービスを提供している。③一般診

療所では一部往診が行われているが、訪問診療はほとんど行われていない。④開業医の高齢

化が進み、新たに訪問診療への参入も現時点では期待できない。

　医療と介護のネットワークには、①「ほほえみノート」という介護と医療を結ぶ連絡帳が

活用され、②多職種との顔の見えるつながりはあるが、組織としての連携がなく、③ICTの

利活用が進んでいない。

　医療職、介護職共に慢性的な人材不足である。集落が山間に広範囲に散在するため訪問の

移動距離は長い。冬季の積雪で交通の便が極端に悪くなり、社会的入院や入所がある。その

為か、患者・家族とも病院への依存度が高く、特に看取りに関しては病院でと望む家族が多い。

上記を理由に、早急な在宅医療の拡充は難しいと考えた。

　平成29年５月より群馬県医師会総合政策研究機構の政策実行委員会に参加し、他医師会の

現状を見聞し、県医師会の長坂理事のご助言も頂き、まずは平成30年４月に「医療と介護の

相談窓口」の設置を目標に、平成29年７月から相談窓口設置に関する協議を沼田市と開始し

た。

　人材育成事業は、利根沼田保健福祉事務所主導の在宅医療介護人材育成事業に医師会理事

が地域リーダーとして参加し、多職種との関係構築を図っている。
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また、平成28年度に医療介護連携調整実証事業として利根沼田圏域退院調整ルールの手引き

を作成し、平成29年４月より運用を開始している。

　他、県認知症疾患医療センターに指定されている内田病院を認知症初期支援チームとして、

平成28年度は沼田市に、平成29年４月には、みなかみ町、川場村、昭和村、片品村にそれ

ぞれ推薦し、委託契約が締結されている。

　沼田医療圏における在宅医療・介護連携推進事業に係る関係者会議は、平成30年１月、県

医師会、群馬県地域包括ケア推進室、利根沼田保健福祉事務所の方々のご尽力で、利根沼田

管内市町村の在宅医療・介護連携推進事業担当者と当医師会とで率直な意見交換を行う事が

出来た。自治体は医師会への相談に躊躇している事、住民の窓口になっている包括支援セン

ターが相談できるところに窮している事など貴重な意見が伺えた。医師会で設置する 「医療

と介護の相談窓口」に期待する意見も出て、今後も話合いの継続を行う。

　今後の課題としては、医療と介護の相談窓口を平成30年４月に開所し、まずは相談窓口設

置の周知、沼田医療圏内の施設の把握そして多職種連携のための講演会等を企画する。今後

はこの地域での在宅医療・介護の需要がどの程度あるのかを各自治体と協力して把握に努め

たい。

　また、みなかみ町、川場村、昭和村、片品村と今後も協議を継続し、「医療と介護の相談窓口」

の有用性を認識して頂き沼田市と同様に委託契約を締結したいと考えている。

　訪問診療・介護を必要とする人は確実にいるが、全ての人がそれを望むわけではない。冬

季の積雪が多いときは社会的入院や入所を望み、終末期でも病院で十分な医療を受けさせた

いと思う家族もいる。訪問介護の援助があっても自宅での介護を続けるのが難しい家族もいる。

これら様々な要求に十分対応できるシステムの構築を目指し、今後も試行錯誤を続けていき

たい。
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（12）館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町

　　　館 林 市 邑 楽 郡 医 師 会　　竹　越　　　亨

　本年４月より、１市５町（館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町）から委

託を受け、医療と介護の連携拠点となる「在宅医療介護連携相談センターたておう」（以下：

相談センターたておう）を当医師会内に開設したので、その現状を報告する。

　地域包括ケアシステム構築に向けての本格的な取り組みは、2013年４月の「館林邑楽在

宅医療・介護ネット」（通称：たておう在介ネット）設立により始まった。活動は、① 顔の見

える関係づくり、②相互理解を深める研修会の開催、③人材の発掘・育成、④地域住民への

啓発、を重点項目とし、更に2016年度からは、連携拠点設立に向けての検討も活動目標に

掲げ、研修会24回を開催。また、内部組織として「館林・邑楽おくちのリハビリ研究会」も

設立され、研修会６回を開催した。事業は、地域医療再生基金を活用して行った。

　「相談センターたておう」設立にあたっては、2016年６月より「館林邑楽地域包括ケアシ

ステム推進連絡会議」が５回開催され、医師会、６自治体、保健福祉事務所の三者間で協議

を重ねた結果、医師会への事業委託が決定。「たておう在介ネット」の活動実績を基に委託料

の予算編成が行われた。本年２月より準備室を開設し、現在に至っている。

　初年度は、専任の相談員（在宅医療コーディネーター）１名を配置し、事務職は現医師会

事務員が兼務する体制。委託契約は「在宅医療介護連携推進事業」（ア）～（ク）全項目で、「た

ておう在介ネット」のノウハウを活用し事業を展開中。取り組みの３本の柱は、（１）専門職

の相談窓口、（２）多職種連携の推進、（３）地域住民の啓発、と考えている。以下に現状と当

面の課題を項目別に列記する。

　（ア）地域の資源の把握：医療機関、介護事業所等の情報の集約化、公開のニーズは高い。

資源の把握を地道に行い、将来的には独自の資源マップの作成を目指す。「相談センターたて

おう」のホームページ（http：//tatebayashioura.gunma.med.or.jp/tateou/index.html）

にて、暫定的に「ぐんぐんサーチ」の施設検索機能を利用する。

　（イ）課題の抽出と対応策の検討：「館林邑楽地域在宅医療・介護連携推進協議会（仮称）」

を近日中に設置。本協議会は、多職種各団体、地域包括支援センター、自治体の代表者より

構成され、「相談センターたておう」の運営方針を検討する役割も担う。

　（ウ）切れ目のない提供体制の構築推進：在宅医療に携わる医師の高年齢化、先細りが懸

念される中、医療機関の機能分担を検討、負担の軽減化を目指す。８病院会議を開催し、後

方支援病院受け入れのシステム化に取り組む。介護施設の嘱託医・配置医の会も定期開催し、

情報交換に努める。

　（エ）関係者の情報共有の支援：４月より運用されている「退院調整ルール」普及に向け
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て保健福祉事務所と連携し調整を行う。個人情報の安全管理に留意の上、「メディカルケアス

テーション」の利用者の増加を推進する。

　（オ）連携に関する相談支援：「相談センターたておう」のメインとなる業務。本年度は、

個別訪問を積極的に行い、周知に努める。相談件数は、４月０件、５月５件、６月16件と、徐々

に増加傾向。「認知症初期集中支援チーム」との情報共有、活動のサポートも行う。

　（カ）関係者の研修：「たておう在介ネット」研修会を、次回より「在宅医療介護連携相談

センターたておう」研修会に移行し、年３～４回の開催を維持していく。また、部会「おく

ちのリハビリ研究会」も継続していく。各職種が開催している講演会、研修会などの情報を

集約し、必要により統合も進める。

　（キ）地域住民への普及啓発：市民公開講座、ミニ講演会などを定期的に開催。リーフレッ

ト配布、ホームページ、ケーブルTVを利用し、啓発活動を行う。また、アドバンス・ケア・

プランニング」の普及に関して、中核病院である館林厚生病院と協議を重ねる。

　（ク）関係市町村の連携：１市５町の連携は、すでに形成されている。他県を含めた近隣

自治体との連携についても検討していく。

　「在宅医療介護連携相談センターたておう」の開設により、地域包括ケアシステム構築に向

けた長期的な取り組みは、医師会の重要な課題の一つとなった。当地区、当医師会の特性で

ある、医療資源に乏しい、複数県（栃木・茨城・埼玉）の流出入が日常的、医師会運営の訪

問看護ステーションが存在する、といった背景にも留意し、事業の拡大を図っていきたい。

また、「たておう在介ネット」の活動目標を継承し、多職種、自治体と緊密な意見交換を行って、

PDC(S)Aサイクルを根気よく回し続けることで、運営の安定化を目指したい。今後も「地域

のお年寄りの幸せのために！」、この基本理念を多職種共通の合言葉にして、日常的な悩みや

不安を気軽に相談できる、アットホームなセンターに育て上げていきたいと考えている。
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検討事項（全17回）５

■　第１回　：平成28年８月16日（火）
　2025年問題を解決するための手段として国が提唱する「地域包括ケアシステムの構築」に

向けて、短絡的に始まった「病院から地域へ」や「在宅医療（看取り）の推進」が、群馬の

現状ではどの様な意味を持つのかという疑問を解決するところから検証し、群馬県における

地域包括ケアシステムの構築を目指すこととなった。第１回は下記を検討した。

１．地域医療構想（ビジョン）で国が考えていることは？群馬の現状について

２．慢性期病床を削減し在宅医療を推進する事の是非は？次年度診療報酬改定の方向性は？

３．医療介護連携と多職種協働の道筋は？ケアマネとの位置関係 

４．ICT活用の場面やレベルは？何が変われるか？個人情報保護法との鬩ぎ合い

５．地域医療を守るという視点で本当に必要なシステムは何か？

■　第２回　：平成28年９月14日（水）
　地域包括ケアは本来であれば医師会、開業医の医師が行うべき姿である。医師会がイニシ

アチブを持ち、医師がかかりつけ医の患者を最後まで診ることの環境作りを行い、患者が安

心して人生を全うできるような仕組みを完遂することが目的である。「施設入居に際しても、

かかりつけ医の継続性を確保する。」「病診連携による在宅医療のバックアップ体制を整備す

る。」「医師会のイニシアチブで患者主役の医療提供体制を担保する。」を根底に置き、第２回

は下記を検討した。

１．特養･老健を除く施設入所の際、かかりつけ医の継続性を担保するための工夫について

２．各地域の施設の把握及びその配置医や協力医療機関の把握

３．各地域の小児在宅医療の実態の把握（コーディネーターの存在を含む）

■　第３回　：平成28年10月13日（木）
　先ずは医師会と行政が繋がりを持ち、医師会内に医療介護連携拠点窓口を設置することで

地域包括ケアシステムは大きく推進できるが、その為の窓口業務を行う人材確保が困難である。

設置後の事業展開プランを取りまとめ、各地に発信できる仕組みも必要である。また、訪問

看護ステーションが各地で不足している現状や、施設情報の把握ができていない現状がある。

第３回は下記の検討を行った。

１．医療・介護の連携拠点ではどの様な事業を行っているか？

２．訪問看護ステーションを拡充する仕掛けの研究

３．施設側からの情報と実質的な差がある施設情報の把握について
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■　第４回　：平成28年11月14日（月）
　医師会と行政が一体となって各地域の医療介護連携拠点事業を基盤とし推進する事業の一

つに医療資源の把握がある。施設に送るアンケート項目について検討を行った。まだ拠点が

ない各地域にも手助けを県医師会として行う。第４回は下記の検討を行った。

１．連携拠点事業におけるアンケートの項目の統一について

２．平成29年度の群医総研の活動について

■　第５回　：平成29年１月16日（月）
　地域包括ケアシステムにおいて重要なのは行政と地区医師会が連携をとりながら拠点事業

を行うことである。その支援を行うため、政策実行委員会で課題を抽出し、具体的な手法を

見いだす。県内でも医療資源が乏しく在宅医療が最も困難な地区の一つである吾妻地域に焦

点をあて、第５回は下記の検討を行った。

１．県医師会に力をいれてほしい事業は何か

２．事業に人員を配置するときの金額・雇用体型・人材の選定方法

３．吾妻郡の問題について

■　第６回　：平成29年２月16日（木）
　アプローチの角度を変え、行政の事務だけでなく議員への理解を深める方法を検討する。

また、ドクターバンクの問題や地域福祉計画における連携拠点の位置づけと機能統合の確認

を行った。参考例として群馬県医師会が持つ在宅医療資源マップを紹介した。他、在宅医療

のボリュームはどの位必要かを国が示した基準を再度各委員が各々の地域で検討を行った。

第６回は下記の検討を行った。

１． 各地域の市議会議員に地域包括ケアシステムの構築に対して、市民住民にとってどのよ

うな意味を持つか理解していただいているかどうか。

２．医療介護資源マップについて

３．連携相談事業のＱ＆Ａを纏め共有する仕組み

４．ドクターバンクの窓口をつくることの検討

５．県医師会主導で担当医師を含めた「連携拠点の情報交換会」の開催

６．県議会議員に情報を伝達できる仕組み

■　第７回　：平成29年３月13日（月）
　既に医療・介護支援センターを設置している郡市医師会の取り組み方法について情報提供

を行い、これから始める郡市の参考とした。第７回は下記の検討を行った。

１．在宅医療・介護連携支援センターの取組みに関する意志決定のプロセスや組織図について

２．リビングウィルに対する県医師会の考えについて
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■　第８回　：平成29年４月13日（木）
　前回までは、群馬県内でも先進的な地域が集まり検討を重ねていたが、今回からはほぼ全

ての郡市が集まった。方向性を同じくしつつそれぞれの特徴を出しながら、お互いの良い点

や問題点を共有し、それぞれの地域で展開していくことで、この委員会を価値ある検討の場

とする。リビングウィルについては吾妻の取り組みを見本とし取り上げた。在宅医療を行う

医師の負担軽減には訪問看護師との連携が重要であることを踏まえ、第８回は下記の検討を

行った。

１．リビングウィルについて、群馬県内の情報収集

２．在宅医療を行う医師の負担を減らすシステムの情報収集

３．群医総研政策実行委員会の今後の日程等について

■　第９回　：平成29年５月15日（月）
　群馬県内で先進的な地域である「前橋」「桐生」の事例を参考に、各郡市の現状を報告し、

情報の共有を行った。また、県内での症例数は少ないが、小児在宅についての現状と課題を

検討した。第９回は下記の検討を行った。

１．地域包括ケアに関する今までの経緯や状況について

２．高崎の「我が事・丸ごとの地域づくり」に係る取り組みについて

３．小児在宅を行う医師の数と患者数について

■　第10回　：平成29年６月12日（月）
　病院では当然のように提供を受けられるサービスを、在宅（居宅）という環境で提供を受

けるには、さまざまな職種と多くの人材が関わる必要がある。更に、急変時の対応から看取

りまでのシステムを在宅で構築するのは難しい。解決するには最低限でも、医師の訪問診療、

多職種による連携・協働、定期・随時の訪問看護・介護が必須となる。各種サービスを患者

側の生活環境に近い場所で、最も適切なサービス提供事業所から受けられる仕組みが求めら

れることから、多職種にわたる様々なサービス提供者を、 本人・家族やかかりつけ医の求め

に応じて情報提供できる窓口が必須であることを結論とした。各地域の医療介護連携事業（窓

口）の報告を行い、状況や課題、施策の方向性を確認した。また、訪問看護ステーションへ

の実態調査アンケート結果を参考に、第10回は下記の検討を行った。

１．医療介護連携拠点事業の設立までの経緯

２．医療介護連携拠点事業への相談件数（連携拠点が設立している郡市）

３．群馬県訪問看護ステーション連絡協議会へのアンケート

４．平成29年度在宅医療推進セミナーの開催について
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■　第11回　：平成29年７月12日（水）
　すでに医療介護連携拠点事業の相談窓口が設置されている地域によせられる相談内容につ

いて整備し情報共有を行った。第11回は下記の検討を行った。

１．医療介護連携拠点事業への相談内容について

２． 群馬県訪問看護ステーション連絡協議会へのアンケート結果に関する疑義や追加したい

質問について

■　第12回　：平成29年８月10日（木）
　2025年には、現在、訪問診療を利用している患者が高齢化することで約100万人、今後進

む病床機能の分化で追加的に生まれる需用として約30万人（介護施設対応なども含む）の計

130万人程度、在宅医療の需用が増えることが想定される。「在宅医療等」の新サービスで追

加的に対応する約30万人の受け皿について予測を行う場合、介護施設と在宅医療への按分の

考え方が３パターン（①患者調査の活用、②国保データベースの活用、③病床機能報告の活用）

上げられる。基本的には③病床機能報告の活用を主として話合いが進むことが多いが、どれ

も一長一短である。これを踏まえ、第11回は下記の検討を行った。

１．在宅医療の本当の需用（必要量）をどのような視点でチェックしていくか

２．現在使用している相談用紙について

３．相談センターが困っている時にどこに相談しているか

４．地区別にどの機能をもった訪問看護ステーションがあるか

■　第13回　：平成29年９月11日（月）
　前回会議に高崎が提出した要介護度や高齢者の人数を積算根拠とした在宅医療の需要量

（必要量）を、各地で再調査を行い、その結果をもとに、第13回は下記の検討を行った。

１．在宅医療の施設にかかわる再調査（患者の出身地も含め）

２．他の職能団体を医師会のテリトリーによって、まとまりを作れるような仕組みの検討

　　また、仕組みをつくるにあたっての問題点（メリット・デメリット等含む）の抽出

３． 入退院時における病院と地域の連携について「ときどき入院ほぼ在宅」をテーマに、各

郡市の取り組みや具体的な工夫

■　第14回　：平成29年10月16日（月）
　群馬県医師会の新たな取り組みとして、介護系施設の「質の向上」をはかることを目的とし、

利用者やスタッフが主観的幸福感を得られる仕組みや、多職種が一堂に会して相互理解を深

め何かしらの目標に向かう場となるような協議会の立ち上げを提案した。また、相談窓口の

未設置地域の報告を受け、第14回は以下を検討した。
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１．在宅医療の施設にかかわる再調査の纏め

２．相談センター未設置地域の進捗状況について（安中、吾妻、沼田、太田）

３．webアンケートシステムについて

４．「多職種連携協議会（オール群馬）」の設置について

■　第15回　：平成29年11月８日（水）
　群医総研として、医療と介護の連携拠点の窓口が各地域にほぼできあがりつつあることから、

行政との話合いの場が少なくとも持たれ、一つの目標が達成しつつある。この機会を利用し、

本当の意味での多職種連携に少しでも繋げるために県医師会で音頭をとり、協議会を立ち上

げる。その支部として、各医師会毎の多職種連携の会に繋げたい。話合いの会で終わるので

はなく、具体的なものができるようなツール（仕組み）を提供する。第15回は以下を検討した。

１.（平成30年度）行政に対して要求している予算額

２．拠点事業におけるその後の進捗状況

３．多職種連携に関する現状

４．webアンケートで問いたい内容等

■　第16回　：平成29年12月11日（月）
　群馬県医師会が立ち上げる多職種連携推進協議会において、どのような活動をすることを

期待するかを検討した。協議会では相互理解を深め、課題解決の場としたい。各地域の連携

拠点窓口について引き続き検討を行い、在宅医療におけるがん患者や認知症患者についても

議論した。第16回は以下を検討した。

１．前回までの群医総研について

２．在宅医療（がん・認知症・透析）について

３．ケアの質について

■　第17回　：平成30年２月16日（金）
　群馬県の医療介護需用予測をふまえ、今後の対策を検討した。また、本事業の纏めを行った。

１．群馬県医師会が立ち上げる「多職種連携協議会」においてのご意見

　　（取り組んでほしい事業案や参加してほしい団体、等）

２．３月の群医総研報告会で配布予定の報告書について

３．群医総研政策実行委員会における纏め
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参考資料集６

　主な資料はぐんぐんサーチホームページ上に掲載致します。

群馬県医師会ホームページからぐんぐんサーチへアクセス

■群馬県医師会ホームページURL：http://www.gunma.med.or.jp/
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Ⅳ．あとがき

■　川　島　　　崇　　群馬県医師会副会長
　日本における急速な高齢化の進行とともに、地域包括ケアシステムの構築が必要となり、

平成27年度より本格的な準備が始まりました。ただ、新しいシステムであるため、どのよう

なものを構築したら良いのか誰もわからず、各地域で手探りの中での準備となりました。そ

のような中で、群馬県医師会総合政策研究機構（群医総研）の今回の諮問は、タイムリーな

ものでした。群馬県で、すべての医師会が、情報共有をしながら、各地域にあったシステム

の構築に向けて進むことができたことは、たいへんに重要なことであったと思います。平成

30年度から実施されるわけですが、群医総研政策実行委員会での議論を生かし、各地域で、

構築しているシステムを、今後とも、より良いものに育てていただけるものと確信しています。

群馬県医師会としましても、各地区医師会と協力して地域包括ケアシステムに関わっていけ

ればと考えています。

■　今　泉　友　一　　群馬県医師会理事
　医療的ケア児とは、医療の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工

呼吸器や胃ろう等を使用し、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障がい

児のことです。平成28年度の群馬県での医療的ケアが必要な児童（小学校～中学校）は147名、

人工呼吸器が必要な児童は23名でした。

　小児在宅医療の特徴として、①対象者が少なく広域に分布している。②成長に従って病態

が変化する。③医療依存度が高い（気管切開や人工呼吸器など）。④高度医療機関からの直接

退院が多い。⑤病院主治医を持っている。⑥在宅医、訪問看護師、訪問リハビリのいずれの

職種も重症小児には慣れていない。⑦成長・発達・療育・教育の視点が必要である。⑧特別

支援教育や行政との関わりが重要である。⑨子どもを預けられるレスパイト施設が不足して

いる。⑩ケアマネジャーがいない。⑪家族の介護負担が大きい（特に母親に集中）。などが上

げられます。

　小児の地域包括ケアシステムを実現するためには、医療者と相談支援専門員が中心になって、

医療・保健・福祉・教育関係者が顔の見える関係を構築し連携することが必要になります。

■　有　坂　　　拓　　群馬県医師会理事
　群馬県医師会総合政策研究機構（群医総研）第６次諮問事項「群馬県における地域包括ケ

アシステムの構築について」が２ヶ年に渡り検討されて来ました。政策実行委員会開催当初、

県内の地域間での取り組み姿勢や進捗状況には大きな開きがありました。地域間で異なる高

齢化率や地域政策、限られた人的資源や財政力等々原因は多岐にわたるものでした。この群
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医総研で各地域の担当の先生方のご意見や方針をお聞きして私自身が感じたことは、今後、

諸問題と向き合いながら各地域独自の形態で地域包括ケアシステムが根付き、発展する為に

は地域再生･創造が不可欠であるという事です。即ち、具体的な地域将来像を描き、現実と

真摯に対峙し問題解決して行くことが唯一のサクセスロードであると。

　群馬県内の各市町村で地域包括ケアシステムの中核を成す地域包括支援センター設置がな

され、システム構築の第一歩を踏み出しました。2025年以降を見据えて、各地域でどの様

な将来像を描いて行くか興味深く見ていきたいと思います。

■　古　作　　　望　　群馬県医師会理事
　介護保険法ができて約20年、この制度が発足したとき既に2025年に団塊の世代が後期高

齢者となることは予測されてきました。これが差し迫ったために何とか対応しなくてはと考

えだされたのが地域包括ケアシステムです。群馬県内で3,000床の入院ベットを減らし、そ

の分を地域・在宅医療でカバーしようという考えです。

　群馬県の行政も多種多様の対策を行っています。市町村は財政規模の大小もあり、温度差

があります。新しい制度変化は社会の変化に伴って起こることで、軋轢もあります。群馬県

医師会は新しい制度に県の行政、市町村の行政と手を組んで上手に導入し、難局を切り抜け

ていきたいと考えています。

■　吉　川　守　也　　群馬県医師会理事
　25年前、高崎に帰ってきて南銀座商店街にある吉川医院を継承しました。その頃はまだ子

どもが多くいて寝たきりのじいちゃんの周りでファミコンをしている。ばあちゃんはとても

元気でじいちゃんのお世話を愚痴言いながら良く看ている。若夫婦は会社勤めで昼間は自宅

にいない。そんなお宅が多くありました。週一回くらいで往診をして様子を診ていましたが、

じいちゃんは段々食べられなくなって眠るように旅立ちます。当方に連絡があって死亡確認

または臨終に立ち会いをする。これが当たり前の自宅での看取りでした。この当時は３世代

同居の家族が多く、人手もそれなりに有り、自宅での面倒、看取りが可能であったと思って

います。

　25年後の商店街は独居の未亡人が非常に増えています。皆、高齢ですが元気で自立生活を

しています。あと何年独居、自立できるのだろう？動けなくなったときに、家族は南銀座の

お家で面倒を看てくれるのか？おそらく否でしょう。どこか施設には入れないか？この相談

が多くなってきています。自宅で最後まで生活して、段々衰えていって自宅で最期を迎える。

これを多職種で連携して出来るようにせねばならぬと考えている今日この頃です。
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■　清　宮　和　之　　群馬県医師会理事
　群医総研に参加させていただき２年近くが過ぎようとしています。今回、纏めの文章を書

くように指示されましたので微力ながら意見を述べさせていただきます。先ずは、名称に対

する印象ですがシンクタンクを彷彿させるイメージですが古くは日医総研や野村総合研究所、

大和総研など有数の日本を代表するシンクタンクが存在します。各々の役割が有り経済や株

式の指標による経営に対するレポートなどを発信しています。さて、群医総研では群馬県に

おける地域の包括診療に向けて各郡市医師会の先生方の意見を集約し人口減少や病院のベッ

ト不足、診療時間の先生方の意見を集約し人口減少や病院のベット不足、診療時間の連携な

どをテーマに話し合われてきました。視点を考えると常に医師会からの目線で会話がなされ

ていたと思われます。勿論、これは重要なことなのですが使用する側、すなわち患者視点や、

更に重要な経済的なこと、すなわち使用者側の金銭的負担の視点が欠如していたのではない

かと思われます。今後はメンバーに県庁の官僚等の人材を取り入れ統計的推量や経済的指標

を取り入れることが望まれると思われます。

■　服　部　徳　昭　　群馬県医師会理事
　地域包括ケアを推進していくうえで各郡市医師会にとって相談室の立ち上げが喫緊の問題

でした。その進捗具合は各郡市医師会でそれぞれではありましたが、11郡市医師会で相談業

務が始まったことは喜ばしいことでした。

　月岡先生、長坂先生のリーダーシップには目を見張るものがありました。また、委員の先

生方の真剣な取り組みと意見交換から地域をリードしていくという強い意気込みが伝わって

まいりました。郡市医師会と市町村行政との調整に県地域包括ケア推進室（中島室長）が関

わることができたことも大きな力になりました。また、事務局による適切な資料作成によっ

てこの会が進行できたことは言うまでもありません。群馬県医師会総合政策研究機構政策実

行委員会の実力を遺憾なく発揮した二年間だったと思います。オンライン診療も始まります。

MEDPostとHPKIを用いた医療情報システムの実証実験が群馬県で始まります。今後は地域

包括ケアシステムの深化に向けて群馬県医師会総合政策研究機構政策実行委員会が医療･介

護にとどまらず、広くその機能を遺憾なく発揮していけるよう参画して参りたいと考えてお

ります。

■　家　崎　桂　吾　　前橋市医師会理事
　長く病院勤務医をしていた後の開業、在宅医療など全く分からない状態で在宅医療介護連

携推進事業の担当になった。右も左も分からない。担当になって初めての仕事が新設した相

談窓口に雇用した職員の愚痴を聞く事だった。人選の難しさを痛感する。そんな時、群医総

研が群馬県の地域包括ケア構築をテーマに取り上げるとの事、各医師会より委員が招集された。
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その領域の大ベテランの大澤先生もいた。戸惑いながらも参加させて頂いたが、毎回月岡委

員長の挨拶の後、長坂先生の名座長で、会議はとても理論的に進められた。また毎回宿題が

出され悩ませられたが、問題点が次々と示され、情報交換をする事で多くを学ばせて頂いた。

先生の思考過程に敬意を表したい。結果殆どの地域で相談窓口が開設できるようになり、い

いペースメーカー的な研究会であったと思う。また先生には前橋で「医師のための介護保険

制度」について講演をして頂き、この場であらためてお礼を申し上げたい。その講演会で、

他の講演をされた浦和の中根先生は、他職種と連携するコツは「しばしば相手の言う通りに

する事がコツ」だと言っていた。今後実践したいと思う。

■　相　原　利　一　　高崎市医師会理事
　今回、「群馬県における地域包括ケアシステムの構築について」に参加し、いろいろと勉強

をさせていただいたことを大変感謝しております。現在、各地域で地域包括ケアシステムの

構築に向けて多くの方々が活躍されています。各郡市医師会の活動をお聞きして、いかに自

分たちの地域に合ったものを造り上げていったら良いのか、考えさせられる日々です。

　群馬県医師会主導で一つのテーマについて、各郡市医師会が参加し検討する群医総研はと

ても重要な場であると思います。情報伝達が中心の各委員会と違って、県内の各郡市の先生

方がそれぞれの立場で、その地域の現状と活動を報告していただくことを通して、自分たち

の地域に足りないもの、今後必要と思われるものを再認識できましたことは、大変有意義な

機会であったと思います。ここで検討した内容を自分たちの医師会に戻り、会員の皆様にど

のように情報を発信し伝えることができるかが今後の課題と考えています。

　最後に、このような機会を与えていただきました月岡委員長、長坂副委員長をはじめ、県

医師会理事の先生方および事務局の方々には短い時間でしたが大変お世話になりました。改

めて御礼申し上げます。

■　菊　地　一　真　　桐生市医師会副会長
　群医総研「群馬県での地域包括ケアシステムの構築」に参加させていただき、自分自身が

大変勉強になった。毎回の長坂先生からの宿題は大変ではあったが、それが勉強であり自身

のためになり、着実に県内に在宅医療介護連携拠点が形成され、桐生市医師会の同拠点事業

の展開に於いても多くのヒントをいただき、進歩発展に繋がった。

　郡市医師会は地域住民や郡市会員のために機能するもので、私達役員の仕事は如何に早く

県から新鮮で良質な情報を入手し、早期に、即ち梯子が外されるずっと前に検討に入り地域

に還元することである。それが獲得できる絶好の場であり、また他郡市からの情報も迷いの

解決に繋がり毎回が楽しみでもあった。

　次回テーマは「多職種連携」とのこと。この連携を通じて、例えば地域包括ケアシステム
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と逆行する都会から流入者を扱う介護施設が、地域還元できる仕組み等こちら側に引き込む

議論ができればと思う。「地方の切り捨てとなる地域包括ケアシステム」とならぬ様に。

　毎回運営される県役員の先生方のご苦労は私の宿題のストレスとは比べものにならないと

思われ、その熱意･能力に感謝敬服します。

■　大　澤　　　誠　　伊勢崎佐波医師会副会長
　昭和49年５月、私の父方祖父は、私が二浪して大学に入るのを見届けたかのように、79

歳でこの世を去った。母方祖父こそ60代と早かったが、祖母はふたりとも、80代半ばで逝っ

た。そして父は90歳、母は93歳で、いずれも要介護状態ではあるが、自宅で過ごしている。

　こうしてみると私も長生きしそうだが、それを手放しで喜べない。自分が業として身をお

いている日本の社会保障制度の将来に信用がない。はたして、長命を超えて長寿となるかど

うかはなはだ心配だ。国もそうなのだろう。だから地域包括ケアシステム、地域共生社会といっ

た仕掛けを作って住民を支え手として持ち上げようとしている。そして、在宅医療・介護連

携も強く求められている。

　平成28年８月から当委員会に身をおいたことは、県内における他の地域の在宅医療介護連

携推進事業の進捗状況を知ることが出来、良い刺激になった。また、伊勢崎佐波圏域の在宅

医療･介護の実態把握の良い機会ともなり、平成29年10月から『在宅医療介護連携支援セン

ターいせさき・たまむら』もスタートを切ることが出来た。

　約１年半の長きにわたってお世話になった、月岡委員長を始め委員の先生方、事務局の方々

に感謝したい。

■　堀　越　健太郎　　太田市医師会副会長
　平成29年度から群医総研実行委員会に参加させていただきました。群医総研の県医師会理

事の方々の見識あるご指導をいただいたこと、また各郡市医師会からご参加の委員の方々と

大変有意義な意見交換ができたことに大変感謝いたします。

　太田市では医療介護連携相談窓口については、市からの委託で平成30年４月より太田市医

師会内に、「医療介護相談支援センター太田」として開設の運びとなりました。群医総研実行

委員会への参加を通じ、近隣の先進的な郡市医師会には開設に向けてのご指導をいただいて

おり、大変有り難く思います。

　群医総研には、今後も頼れるシンクタンクとして郡市医師会に対するご指導をお願いいた

します。
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■　塚　越　秀　男　　渋川地区医師会理事
　日本では諸外国に例を見ない速さで高齢化が進み、国民の約４人に１人が65歳以上となり、

今後も高齢者の割合が増え続けると予想されます。厚生労働省では2025年を目途に、“高齢

者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

よう”、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を目指し、

この意図のもと群馬県医師会総合政策研究機構が発足、これまでに17回の政策実行委員会が

開催されました。その度毎に具体的な政策課題が討議され、各地区医師会における其々特色

ある「地域包括ケアシステム像」が、まるで一本の丸太から彫りだされる彫像のように次第

にその全容が浮かび上がる様を目の当たりにし、群馬県医師会の尽きることのない活力を肌

で感じとることが出来ました。渋川地区でも急速に進む高齢化の渦の中、地域住民の皆様が

安心して暮らせるよう支援体制が整いつつあり、2016年６月には「渋川地区在宅医療介護

連携支援センター」が渋川・吉岡・榛東３市町村による当地区医師会への委託事業としてス

タート致しました。今後さらに地域包括ケアシステムが充実発展することが期待されます。

今後とも県医師会におかれましては地区医師会へのご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、「よせが

き」寄稿文と致します。政策実行委員会ならびに関係各位の皆様、１年間大変お世話になり

ました。

■　杉　山　博　之　　藤岡多野医師会理事
　今年度から群医総研政策実行委員会に参加させていただいて、感じたこと考えたことを率

直に振り返ってみたい。

　まず第１に痛感させられたのは、当医師会の地域包括ケアシステムへの理解不足であった。

地域に根差した草の根からの活動の必要性を痛切に感じた。今後の課題は、地域住民をファー

ストとする体制を、如何に医師会内に理念として共有できるかであると認識している。

　次に感じさせられたのは、行政との認識のずれであった。他の医師会の実情を知るにつれ、

当医師会は行政との連携が全く取れていないことが分かった。お互いの理解不足による信頼

の欠如が根底にある。この解消が、今後の地域包括ケアシステムを、当地域で根付かせるこ

とができるかのカギになる。

　最後に最も感銘を受けたのは、組織における新制度の創出と運営についてであった。民主

主義社会において、組織の意思は委員会という合議体で、案出され議論され審査されて決定

される。しかし、その核はたった一人の頭脳から案出され導かれていく。組織運営の方法論

を実際にそばで体験できたことは、今後の当医師会での組織運営に非常に参考になった。

　長坂先生の知識と熱意は、核とは如何にあるべきかの姿勢が示されており、最大の感謝と

敬意とともに、これからも当医師会を領導いただきますよう願うばかりである。
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■　武　田　滋　利　　富岡市甘楽郡医師会理事
　平成29年４月に富岡市甘楽郡大竹医師会長に群医総研政策実行委員会から、群馬県におけ

る地域包括ケアシステムの構築の協議について、第８回委員会から担当者の出席の要請があっ

た。平成27年２月に行われた県医師会の在宅医療検討会からの情報より、当医師会では地域

医療介護総合確保基金の「在宅医療連携のための拠点形成」という事業名で地域包括ケアへ

の取り組みを開始したところだった。そのような事情の中、政策実行委員会に参加し、正直、

他郡市医師会の進捗状況に驚き、多少なりとも当医師会が事業を進めていたことに、少しほっ

としたことを覚えている。

　それから、あっという間に10か月が経過した。幸いにも、行政との折衝も比較的スムース

に進み、平成29年４月に富岡医療圏域（富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧村）に医師会が設

置した「かぶら在宅医療ネットワークセンター」事業は平成30年４月から圏域４市町村の委

託事業として、拡充してスタートできることとなった。

　ここに至るまでに、政策実行委員会で先進地区の情報を道しるべとし、同様の進捗状況の

医師会の委員とは同じような悩みを相談し勉強させてもらいながら進んでこられた。この委

員会に参加させていただいたことが大きな推進力になったと心から感謝している。ありがと

うございました。

■　武　井　弘　司　　安中市医師会理事
　私は第10回群医総研政策実行委員会から参加させていただきました。前任が非常にアグ

レッシブかつパワフルな人柄で適任であったのに、人生何事もすでに守りに入っている自分が、

群馬県の医療・介護に関しての施策にかかわることになるとはまさに青天の霹靂。初めての

参加では、場違い甚だしいとビクビクしておりました。

　しかし、仰せつかったからには安中市医師会の代表として何らかの成果を持ち帰らないと

いけないと、緊張しながらも耳を立ててご参加の先生方のお話を拝聴させていただきました。

結果、我市のなかなか進まない地域医療介護連携拠点(相談窓口)の開設にとって、様々な情

報を得られたことは非常に大きな財産で、他市の進捗状況が刺激にもなり、私自身の意識の

モチベーションの上昇に少なからず影響を与えてくださいました。

　安中市の拠点は「在宅医療相談窓口あんなか」といいます。形はなんとか整ってまいりま

した。あとはこれからの方向性の明確化とフットワークの維持を基盤とし、市民が安心して

暮らせる地域の創造に少なからず貢献できるような施設と胸を張ってお話しできるものに作

り上げていくことが、ここ（群医総研）に参加させていただいたことへの恩返しとなると気

を引き締めていく所存であります。
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■　布　施　正　博　　吾妻郡医師会副会長
　私が群医総研に参加したのは平成29年１月でした。市部では包括ケアシステムに対する取

り組み、相談センターの立ち上げが順調に進んでいる事を目の当たりにし、改めて吾妻郡の

対応が遅れていることを認識させられました。吾妻郡の六ケ町村は独立対等行政であり在宅

医療介護連携推進事業における相談センターを一ヶ所に作ることは困難なため、各町村ごと

に個別対応をしていく予定でしたが遅々として進捗しない状況にありました。医師会との協

調も不十分でしたが在宅医療推進セミナーで講演することになり、その際行政側と意見交換

をする機会を得てお互い連携を図れるようになりました。現在、行政担当者と定期的に会合

を開いて意見交換をしていますが、群医総研での有益な情報を参考に吾妻郡にあったシステ

ムを作っていけるよう鋭意努力中です。この会議に参加していなかったら未だ暗中模索して

いただろうと思い、お呼びいただいたことに感謝しています。

　今後は会議で得たことを郡医師会の中でも役立てられるよう努力していく所存です。

■　石　田　智　之　　沼田利根医師会理事
　平成29年５月の群医総研第９回政策実行委員会から参加させていただきました。当地域で

は病院の関連施設での在宅医療は行われていますが、一般診療所では医師の高齢化もあり在

宅医療を実施しておらず、今後も行う予定がない状況です。そのため「入院医療から在宅介

護へのシフトを各地域の実情に合わせて実行するため、早急に地域包括ケアシステムの構築

が必要である」と言われても、当医師会がどのように対応していくべきなのか苦慮していま

した。しかし群医総研で長坂理事から助言を頂き、まずは「医療と介護の相談窓口」の開設

を目標として７月から沼田市と協議を開始し、何とか平成30年度から活動開始の目途が立ち

ました。この短期間で開設まで漕ぎつけられたのは、「相談窓口」の開設準備を始めたばかり

の医師会から既に多くのシステムが構築され組織的に活動している医師会まで、様々な過程

の現況報告と実務者が直面する問題等が群医総研で報告、議論され、それらに直に接する事

ができたからであり、参加できたことに感謝しております。今後もこの委員会で学んだ事を

糧に沼田医療圏に即した地域包括ケアシステムを考えていきたいと思います。

■　竹　越　　　亨　　館林市邑楽郡医師会理事
　委員就任へのお声がけいただいた際には、距離的ハンディから平日夜の会議に遅刻せずに

参加できるのか？正直自信が持てませんでしたが、早い段階よりTV会議での参加でOK！と

いうご配慮をいただき、なんとか２年間の任期を全うすることができました。月岡委員長、

長坂先生、そして中澤さんをはじめとした県医師会スタッフの皆様に心より感謝申し上げま

す。

　また、貴重な情報、アドバイスを頂戴いたしました、先行してセンター事業に取り組まれ
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ている諸先生方にもこの場をお借りして深謝申し上げたいと思います。ありがとうございま

した。

　力不足ではありましたが、「地域包括ケアシステム」草創期のメンバーとして群医総研の委

員会に参加させたいただいたことは、かけがえのない経験になりました。2025年に向けて

のカウントダウンは待ったなし、いよいよこれからが正念場です。個人的にも「在宅医療介

護連携相談センターたておう」を軌道に乗せるための格闘の日々がしばらく続いていくこと

になりそうです…。

■　中　島　高　志　　群馬県健康福祉部地域包括ケア推進室長
　「医師会は、敷居が高い･･･」。これは、先日、ある地域で開催された会議に出席した、あ

る村の担当課長の発言です。

　医療行政については、これまで県の役割が大きかったため、多くの市町村が、医師会との

意思疎通に苦手意識を感じ、在宅医療の推進や医療と介護の連携体制の構築を懸案としてい

ます。また、特に小規模な市町村においては、マンパワーや専門性確保という面から、在宅

医療・介護連携推進事業など地域包括ケアシステム構築に大きな力を注ぐことが難しいとい

う現実的な課題もあります。

　しかし、システム構築の目途とされている「団塊の世代全員が75歳以上となる2025年」は、

すぐ近くに迫っています。県としては、このような悩みを抱える市町村に寄り添い、それぞ

れの地域の実情に応じた解決策をともに検討するなど、よりきめ細かな伴走型支援を行って

いきたいと考えています。

　また、私個人としては、長坂先生のお計らいにより、この「群馬県医師会総合政策研究機

構　政策実行委員会」に参加する機会をいただき、幸いにも、各郡市医師会の担当理事の先

生方と顔の見える関係ができつつあると感じています。今後、こうした財産も生かしながら、

各郡市医師会と各市町村行政の連携がさらに進むよう尽力していくつもりです。
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参考資料  提供：群馬県健康福祉部地域包括ケア推進室

本県における「退院調整ルール」策定の取組と成果について

～病院とケアマネジャーとの連携による入退院時の切れ目のない支援体制の構築～

【退院調整ルールとは】
　「退院調整ルール」とは、要介護・要支援状態の患者が病院を退院する際、病院からケアマ

ネジャーへ着実な引き継ぎを実施するための情報共有等に関するルールです。

　県では、平成27年度から３年間かけて、各地域の実情に応じた「退院調整ルール」策定事

業に取り組んできた結果、今年度末で、県内すべての地域〔全12地域（各保健所単位）〕に

おいて、ルール策定が完了する予定です。

【取組の背景】
　医療と介護との連携については、これまで、多職種間の研修は行われてきましたが、相互

理解や連携が十分ではなく、介護等が必要な患者が、病院からケアマネジャーに引き継がれ

ないまま退院し、患者や家族が困ることがあるという課題がありました。

　また、平成26年度介護保険法改正により、各市町村において、在宅医療・介護連携推進事

業の実施が求められたことから、市町村の取組を支援できるよう、本事業を実施することに

なりました。

【事業の実際】
（１）経過

平成27年度：国のモデル事業（医療介護連携調整実証事業）として、渋川地域で策定作業を

実施。

平成28年度：５地域（前橋市、藤岡、利根沼田、太田、館林）で策定。

平成29年度：６地域（高崎市、伊勢崎、安中、富岡、吾妻、桐生）で策定作業を実施中。

（２）方法

①病院への事業説明

②ケアマネジャーへの事業説明

③ケアマネジャー間の協議

④病院とケアマネジャー等の協議

⑤退院調整ルール策定（手引き作成）

　各保健福祉事務所・市町村・地域包括支援センターが協働して事務局となり、約１年かけ

て策定します。地域包括ケア推進室は、病院への事業説明会の開催や、室内の各地区担当が

事務局に対して、伴走型支援を実施します。

　また、ルール策定後は運用状況の確認、ルールの定着、見直しのため、年１～２回程度、
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メンテナンス会議を実施しています。

（３）「退院調整ルール」（手引き）の主な内容

①退院調整の手順（入院前にケアマネジャーがいる場合、いない場合）、②居宅介護支援事業

所、地域包括支援センター、病院相談窓口一覧、③様式（入院時情報提供シート、退院時情

報提供シート）等。

【事業の成果】
　各地域で関係者がこのルールを適切に運用することにより、要介護状態でケアマネジャー

への引き継ぎがないまま退院する患者が減少し、利用者の円滑な在宅生活への移行が可能と

なります。また、策定作業を通じて、関係者が顔の見える関係となり、日常的な連携がしや

すくなるなどの声も聞いています。

　県が、ケアアマネジャーに行った調査（退院調整状況調査）によると、病院から退院調整

の連絡がなかった割合（退院調整漏れ率）は、取組をはじめた平成27年度と今年度を比較す

ると、県全体で、要介護の患者で24.2%から20.6%に改善し、要支援の患者で53.7%から

30.9%に改善しています（図１）。同じく、ケアマネジャーが、担当している利用者が入院

した時に、病院に入院時情報提供を行わなかった割合（入院時情報提供書未送付率）を比較

すると、要介護の患者で59.9%から43.7%に改善し、要支援の患者で85.9%から66.8%

に改善しています（図２）。

　また、昨年度までにルールを策定した６地域（前橋市、渋川、藤岡、利根沼田、太田、館林）

への質問では、「医療機関からの情報をケアプランに反映できたか。」との問いに、86.8%が

「非常にそう思う」「そう思う」と回答しており、ケアマネジャーは、病院からの情報を利用

者のために有効に活用していることがわかりました（図３）。

【課題と今後の取り組み】
　成果の一方で、病院内での周知やケアマネジャーへの普及が不十分であるとの声もあります。

また、退院時調整漏れ率や入院時情報提供書未送付率には、地域差も見られています。

こうしたことから、関係者隅々への周知や、ルールをより使いやすいものに改善していくため、

各地域で行うメンテナンス会議や、ケアマネジャーに実施している退院調整状況調査を今後

も継続し、ルールの定着を図る必要があります。

　病院、ケアマネジャーが、『患者、利用者のより良い療養生活を目指す。』という共通目的の

ため、相互の連携を深められるよう、今後より一層の取組を行って行きたいと思います。
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平成２９年度退院調整状況調査結果概要（速報値）

 ※カッコ内は前回、前々回調査の状況

１　実施時期

　　平成２９年１２月～３０年　１月

　　調査時点　：　平成２９年１１月

　（H27：平成２８年　１月～２８年　３月〔調査時点：平成２７年１２月〕）

　（H28：平成２８年１２月～２９年　１月〔調査時点：平成２８年１１月〕）

２　実施方法

　（１）方法

　　　　保健福祉事務所または市町村から調査票を対象事業所に送付し、ＦＡＸ等で回答

　　　　集計については群馬県介護支援専門員協会に委託

　（２）調査実施地域

　　　　県内全域

　　　　（H27：県内全域）

　　　　（H28：前橋市、渋川・藤岡・利根沼田・太田・館林保健福祉事務所　６地域）

　（３）調査対象

　　　　地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所

　　　　　＊ 前橋市、安中・吾妻・利根沼田保健福祉事務所は小規模多機能型居宅介護事業

所を含む

　　　　対象事業所数：８９６箇所

　　　　（H27：対象事業所数：８２７箇所、H28：対象事業所数：４２４箇所）

　　　　　　　　　

３　調査結果の概要

　（１）回答事業所数〔回答率〕：７８３箇所〔８７．４％〕

　　　　（H27：６５１箇所〔回答率７８．７％〕、H28：３１４箇所〔回答率７４．１％〕）

　（２）回 答 者 数　１，９７８人

　　　　（H27：１，５７６人、H28：８９３人）

４　資料

　　表１…退院した病院圏域別、要介護・要支援別、病院からの引継ぎの連絡有無

　　表２…事業所圏域別、要介護・要支援別、入院時情報提供書の送付の有無

　　表３…退院調整ルール運用後の評価（ルール運用中の６地域のみ実施）
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群医総研・地域包括ケア報告書完成によせて
 群馬県医師会長　　須藤英仁

　群医総研による地域包括ケアの報告書がまとまりました。2年間にわたり月岡委員長、長

坂副委員長をはじめとする各郡市医師会の地域包括ケア担当理事により17回に及ぶ会議を経

て完成されたことに対し改めて敬意を表するものです。内容を拝見しますと各郡市医師会の

詳しい取り組み内容の報告から始まり、時あたかも全市町村で医療介護連携室窓口の開設が

本年予定されており、いよいよ地域包括ケアが本格的に始まる近未来の対応まで報告されて

おります。

　地域包括ケアを考えた場合、ある地域は訪問診療が強みとなったり、ある地域は病診連携

が強みであったり、ある地域は医療介護の連携が上手くいっていたりと地域によってその事

情は様々であると思います。群馬県の全地域医師会が参加し地域の情報を共有できたことは

各々の医師会の長所、短所の把握にも役に立ったものと考えます。

　さあこれからが地域包括ケアの実際の運用の始まりです。今回の診療報酬の改定では在宅

支援診療所、在宅支援病院などの初診料が上がります。また24時間対応加算や医学管理料な

ども在宅支援診療所には手厚くなっているようです。一人診療所では対応が難しいことも重々

承知しておりますが、何とか地域の医師会が中心となり診療所、病院、介護、看護を含めたチー

ムを作ることにより診療報酬の点でも大きな果実を得られるよう願うものです。また医師会

主導による医療介護連携窓口がいかにONE　STOPで地域住民に最適な医療介護サービスを

提示できるかも地域の医師会に求められる評価となると思います。　　

　リーダーの大きな役割は組織のすべての仕事を俯瞰し、いかに“単純化”させるかという

ことであると思います。マニュアルを作ることではありません。素早く滞りなく的確に仕事

を進めることこそが求められます。地域包括ケアの推進には多職種の連携は欠かせません。

その中で医師こそが全ての職種が働きやすく、また患者さんのためになる療養を提供するリー

ダーに相応しいと考えるのは私だけでしょうか。長い付き合いの患者さんが年老いてもなお

安心して地域で暮らせるよう他職種の協力を得て調整する役目はかかりつけ医が最もふさわ

しいと考えます。自信を持って関わっていただきたいと思います。行動ないところには何も

起こりません。実践あるのみです。群馬県郡市医師会、群馬県医師会総力を挙げて頑張って

いきましょう。
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