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はじめに 

 

 

2025 年に訪れるであろう超高齢社会のピークを踏まえて、平成 24

年４月に診療報酬・介護報酬の同時改定が行われた。特に退院支援の

強化や、 24 時間体制の医療・介護サービスが新設され、在宅におけ

る医療と介護を推進するために、「地域包括ケアシステム」を確立す

る方針が明確になった。  

日本医師会としては、国の方針をベースに置きながら、地域の主体

性のもとで、互いの連携を通じて地域で完結できる仕組みをつくって

いくことが重要と考えている。住民が暮らし慣れた地域で、自分らし

い生活を継続していくために、「生活の場での医療を重視したケア」

「より医療が適切に関わった在宅ケア」（以下、「在宅医療ケア」とす

る）体制を推進することは、まさに超高齢社会の“地域づくり”であ

り、地域ボトムアップの視点から、取り組んでいかなければならない。

このような背景から、本委員会では、「地域づくりでの地域医師会の

役割」という諮問を受けて検討することとなった。  

これまで、平成 16・17 年度の本委員会の報告書には、介護保険制

度スタート当初の“健康日本 21（平成 13 年）”に代表されるヘルス

プロモーション理念の導入により、市区町村主体の地域づくりが提唱

されたことも反映して、“地域づくり”というキーワードが多用され

ている。しかしその後、財政再建が最重要課題となり、地方分権が強

調されながらも、実際には医療費抑制策やメタボ対策に代表される国

の施策が推進された時代を反映して、平成 18・19 年度の報告書では、

提言の一つとして「高齢者が安心して暮らす地域づくり、地域ケア体

制整備に努めよう。」の記載に留まり、平成 20・21 年度の報告書では

全く登場しない状況となった。  

2010 年代に入り、地方分権が強調され、ソーシャルキャピタルの

醸成がキーワードになり、再び“地域づくり”が注目されるようにな

った。この流れを受け、平成 24・25 年度の本委員会では、“地域づく
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り”を根幹に据えて検討することとなった。  

ヘルスプロモーションやソーシャルキャピタルは、わが国ではそれ

ぞれ「健康増進」「社会資本」と翻訳され、真意が理解されないまま、

主に行政の一部に限られて用いられてきた経緯がある。「健康を重視

した施策」「その実現のための地域資源のネットワーク構築」といっ

たまさに“地域づくり”の理念としての言葉の真意を理解して、地域

で共有され活用されることを期待する。  

そして地域に根づいた地域医師会がこれら理念のもと、市区町村と

協働して地域づくりに取り組めるよう、本報告書がその原動力となる

ことを期待するものである。  
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１．在宅医療ケアと地域づくり 

：地域におけるヘルスプロモーションと 

          ソーシャルキャピタル  

 

 

 世界でも類を見ない超高齢社会を迎えるわが国において、これまで

の行政主導の公的な健康増進対策から社会による健康開発への投資

への転換等いわゆるヘルスプロモーションが求められる。そのために

は地域のさまざまな資源を活用することが大切であり、行政に加えて

民間の組織、人材のネットワークをつなげたソーシャルキャピタルの

構築・活用が重要となる。地域の医師会や医療機関は中核的なソーシ

ャルキャピタルであり、在宅医療ケアはこうした新たな地域づくりの

なかで実現する。  

 

(1)  地域行政と共にヘルスプロモーションの推進  

行政等による公助主導は、住民の主体的な取り組みを妨げることに

つながり、一方、医療や福祉関連部門が先行すると、診断・治療や介

護といったサービスの提供が目的化し、住民・患者が受身となりがち

である。これら取り組みは、いかに地域で貢献できる高齢者である「元

気高齢者」を増やし、地域を活性化するかといった地域づくり施策に、

かえって障害となることが懸念される。  

従来の医療費・介護費等の削減を狙いとした一連の施策の限界を認

識し、住民の「互助・共助」を引き出す、生活に軸足を置いた医療・

介護施策を推進するために、「ヘルスプロモーション理念」に基づく

地域活動が重要である。特に地域医師会が地方行政と協働して、目指

すべき地域をイメージして、ヘルスプロモーションのリーダーシップ

を発揮し、住民等ヘの情報提供・教育支援および、各施策の推進・評

価等に積極的に参画することが期待される。  
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(2)  地域のソーシャルキャピタルを醸成する  

              マネジメント機能の強化と実践  

行政部局や保健・医療・福祉等といった部門ごとの取り組みによる

“縦割り”の弊害を是正し、地域に根づいた既存資源を掘り起こし、

ソーシャルキャピタルの理念から、住民各々が「自分らしい生き方を

実現する」ために、それら資源のネットワーク化を推進することが極

めて重要である。財政難を背景に公助の縮小が余儀なくされるなかで、

自助ばかりに負担を強いるのではなく、互助・共助の充実を図ること

が大切である。日頃患者を通じてミクロ的に地域の現状を十分に把握

している医師（かかりつけ医）だからこそ、住民や患者が地域で安心

して暮らしていくための地域資源のマネジメントに参画し、マクロ的

視点から、地域資源総動員による地域づくり活動に向けて積極的に関

わる意義は大きい。  

 

 

（参考１）ＷＨＯとヘルスプロモーション  

 ヘルスプロモーション展開が 21 世紀の最優先課題  

＜オタワ憲章（ 1986.11.21）＞  

 ①  健康を重視した公共政策の立案  

 ②  支援的環境づくり  

 ③  地域活動の強化  

 ④  個人の技術の開発  

 ⑤  保健サービスの新しい方向への転換  

＜ジャカルタ宣言（ 1997.7.21-25）＞  

 ①  健康に対する責任を社会が積極的に果たすこと  

 ②  健康開発への投資の増加  

 ③  パートナーシップの強化の拡大  

 ④  コミュニティ能力の拡大と個人の能力の効果  

 ⑤  ヘルスプロモーション展開のための組織的制度的基盤確保  
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（参考２）ソーシャルキャピタルとは  

 （社会関係・人間関係・社交・市民社会の資本）  

 ①  人々の協調行動の活発化により社会の効率性を高める  

 ②  信頼関係、規範、ネットワークといった社会組織の重視  

  ⇒地域力・社会の結束力などを説く概念  

 ③  基本的な定義…人々が持つ信頼関係や人間関係（社会的ネットワ  

  ーク）のこと  

 ④  ヒューマン・キャピタル（人的資本）と対応する概念  

 ⑤  地域コミュニティの衰退や、過度な個人主義への反省  

 ⑥  「社会問題に関わっていく自発的団体の多様さ」  

  ⇒「社会全体の人間関係の豊かさ」…が前提  

 ⑦  地方分権型社会での、市民の自発的行政参加や市民団体と行政に  

  よる協働のまちづくりを推進するための原動力  

  地域が地域の目的を明確にして  地域の資源の有効活用を図る  

  ベクトルの方向を明確にして  マネジメントする  
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２．医療と介護の一体的推進 

 

 

(1)  生活の場での医療と介護の一体的な推進  

従来の医療と介護の分離施策は、互いの特徴を考慮し、各々の制度

の役割を尊重しながらも、地域医療においては「一体化」の方向へ切

り替えられることになった。従来の医療から介護につなぐ連携の限界

を踏まえ、医療も介護も「その人らしい生活を実現するため」の共通

の資源として、地域生活の場では、統合して活用できるように、各地

域の特性にあった仕組みづくりが求められるのは当然の流れであろ

う。   

専門性やガバナンスの点からも、医療が介護を包含する立場にあり、

生活の場で医療を提供している地域医師会（かかりつけ医）が、これ

ら一体化に向けて、住民・患者の意識改革を含めた地域資源のマネジ

メント機能を果たす必要がある。  

 

(2)  生活のなかでの医療を  医療を生活資源に  

かかりつけ医が、外来診療の延長として、認知症やがん末期、廃用

症候群等も在宅医療ケアにおいて、住民・患者との信頼関係を保ちな

がら、継続して診ていける体制づくりを基盤とする必要がある。地域

医師会が主体となって、医療を生活資源として活用できるよう、医療

の立場から地域づくりに関わる役割を明確化する必要がある。  

特に地域包括支援センターの関わりは重要であり、センターが民間

に委託されても、行政の直轄のセンターと同様に、公的公平性を担保

する必要があり、地域医師会がその運営に主体的に関わることは不可

欠である。  

 

(3)  介護予防を水際作戦から高齢者の健康づくりへ  

「介護予防」を、これまでの  “水際作戦”といわれる、要支援・

要介護者への移行を直前で食いとどめる施策の限界を踏まえて、「と
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きどき医療、ときどき介護を受けながらでも、地域で社会貢献できる

高齢者」（以下、「元気高齢者」とする）を増やすことをねらいに見直

す必要がある。地域づくりを担う元気高齢者を支援することが重要で

あり、そのためには、“治す”ことを重視するがために、生活から切

り離して医療や介護を提供するのではなく、地域生活をできるだけ継

続できるよう、医療や介護が生活の場で適宜受けられるような“在宅

医療ケア ”への取り組みが不可欠である。かかりつけ医に求められる

ことは高血圧や糖尿病を治す視点に加えて、生活を中断させない、途

切れさせない在宅医療ケアの提供である。そして、今回要支援者に対

する予防給付が見直されたことを契機に、水際的対応を改め、高齢者

の健康づくりおよび地域リハビリテーション施策として、元気高齢者

の自立が促進されるよう、地域主体の健康づくり施策の充実を図るた

めに、地域医師会の参画は重要である。  
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３．地域医師会等の役割 

 

 

(1)  地域ケア会議への地域医師会の参画  

実際の事例を通じて、多様な職能が集い、個別検討から施策提言に

至るまで話し合う場として、地域ケア会議は重要な機会である。個別

の対応に終始することなく、ミクロな視点から、地域づくりにつなが

るマクロ的な方向に発展させうるかは、地域ケア会議の運営に委ねら

れており、地域包括ケアシステムを構築する上での鍵といっても過言

ではない。在宅医療ケアを地域に根づかせるためには、地域医師会が

地域ケア会議に積極的に関わることで、個別事例に振り回されず、地

域づくりという目的の明確化と、そのための地域資源のマネジメント

に力を発揮することが重要である。  

 

(2)  住民への情報発信と意識改革  

行政や医療福祉関係者からのアプローチだけでは、在宅医療ケアが

進まないのは言うまでもなく、特に住民・患者の理解と協力は不可欠

であり、地域医師会として行政とともに住民教育に関わる必要がある。

「命を救う延命医療から、その人らしい人生を実現する医療へ」また

「してあげる医療から、求められる医療へ」そして「生活を支える医

療へ」と、医療のあり方が大きく変わろうとしている。しかし専門医・

大病院志向、ケアマネジャー任せ等住民の医療や介護への依存度が高

いままでは、医療・介護費の抑制施策ばかりが際立ちこれらの変化に

対応できない。元気高齢者自身が高齢社会・地域を支えるといった意

識改革がなされなければ、地域が崩壊しかねないことを周知すべきで

ある。住民の主体性を引き出す生活習慣病や介護予防に関する教育と

合わせて、自分らしい生き方を実現するために、医療をいかに活用す

るか、さらに死生観・リビングウィルといった住民・患者の主体性を

醸成しない限り、医療を生活資源として位置づけた在宅医療ケアは根

づきにくい。  
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(3)  地域医師会のマネジメント機能の強化  

地域づくりにおいて、市区町村の自立支援や地域医師会の地域行政

への参画促進およびマネジメント力の向上が求められる。在宅医療連

携拠点事業の医師会への委託はその原動力ともなり、積極的に参画す

ることが望まれる。在宅医療推進事業を通じて地域の関係資源が、同

じテーブルに着くことがまず大切であり、どのような地域を目指すの

か目標共有のための話し合い、各機関の能力・機能を引き出し合う関

係づくりが求められる。そしてそのイメージを実現するために、地域

力や地域住民のエンパワメントを図るための、マネジメント力を備え

る人材の養成が不可欠である。  

地域医師会においては、複数のこのような人材養成・確保に努め、

地域行政と協働して施策に関与できる体制づくりが必要である。国レ

ベルはもちろん、都道府県の行政や医師会のバックアップにより、さ

らなるリーダー養成施策を講じる必要がある。一方、世代交代が各地

域で進んでいるが、新しい視点を持った活動が、今後の在宅医療ケア

の中核となっていくことから、若手医師の医師会への参画を図ること

も重要である。  

 

(4)  都道府県を越えた全国医師会間のネットワークの充実  

国レベルでは、「高齢化は大都市の問題」とされている感があるが、

在宅医療ケアは地域の問題であり、地域自身が取り組む上で、人口規

模や地域特性を超えた、地域の先駆的な取り組みの導入は、大きな効

果をもたらすと考えられる。  

本委員会の調査でも、各地域医師会の地域に根づいた先駆的・主体

的な活動事例が多くあることが認識できた。全国の医師会のネットワ

ークを活用して、日頃から継続的に事例を収集発信し、互いに共有す

ることで全国に速やかに広がり、医療と介護が一体化した在宅医療ケ

ア体制が、地域特性のなかで充実していくことが期待できる。  

また、地域格差を是正・改善する仕組みが、都道府県と市区町村の

行政における関係性の希薄化から低下しており、格差拡大が深刻化し
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ている。この状況を改善するには、医師会のネットワークが互いに情

報を共有し、地域行政と協力して各地域の取り組み状況を評価する仕

組みづくりも有効である。  

 

(5)  「社会保障制度改革国民会議報告書」を踏まえた  

                    地域医師会の役割  

「社会保障制度改革国民会議報告書」は、 2025 年の超高齢社会を

見据えた、わが国における社会保障制度の方向性を示すものであり、

特に「公助は自助・共助の後に行われる」ということが明記された点

は着目に値する。つまり今後は、行政サービス等への依存度を下げ、

地域および地域住民の主体性のもとで、社会保障施策が行われること

になる。その一環として、医療面では各地域が自ら「医療ビジョン」

を策定し、医療の機能分化や連携、かかりつけ医体制等を推進し、ま

た介護予防の分野では「要支援」に対する予防給付の一部を高齢者の

健康づくりに組み替える等、地域特性に基づいた地域主体の取り組み

が求められることになる。これらを実現するためには、地域医師会と

行政が協働して、目指す地域づくりに向けて、住民力や地域力を引き

出す取り組みが望まれる。  
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４．後方支援と医療機関の役割 

 

 

(1)  急性期病院の役割と連携  

在宅医療ケアの推進には、在宅の受け皿の充実整備や住民・患者の

意識改革が必要であるが、急性期病院の果たす役割も極めて大きい。

かかりつけ医は、地域の医療・介護資源をマネジメントして、患者が

「ときどき医療、ときどき介護」の支援を受けながら、自分らしく生

きてさらに地域貢献できるための役割を担っている。入院医療は生活

の中断であり、急性期病院は延命のための診断医療が重視され、とも

すれば生活に戻すための医療が軽視されることが懸念される。高度医

療の提供が、患者の生活を途切れさせないよう、この役割を踏まえた

適切な医療を提供し、速やかにかかりつけ医のネットワークのもとに

戻すことが肝要である。急性期病院が自らの役割を踏まえて患者に関

わることにより、かかりつけ医を軸とした地域全体でのチーム医療の

実践が可能となる。急性期病院の連携担当部門のさらなる機能強化が

期待されるが、地域医師会としても、急性期病院とかかりつけ医をつ

なぐ機能（例えば連携窓口等を医師会内に設置する）を強化すること

も重要である。  

 

(2)  中小病院の役割と連携  

在宅医療ケアを推進する上で、急性期病院と同様、中小病院との連

携のあり方も重要な課題であり、かかりつけ医の役割も一部担う中小

病院は、急性期病院に比べより日常的な連携が求められる。つまり、

急性疾患の対応のみではなく、患者の急変時に速やかに受け入れ可能

な後方支援病床として等、患者が地域で安心して暮らせるため、共同

体制を構築することが期待される。地域の中小病院を軸に、急性期病

院さらにかかりつけ医間の専門性等の使い分けを、かかりつけ医が患

者・家族の信頼を受けて、互いの役割を認識してマネジメントできる

よう、地域完結型の地域資源のネットワーク化を推進する必要がある。 
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(3)  有床診療所の活用  

「社会的入院」が問題視され、さらに医療と介護の分離が強調され

たことを契機に、寝たきり等の重度の要介護者の受け皿となっていた

診療所の病床が激減し、無床診療所に変わるなか、行き場所のない事

例が急増したことが、結果として介護保険の導入を加速させることと

なった。社会的入院とされていたなかには、実際には医療を必要とす

る事例が多く含まれており、その実情から地域医療を担うために、有

床診療所を何とか継続してきたところも少なくないが、昨今は経営難

や人手不足から病床廃止に追い込まれている状況である。医療と介護

の一体化やできるだけ住み慣れた地域で暮らし続けるために、地域の

特性を踏まえて、小規模多機能型居宅介護といった介護施設等を併設

する医療機関も増えている。一方、サービス付き高齢者向け住宅等の

建設が急速に進んでいるが、医療・介護との連携が必ずしも容易でな

いことから、有床診療所の役割を見直し、環境改善や経営難等の支援

を図り、本来医療と介護が一体となって提供できる地域に根づいた機

能を再度賦活化することは、経済的にも効率的にも極めて有効である。

地域包括ケアの構築のためには、「かかりつけ入院医療機関」として

有床診療所の再度有効活用を考えることも一法である。  

 

(4)  診療所の機能と役割  

 診療所は専門性の如何に関わらず、日常の診療を通じて、住民・患

者が地域で自分らしく暮らし一生を全うするために、住民・患者に寄

り添って、生活を支える役割を担わなければならない。そのためには、

個々の診療にとどまらず、生活を支える拠点として医療と介護の一体

化を目指し、そのための地域資源のネットワーク化に取り組んでいく

ことが期待される。急性増悪時の入院施設との連携等それぞれの専門

分野を活用しながら、ヘルスプロモーションやソーシャルキャピタル

の理念を地域で共有して、病診・診診・医療福祉等の連携を、生活の

場でマネジメントする機能が求められる。在宅医療ケアはこのように

診療所が多職種と連携しながら、地域のネットワークマネジャーとし
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て機能することが不可欠である。未曾有の少子高齢社会を乗り切るた

めには、“元気高齢者”を増やし、その生活を支援する体制は不可欠

であり、地域資源とつながり地域づくりを意識して、日常の診療を行

うことが期待される。  
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５．かかりつけ医の役割 

 

 

(1)  かかりつけ医の重要性への理解促進  

「生活の場で必要なときに必要な医療にアクセスできる」という

“緩やかなゲートキーパー機能”と評される「かかりつけ医」のマネ

ジメント機能は、在宅医療ケアには必須の条件となる。かかりつけ医

の浸透を図る一方で、かかりつけ医の役割を再認識し、日常生活のな

かで患者の在宅医療ケアを継続して行える医療機関を、医療関係者だ

けでなく住民にもわかりやすく広報する必要がある。また総合医・家

庭医といった人材の養成が期待されているが、それ以前に現状の専門

医の資格等を持つ地域の医師が、かかりつけ医として参画し、住民・

患者とのコミュニケーションを図って、在宅医療ケアの重要性やかか

りつけ医との信頼関係について意識醸成していくことで、生活を支援

できる体制構築が期待できる。なお医療機能分化の観点から、かかり

つけ医として、200 床以上の急性期病院を原則的には位置づけるべき

ではないが、200 床未満の中小病院であれば、その機能を果たすこと

は可能である。  

 

(2)  看取りとかかりつけ医の役割  

看取りとは死の瞬間だけではなく、人生を看取ることを意味する。

死ぬ瞬間だけ病院に行くケース、看取り専門の医療機関の出現等があ

るが、かかりつけ医の医学的管理のもとで満足して人生の終末を迎え

ることは、十分な看取りといえる。かかりつけ医として寄り添い、そ

の人らしい生き方から人生の終末期までを支えていく上で、“Quality 

of Death”と言われる生命文化の一環として、在宅看取りを一つの選

択肢として位置づけるべきである。在宅医療の評価指標として、在宅

看取り数が取り上げられるが、あくまで在宅での看取りは、日常の外

来診療の延長線にあり、急性期病院等からのターミナル患者の看取り

の受け皿確保として、看取りのみを切り取って、在宅医療ケア体制を
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構築するものではない。生活のなかで医療や介護が提供されることで、

認知症ほか重篤な患者であっても、できるだけ地域で自分らしい生活

を継続できることへつながり、在宅医療ケアが地域づくりの根幹とし

て受け入れられるのである。在宅療養支援診療所だけに特化して、看

取り患者の受け入れを担う体制に委ねるのではなく、かかりつけ医が

外来診療の継続において、患者・家族とのコミュニケーションを十分

に図り、信頼関係をしっかりと築いていくなかで、在宅医療ケアを引

き続き担うことが主軸にならなければならない。  
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おわりに 

 

 

わが国の医療は、総合病院や専門医また入院医療を中心とした先進

医療の発展を軸に、世界のトップレベルに達した。今後もその発展を

期待することには変わりはないが、もう一方で、未曾有の超高齢社会

を踏まえて、生活を途切れさせない、生活に戻すための医療の充実が

期待される。日常生活のなかで医療や介護が安心して受けられ、自分

らしい生活を送ることができ、いわゆる地域で貢献できる「元気高齢

者」を支援していく必要性が増している。かかりつけ医に求められる

ことは高血圧や糖尿病を治す視点に加えて、生活を中断させない、途

切れさせない在宅医療ケアの提供である。「ときどき医療、ときどき

介護」を受けながらでも、地域で社会貢献できる高齢者を増やすこと

をミッションに、生活に軸足をおいた在宅医療ケアの整備に、関係機

関が協働して努めていかなければならない。専門家主導によって、医

療が治すことを目的としてきた従前の対応を見直し、病気や障害を抱

えた人たちを地域で支えていくことに重点を置くことが、これからの

医療の、特に地域医師会の大きな役割であることを認識しない限り、

これからの時代を乗り越えることはできない。  

 日本医師会として、各地域医師会と行政が関係機関とともに地域特

性を踏まえて、住民・患者の真意を引き出し理解と協力を得て、在宅

医療ケアを推進していけるよう、そのリーダーとなるべき人材養成や、

地域包括ケア体制づくりに取り組んでいかなければならない。   

本報告書がその一助となることを心から期待するものである。  
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＜ 補 足 ＞ 
 

 

 

 

 

①  認知症に対する地域包括支援センターの取り組みと、  

 郡市区医師会等が積極的に関わっている事例。  

②  上記①の他に、在宅医療なども含めた、  

 郡市区医師会等による地域づくり・町づくりに関する  

 （地域包括ケアを見据えた）取り組み。  

 

 

（取り組みの記載内容）  

(1) 事業・活動の名称  

(2) 実施主体（郡市区医師会名等）  

(3) 地域・市区町村（都道府県）  

(4) 実施期間（開始年月～）  

(5) 事業の概要・成果  

(6) 活動のポイント（特記すべき点や学ぶべき点）  

 

 

各地域医師会における具体的な取り組みの現状を、

以下の視点①②に絞り、報告書の補足として掲げた。 
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①                    

(1) 認知症に対する医療体制構築  

(2) 旭川市医師会  

(3) 旭川市（北海道）  

(4) 平成 18 年～  

(5) 平成 18 年に「地域ケア推進委員会」を作り、在宅ケアを中心に話

を進めながら「旭川診療マップ」を作成した。５年後の平成 23 年に

は「認知症ネットワーク作り」を目的としたワーキンググループを

立ち上げ、かかりつけ医の研修や事例検討会、講演会の開催など、

積極的に活動している。研修会に参加した先生方に認知症の診療に

ついてアンケートを取って、 50 人弱から診療するという回答を得た

ので、旭川診療マップに追加する方針である。  

旭川では、頻繁にかかりつけ医研修会に出席する医師が約 30 人お

り、認知症診療・専門医療機関が３病院と、認知症サポート医が３

名いる。今後は、地元行政との協力、診療ネットワーク、地域包括

支援センターとの連携、家族の会、診療機関相互の連携等が課題で

ある。  

(6) 地域医師会が主体的に、会員に対してかかりつけ医として、認知

症他在宅ケアへのモチベーションや診療能力の向上に取り組んでお

り、地域の関係資源とのネットワークづくりに参画している。  
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①                   

(1) 地域で支え合う住民参加型のもの忘れ検診（モデル事業）  

(2) 福島市（行政）、県北保健福祉事務所、（福島市医師会）  

(3) 福島市（福島県）  

(4) 平成 24 年 4 月 15 日～  

 (5) 福島市や県北保健福祉事務所などとの共催で行われている当モデ

ル事業は、 65 歳以上の市民を対象として、講習を受けたテスターが

チェック項目を元にして 20 分程度の問診を実施した後、専門医が診

察するというフローになっており、ソーシャルワーカーなど多職種

で個別面談を実施している。申し込みを地域包括支援センターにす

ることにより、情報のシェアを行っている。  

(6) 保健所と連携した「もの忘れ検診」を通じて、住民への認知症へ

の関心の向上を図るとともに、早期発見・治療につなげている。  
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①                   

(1) 認知症連携パス  

(2) 大森医師会、田園調布医師会、蒲田医師会  

(3) 大田区（東京都）  

(4) 平成 23 年４月～  

 (5) 「認知症連携パス」を用いて、１次、２次、３次という連携の流

れを構築している。１次連携先はかかりつけ医であり、認知症対応

力向上研修を受講した医師や認知症サポート医が認知症であるか否

かの臨床的診断を行う。必要な場合は２次連携先である認知症の専

門医や画像診断可能な医療機関が画像診断を含む精神・神経学的な

診断によって鑑別診断を行う。更に、３次連携先として、 BPSD 等の

困難例を受け入れる専門病院２か所設定して、重層的な形で組んで

いる。また、連携の際に使いやすい専用の「診療情報提供書」等を

作成する工夫もしており、これらの工夫の結果、１年間で約 67 施設

が連携パスを活用したという実績が報告されている。  

その他に「おおた高齢者見守りネットワーク」として、キーホル

ダーや自宅冷蔵庫に貼るマグネットシートを配付する等により、在

宅での認知症患者、あるいは要介護者についての支援を行っている。 

(6) 「認知症連携パス」を活用し、レベルに応じてかかりつけ医から

専門医の全てが効率的に関わる連携システムが構築されている。ま

た「高齢者見守りネットワーク」に参画し、認知症患者や要介護者

の在宅でのケアを推進している。  
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①                    

(1) 認知症支援連携会議  

(2) 川崎市医師会  

(3) 川崎市（神奈川県）  

(4) 平成 23 年度～  

(5)  医師会、認知症専門医、看護協会、介護支援専門員連絡会、地域

包括支援センターに行政が参加している。目的は、認知症診療にお

ける多職種の連携を、認知症サポート医が中心となり推進していく

こと。平成 23 年度は、認知症診療に係る医療資源の取りまとめと、

認知症診療の ABC を「認知症ガイドブック」に掲載し関係機関へ配

付した。  

 平成 24 年度は、多職種によるグループワークでの事例検討や、認

知症疾患医療センターの先生によるスキルアップのための講演会を

開催した。  

 認知症サポート医には、市での連携を区の連携に、更には個々の

症例の連携につなげてもらうよう依頼している。  

 

 

 

 

 

 

(6)  認知症サポート医、認知症専門医、地域包括支援センター等の間

に「顔の見える関係」を構築し、連携の方向を提案した。  

 平成 25 年度は連携パスについて検討する予定である。  
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①                   

(1) 市町村認知症施策総合推進事業  

(2) ４市町（三条市、柏崎市、上越市、湯沢町）、地域医師会  

(3) 三条市、柏崎市、上越市、湯沢町（新潟県）  

(4) 平成 23 年度～  

(5) 認知症疾患医療センターが６医療機関あり、認知症サポート医養

成数は昨年までの 18 名に今年度は４名加わり 22 名となり、かかり

つけ医対応力向上研修の受講者は 566 名に上っている。  

23 年度に手挙げで４市町が参加し、24 年度は新たに５市が加わっ

て９市町で取り組む予定になっている。また、「認知症地域連携パス」

の取り組みが進んでおり、６つの認知症疾患医療センターのうち、

３地域で連携パスが始動し、それぞれに地域の郡市医師会が関わっ

ている。それぞれの地域で別々のパスが動いているため、県として

は県内で同一のパスにする取り組みを始めることになっている。  

(6) 認知症サポート医の養成やかかりつけ医への講習など、人材育成

に積極的に取り組み、その資源を「認知症地域連携パス」を活用す

るなどして、認知症疾患医療センターとの連携を強化した対策を進

めている。  



 

－ 24 － 

①                   

(1) 認知症相談医  

(2) 高岡市医師会  

(3) 高岡市（富山県）  

(4) 平成 24 年７月～   

(5) 高岡市医師会認知症相談医として 46人の医師が登録。市内 10か所

の地域包括支援センターを圏域毎に分担、担当している。  

認知症相談医の活動は、各地域包括支援センターと連絡を持ち事

例検討会・地域ケア会議への出席や相談事業（地域包括支援センタ

ーが対応している相談事例等）への助言を行っている。  

この活動に対して、高岡市は平成 25年度「地域で暮らすあんしん

高岡創造事業」の補助事業として予算化し、助成されることになっ

た。本年各地区の地域包括支援センターにおいて相談医出席のもと

で地域ケア会議が行われた。介護職員、訪問看護、基幹病院在宅担

当ほか近隣住民の参加が得られ有意義であった。  

(6)  地域包括支援センターに認知症専任者をおき、認知症対策事業を

行っており、認知症相談医にはセンター職員から様々の問題に助言

を求められる一方、医師の指導を受け入れる相互関係ができつつあ

る。  



 

－ 25 － 

①                   

(1) 認知症地域支援体制構築等推進事業  

(2) 地域包括支援センター  

(3) 小矢部市（富山県）  

(4) 平成 19 年 10 月～   

(5) 平成 19 年 10 月から国の認知症地域支援体制構築等推進事業のモ

デル事業を委託され、他市町村に先駆けて取り組みを開始し、その

後も引き続き支援体制等の充実をめざして、地域包括支援センター

が主体的にいろいろな活動を展開しており、医師会は研修会等に共

催という形で関わっている。  

認知症サポーター養成、認知症出前講座、認知症を知る集い、認

知症高齢者見守り模擬訓練、認知症高齢者見守り協力事業所登録、

認知症高齢者見守りネットワーク運営会議、ホームページ「認知症

あんしんネット」に地域資源の掲載、相談窓口の設置、認知症高齢

者徘徊実態調査、‘認知症になってもあんしんして暮らせるまちづ

くり’市長宣言、グループホーム連絡会の定例開催、介護保険事業

所職員対象の認知症研修、等の取り組みがなされるなかで、小矢部

市医師会は、「認知症を知る集い」の共催、「認知症を知る集い」

講演後に講師と医師会医師との懇談会、認知症高齢者見守り協力事

業所登録における市内全医療機関登録、認知症高齢者見守りネット

ワーク運営会議に医師会長が委員として参画、ホームページ「認知

症あんしんネット」に市内全医療機関を掲載等で関わっている。  

(6) 医師会として認知症地域支援体制構築における行政の取り組みを

支援及び協力するとともに、認知症治療の第一人者とされる先生方

との意見交換等を通じて広く見識を高めている。  

また、定例的に多職種合同事例検討会を主催し、在宅の認知症の

本人や家族に関わる薬剤師や看護師、介護スタッフ等のコメディカ

ルとの連携強化に努めている。  



 

－ 26 － 

①                   

(1) 七尾市認知症対策プロジェクト委員会  

(2) 七尾市医師会  

(3) 七尾市（石川県）  

(4) 平成 21 年９月～   

(5) 七尾市医師会が地域包括支援センターに呼びかけて発足した「七

尾市認知症対策プロジェクト委員会」を中心に活動を行っている。  

委員長、副委員長は七尾市医師会の役員が務め、地域包括支援セ

ンターが事務局を担当している。その他のメンバーは、療養型病院

院長、精神科・神経内科専門医、ケアマネジャー、訪問看護師、福

祉施設協議会、民生委員、行政と保健所からもオブザーバーとして

参加して、顔の見える関係を構築している。  

２か月に１度定例委員会を開催して、各団体で行っている認知症

に関する事業計画を報告し、情報交換をするとともにお互いにそれ

ぞれの事業への参加・協力を行っている。  

(6) 認知症対策プロジェクトが核となり、認知症の実態調査をきめ細

かに実施し (H21)、ケアマネジャーと医師を対象にアンケート調査を

行う (H22)など、医療と介護の連携における問題点など実態を明確に

して、関係者で共有しながら、具体的な施策を立案し推進している。

また家族等のエンパワメントを図るために、「高齢者を支えるご家族

のための認知症サポーター養成講座」を実施  (H24)するなど、住民

への働きかけに取り組んでいる。  



 

－ 27 － 

①                   

(1) 定年齢認知症検診事業（モデル事業）  

(2) 武生医師会、丹生郡医師会  

(3) 越前市、越前町（福井県）  

(4) 平成 24 年度～   

(5) 平成 24 年度から県から県医師会が委託され、２地域の医師会でモ

デル事業をスタートさせ、平成 25 年から全地域に広める予定。地域

包括支援センターと医師会が、事業の流れを検討し、相談しながら

進めている。事業の内容は各医師会で検討して、国が定めた基本チ

ェックリストに認知症関連の７項目を足して対象者に配付し、認知

症の疑いのある方には２次検診として MMSE 検査を受けていただき、

そこで要精検となったときに専門医につながる流れを作ってスター

トした。  

(6) 認知症は、できるだけ早期に診断し、早期治療により、重症化を

抑制することが重要となるが、現実的には、認知症に対する理解不

足による初期症状の見落としや検診機会の少なさから、早期の受診

につながらない場合が多い。そのためにも一定の年齢になれば認知

症に関する早期の診断を行う機会を設け、必要に応じた対応を実施

することが必要との観点からモデル事業をスタートした。  



 

－ 28 － 

①                   

(1) 在宅認知症高齢者の早期診断推進支援事業  

(2) 地域包括支援センターと認知症アウトリーチ専門チーム  

(3) 敦賀市（福井県）  

(4) 平成 22 年度～   

(5) 認知症アウトリーチ専門チームと敦賀市地域包括支援センターが

連携し、認知症の早期診断の推進と適切な医療を提供し、本人・家

族への支援を行っている。これは、地域包括支援センターと認知症

疾患医療センターが中心になって取り組んでおり、医師会はサブス

タッフとして関わっている。  

国の施策を先取りする形であり、国からの関心も高く国のモデル

になっていくと思われる。  

 

(6) 早期訪問及び対応体制の確立のために、 DOST（認知症アウトリー

チ専門チーム）と地域包括支援センターとの連携強化及び役割分担

の明確化を進めている。また、関係機関（主治医、専門医、地域包

括支援センター、ケアマネジャー  等 )の連携協力体制の確立や認知

症及び早期発見に対する関係職種の理解促進に対する取り組み（研

修会等）を行っている。  



 

－ 29 － 

①                   

(1) 認知症予防事業  

(2) 若狭町・三方郡医師会  

(3) 若狭町（福井県）  

(4) 平成 13 年度～  

 (5) 地域包括支援センターの職員が認知症に対する検診の戸別訪問を

以前から取り組んでおり、そこで拾い上げた高齢者に対して医師会

の先生方が２次検診を行うといった連携システムが構築された。  

(6) かかりつけ医が生活支援アンケート、問題点をしっかり把握し、

地域包括支援センターでの詳細な問診、生活支援アンケートの分析

等を実施している。また、戸別訪問につなげるために、１．集団基

本検診による認知症早期チェック、２．認知症予防教室、講演、サ

ロンなどの開催に取り組んでいる。  

 

 

 



 

－ 30 － 

①                  

(1) 認知症サポート医フォローアップ研修  

(2) 福井県医師会  

(3) 福井県  

(4) 平成 23 年度～   

(5) 全認知症サポート医と全地域包括支援センター職員が合同で研修

をする。そのなかでエリアごとに分かれてグループワークを行うこ

とで、地域内の顔合わせにもなるので、これまでの研修でも高い評

価を受けている。認知症サポート医の研修は各地域で行われている

が、県が一括で受講者の選定をしており、ホームページに名前を掲

載することや、協力していただく内容、各地域での活動等について

事前に了解を取ったうえで認定する形としている。認定のなかでは、

かかりつけ医と、精神科や認知症に興味のある専門医に近い医師と、

さらに各認知症疾患医療センター等の医師が加わり、三層構造で認

知症サポート医を支援していく形を作り上げている。  

(6) 県と県医師会との共催にて実施している研修会であるが、本研修

会のポイントは利用者の視点に立った連携作りとして、地区ごとに

意見交換ができる場を設けている。何が地域で課題になっているの

か、また地域包括支援センターとの連携をいかにしていくかを顔が

見える形で話し合うことを重視している。  



 

－ 31 － 

①                   

(1) 認知症に対応する連携ツール等のシステム構築  

(2) 福井県内の地区医師会  

(3) 人口約 10 万人の地域（福井県）  

(4) 平成 24 年度～  

(5) 福井県は人口が少ないため認知症疾患医療センターは２か所しか

ないが、人口約 10 万人の地域において、医師会が中心となって認知

症に対応する連携パスとツールを作った。  

いわゆる身近型の認知症疾患医療センターとも言える機能を持っ

た２か所の医療機関が、地域における専門医となり、かかりつけ医

のなかで認知症初期とフォローを診ると手挙げをした医師に初期診

断等を任せ、その後は原則として全員をかかりつけ医に返すシステ

ムが動き始めている。ただし、処方する薬等を全て専門医の了承を

得た上で、かかりつけ医が半年間フォローする形で返されており、

困ったことが起これば専門医が随時フォローするシステムが組まれ

ている。地域の認知症患者の全てを専門医が診られるわけではない

ため、専門医側からの依頼もあり、システムの構築が進められた。  

(6) 認知症疾患医療センターは地域における医療と介護の連携拠点と

しての役割を担っていることから専門医とかかりつけ医との連携に

加えて介護の連携を図るために継続した支援を行う仕組みである。

家族・民生委員や相談機関、かかりつけ医、専門医が情報共有する

ツールを活用したスムーズな多職種での情報共有がされている。  



 

－ 32 － 

①                   

(1) もの忘れよろず相談  

(2) 各務原市医師会  

(3) 各務原市（岐阜県）  

(4) 平成 23 年４月～  

 (5) １年前から、会員による手挙げ方式で「もの忘れよろず相談」を

始め、もの忘れかなと思ったら、近くの相談医に相談できる体制を

構築している。また、福祉会館や病院の会議室で月１回相談室を開

き、応募があったら市民からの相談に対応している。地域包括支援

センターで開催されるケア会議で説明をして、地域包括支援センタ

ー職員から市民に広報してもらう形で広めている。  

(6) 地域医師会と行政が一体となって施行しており、協議の場を市の

建物と基幹病院とで交互に利用している。日常の相談は市内のもの

忘れ相談医の診療所で、市民に気軽に相談ができる機会と場所を提

供している。また相談に留まらず、認知症啓発活動を地域包括支援

センター、シニアクラブなどで「もの忘れ講話」を実施している。

市もの忘れ相談医は、市内の医療機関の手上げ方式で始め、相談業

務は基本的には無料で対応している。  



 

－ 33 － 

①                 

(1) 焼津市オレンジプラン実施協議会及び焼津市認知症対策連絡会議  

(2) 焼津市医師会  

(3) 焼津市（静岡県）  

(4) 平成 24 年４月～   

(5) 医療過疎の地域である焼津市を含めた志太榛原地区では、国が提

言する「認知症疾患医療センター」を設置する公立病院は無く、か

つ地域の診療施設はその専門性が損なわれることの危惧から、「認知

症医療支援診療所（仮称）」の立ち上げも困難なことから、「認知症

疾患医療センターのない地域での、オレンジプラン実施に向けた医

療連携体制の構築」をテーマに、「焼津市オレンジプラン実施協議会

（医師５名（内、認知症サポート医１名）、地域包括支援センター職

員２名（内、認知症地域支援推進員１名）、行政関係者３名）」を、

平成 25 年９月に設けて問題点を検討してきた（平成 25 年度医療連

携体制推進事業補助金による）。  

焼津地域の「オレンジプラン」に沿った行動計画の要諦は、以下の

様にまとめられる。  

①オレンジプランに提示された「認知症疾患医療センター」を整備

することよりは、既存のこの地域の医療・介護で活用できる有用

な資源を洗い出し、適切な認知症ケアパスができるように、アン

ケート調査に基づいて認知症ネットワーク体制を見直した。  

②認知症の診断・治療を、「専門医」に丸投げするのではなく、「相

談医、サポート医」の「認知症対応力の向上」を計ってゆくこと

に重点をおいた。  

③国の定めた「 25 項目の生活機能評価チェックリスト」から５項目

を選定し、焼津市独自に９項目を追加して認知症スクリーニング

として活用、「市の健診、健康増進計画」に有効に組み込めるシス

テムを構築する準備をしている。  

④「早期診断・早期対応」のために、コンピュータのタッチパネル

方式の、「物忘れ相談プログラム、 TDAS 評価法（浦上等）」を有効

に活用すべく、このタッチパネルコンピュータを精神科有床診療

所に１台、２か所の地域包括支援センターに各 1 台ずつを配置し

た。  

⑤「認知症ネットワークの構図」を実際に稼働させるための共通の

ツールとして、画像閲覧の共有、診療内容の共有（地域連携パス）、

通信連絡網の整備等を図る計画がある。  

(6) 「認知症疾患医療センターのない地域での、オレンジプラン実施に

向けた医療連携体制の構築」をテーマに、地域の実情に合わせたケ

アシステムの構築を模索している。認知症の問題を、地域包括ケア

システムの一部であることを想定して活動している。  



 

－ 34 － 

①                   

(1) 志摩地域における総合支援システム  

(2) 志摩医師会  

(3) 志摩地域（三重県）  

(4) 平成 19 年４月～  

 (5) 

 

 

 

人口約 54,000 人の志摩市は、高齢化率が 32％を超えて、典型的な

人口流出減少地域であることに加えて、医師の退職によって県立病

院が崩壊してしまったため、子供・成人・高齢者の相談窓口を一本

化した総合支援システムを構築した。  

広域な志摩市全域を統括するため、地域を４層に構造化し、第１

層は地域包括支援センターを中心として福祉事務所内に「ふくし総

合支援センター」を作り、「地域連携推進会議」を行っている。その

子会社のような形で「地区ふくし総合支援センター」を第２層とし

て町単位に設置し、保健師または社会福祉士を責任担当者として置

いて「地域包括ケア会議」を開催する。第３層目は地区・小学校区

単位となり、地区活動計画を作り「地域ぐるみで学ぼう会」を定期

的に開催し、その下の第４層は、地域にある区・組・班という小地

域内で助け合いマップを作成して活動する形で、第１層の「ふくし

総合支援センター」が地域全体を統括している。  

医師会が中心となり行政と積極的に関わったことで、とてもうま

く稼働しているけれども、行政サイドの配置換えにより活動性の鈍

化が著しいため、核になる人材を１人から複数にすることを試みて

いる。  

(6) 

 

 

地域医師会として、地域行政と共に様々なシステムや制度等にチ

ャレンジしており、特に実際に医師がケアカンファレンスへ参加し

て、絆づくり・地域づくりに貢献することを重視して取り組んでい

る。  



 

－ 35 － 

①                   

(1) 認知症高齢者支援ネットワークモデル事業  

(2) 大阪市（行政）  

(3) 大阪市（大阪府）  

(4) 平成 20 年度～  

(5) 平成 20 年度に中央区・城東区・東淀川区の区社会福祉協議会へ「認

知症高齢者支援ネットワークモデル事業」を委託し、認知症高齢者

を多職種協働でサポートしていくとして、医師会への協力要請から

取りかかった。次年度よりモデル事業から本格事業となり、平成 23

年度には市内全 24 区に拡大した。  

平成 22 年度からは「認知症地域ケア多職種共同研修事業」として、

地区医師会へ多職種の専門職研修を委託し、区社協へは住民への認

知症の研修が委託されたことで、住民を巻き込みながら地区医師会

がさらなる多職種の専門職研修を行っていく流れができあがった。

そして、その仕組みをより強力にするため、次年度も地区医師会に

「認知症高齢者地域ケア推進強化事業」が委託されて継続されてい

る。  

平成 24 年度、大阪市から地区医師会への委託は、認知症サポート

医が地域包括支援センターへ行って連絡会における相談支援等を行

う事業として、基本的に１人当たり月２回の出務手当の予算が立て

られた。  

平成 25 年度、大阪市から委託を受け、４基本医療圏毎にかかりつ

け医認知症フォローアップ研修事業が実施されている。  

(6) 地域医師会が地域包括支援センターへ積極的なサポートを行い、

認知症サポート医の積極的な活用など、地域で認知症患者を支える

ための多職種にわたる人材育成にも、積極的に参画している。  

認知症高齢者ネットワーク事業を通じて、多くの地区医師会にお

いて、認知症相談医に対する市民への情報提供や認知症診療マップ

の作成が行われている。  



 

－ 36 － 

①                   

(1) 「いいともネットさかい」「もの忘れ安心ネット」  

(2) 堺市医師会  

(3) 堺市（大阪府）  

(4) 平成 20 年 11 月～  

(5) 平成 20 年 11 月、医師会主導のもと発足した「いいともネットさ

かい」という会議では、医療と介護に関わる関係者が一同に集まり、

現状を把握し、全市的に取り組むべき課題を検討するとともに、医

療と介護に従事する関係者に対する研修や講演会、連携シートの作

成などを行っている。平成 23 年４月、市内の地域支援病院などが中

心となり、病院関係者と福祉・介護従事者の相互間における情報共

有と連携体制を構築する目的で「 C・ C コネット」が発足した。 C・ C

コネットは「いいともネットさかい」の専門部会として位置づけて

いる。  

認知症対策の構築では、認知症サポート医と堺市、二つの認知症

疾患医療センターで取り組み、認知症サポート医の役割をできるだ

け明確化してきた。認知症に対する一定の知識と理解を持つ“かか

りつけ医”を「認知症相談医」として、医療機関の窓口に掲示する

認知症プレートを配布した。医師会のホームページに開設した「も

の忘れ安心ネット」は、認知症学習資料や専門医療機関を紹介し、

住民へのサービスにもなっている。認知症の早期発見のために、認

知症医療マニュアルを作成し、かかりつけ医が日常診療の場で早期

に発見し、治療に結びつけることに役立つ内容となっている。  

(6) 認知症対策を通じて、地域医師会がマネジメント力を発揮し市行

政と関わり、認知症サポート医や認知症相談医（かかりつけ医の活

用）をアピールし、住民を支えるネットワークを築いている。また

医療や介護に関わる地域の多職種連携マネジメントに取り組んでい

る。  



 

－ 37 － 

①                  

(1) 和歌山市認知症高齢者支援相談事業  

(2) 和歌山市（行政）、和歌山市医師会  

(3) 和歌山市（和歌山県）  

(4) 平成 22 年７月～  

(5) 「認知症高齢者支援相談事業」は、地域支援事業の中で、地域包

括支援センターを有効利用した事業として開始した。和歌山市高齢

者福祉課が、和歌山市医師会から提供を受けた医師名簿から派遣の

調整をして、毎月１回（２時間程度）各地域包括支援センターにお

いて認知症（または、その不安のある）高齢者・家族等を対象に相

談業務を行っている。認知症に関して、容易に医師へ相談する機会

を設けることで、正しい知識の普及と、早期発見・対応につながる

結果となることを期待している。  

平成 25 年度においては認知症高齢者支援相談事業以外に「認知症

高齢者見守り事業」「徘徊高齢者家族支援サービス」「家族介護教室

における認知症啓発活動」「認知症サポーター養成支援事業」「成年

後見制度利用支援事業」「地域の行事へ参加し認知症予防教室を開

催」が並んで行われている。他に医師会が関係している事業は、運

動器の機能向上を通じての認知症予防事業である「わかやまシニア

エクササイズの会」がある。これは、和歌山大学教育学部  本山貢教

授と医師会が協力して運営している。  

(6) 認知症患者を地域自身で支えるために、地域医師会と行政の協働

事業として地域包括支援センターの支援に取り組んでいる。直営で

はない地域包括支援センターのデメリットを補正し、メリットを活

かすために、地域医師会が協力し、マネジメントの幅を広げている。 



 

－ 38 － 

①                  

(1) 「わかやま型認知症予防プログラム」  

(2) 和歌山県（行政）、和歌山県立医科大学脳神経外科学教室  

(3) 和歌山県  

(4) 平成 22 年～  

(5) 平成 24 年度和歌山県認知症予防事業として、和歌山県と和歌山県

立医科大学脳神経外科学教室が共同で「わかやま型認知症予防プロ

グラム」を行っており、平成 24 年度分の報告書がまとめられた。  

本事業は、まず老人会等が開かれる場所で「脳トレドリル」の説

明を行い、その後は自宅でトレーニングを行ったり、１週間に１回

くらい集まっていただいて進捗状況の確認等を行ったりする。開始

時と終了時には、認知機能の検査を行って改善があったかを検査し

ており、和歌山県立医科大学の脳神経外科学教室からは、本プログ

ラムが有効であったというデータが各町に報告されている。  

平成 22 年から行われているが、県医師会は最初の計画段階から参

加し、認知症サポート医は市町村で実施される脳トレ教室に参加し

ている。  

 

 

(6) 地元大学と共同開発した「脳トレドリル」の活用を通じて、認知

症サポート医の積極的な参画により、予防や早期発見を推進してい

る。各医療圏域で実施されているが、郡、あるいは中山間地域での

取り組み（行政、住民とも）が熱心である。各認知症サポート医の

負担軽減のため、活動の盛んな地域においてその養成に優先的に行

われるように配慮している。  



 

－ 39 － 

①                  

(1) 高知県認知症疾患推進会議  

(2) 高知県医師会・高知県（行政）  

(3) 高知県  

(4) 平成 25 年４月～  

(5) 県行政と医師会を含む多職種による取り組みとして今年４月に発

足し、県医師会副会長がそのマネジメントを担っている。これまで

開催した会議では、高知県における認知症関連の社会資源の状況と

して、認知症サポート医、かかりつけ医、認知症疾患医療センター

の受診患者数等や実績、県民への啓発事業等について協議している。

今後は各種専門団体からの取り組みの報告と、高知県における認知

症対策の具体について、第６期の医療計画に載せるべく議論を重ね

ることとしている。  

具体的な取り組みとして、認知症の早期発見と早期介入を進める

ために、「高知県物忘れ・認知症相談医（高知オレンジドクター）登

録制度」をスタートさせ、「認知症サポート医」や「かかりつけ医認

知症対応力向上研修修了者」の 208 名が登録を済ませている。オレ

ンジドクターは県のホームページで公開して、地域の認知症患者の

相談を受け付ける中、一定の診断や専門医への紹介と治療にも携わ

る。  

(6) 県医師会が積極的に県行政に関わり、認知症対策における人材育

成や政策提案においてマネジメント機能を発揮している。  



 

－ 40 － 

①                  

(1) 認知症地域連携体制構築モデル事業  

(2) 香美郡医師会、南国市医師会  

(3) 香美郡、南国市（高知県）  

(4) 平成 25 年度～  

(5) 香美郡医師会、南国市医師会と地域包括支援センター担当のケア

マネジャー、および保健所により今年度立ち上げた認知症対策のモ

デル事業である。地域における認知症患者の早期発見・治療、およ

び困難事例、そして身体合併症などへの取り組みを協議して、かつ

かかりつけ医、認知症サポート医、専門医への流れの構築と、地域

包括支援センターの役割の明確化を協議する。今後は、先進地域の

講師による講演会や、視察・事例検討会の開催、市民への認知症へ

の理解と啓発を行う。  

高知県では、認知症患者の身体合併症（肺炎、癌、心筋梗塞、骨

折、等）に対する取り組み方が問題になっている。また、地域包括

支援センターのケアマネジャーは、認知症の重い方の取り扱いが非

常に難しいとしており、施設や認知症疾患医療センターが混んでい

る際に困難事例をどう取り扱うかは、身体合併症と合わせて今後の

課題であると捉えている。  

(6) 地域医師会が、認知症対策を通じて地域包括支援センターを支援

し、地域資源の活用によりシステム構築等マネジメント機能を発揮

している。また認知症対策を地域ぐるみで進めるために、住民への

普及啓発にも積極的に取り組んでいる。  



 

－ 41 － 

①                  

(1) ものわすれ相談事業  

(2) 筑紫医師会  

(3) 筑紫医師会（福岡県）  

(4) 平成 22 年５月～  

(5) 平成 21 年より筑紫医師会認知症委員会を設置し、地域の行政と認

知症の早期発見・早期治療についての協議を続け、高齢者やその家

族がかかりつけ医に認知症に関する相談、認知症診断と治療を実施

できる環境にするためにこの事業を発足させ、「認知症相談医」では

なく、なじみ深い名称として「ものわすれ相談医」とした。  

人口約 40 万人の地区における取り組みであり、全ての医師会会員

を対象に「ものわすれ相談医」を養成する研修を行っており、修了

証を院内に掲示することに責任を持つために毎年研修を受講する体

制になっている。地域包括支援センターには修了者の名簿が置かれ、

地域包括支援センターの相談事業のなかで依頼があれば「ものわす

れ相談医」として出向いて対応する。このことは、地域ケアにおい

て医師会として大事な活動と捉えて、医師が出向く費用は地域包括

支援センターに求めずに医師会が出している。医師会としては、地

域包括ケアシステムを構築することを行政と二人三脚で行う（連携

する）最大のチャンスとしている。  

(6) 地域包括ケアシステムを好機に、地域医師会側から地域行政に主

体的に働きかけ、すべての医師会員が、「ものわすれ相談医」として

身近な認知症等への相談に関わる体制を構築し、地域医師会への信

頼を得ながら地域づくりに取り組んでいる。  



 

－ 42 － 

①              

(1) 認知症診療ネットワーク  

(2) 福岡市中央区医師会  

(3) 福岡市中央区（福岡県）  

(4) 平成 20 年度～  

(5) 平成 20 年から認知症に対する取り組みの推進を始め、一般開業医

への啓蒙ならびに診療ネットワーク（後方支援）を行うことを目的

に構築された。厚労省の補助金事業で県が養成する一般かかりつけ

医の認知症対応力向上研修は行っていたが、それとは別に、各自治

体単位で郡市医師会が質の担保を目的として「ものわすれ相談医（認

知症を診る一般かかりつけ医）」の研修を始めた。修了となるには複

数回の研修が必要であり、その後も更新研修を毎年受けるというシ

ステムは、行政からの信用も得られて各市町村が独自に補助金を出

す形で行われるようになった。この取り組みは、福岡市（行政）か

らの依頼により福岡市医師会も関与して福岡市全体に広げられた。  

 

(6) 地域行政と地域医師会が協働して、「ものわすれ相談医」という地

域生活に密着した、認知症に気軽に相談できる“かかりつけ医”の

資質やモチベーションの向上を図っている。  



 

－ 43 － 

①               

(1) 「もの忘れ予防・相談検診」等、認知症への取り組み  

(2) 大牟田医師会  

(3) 大牟田市（福岡県）  

(4) 平成 17 年～  

(5) 

 

 

 

 

 

認知症の問題に長年取り組んでいる大牟田医師会における、これ

までの取り組みと、現在進めていることは、主に、  

   1.もの忘れ予防・相談検診  

   2.大牟田市地域認知症サポートチーム定例カンファレンス  

   3.徘徊模擬訓練  

   4.SOS 高齢者徘徊ネットワーク（愛情ネット）  

   5.認知症コーディネーター養成研修事業  

   6.絵本教室  

   7.認知症なんでも相談室  

   8.認知症有病率（地域認知症ケア推進事業外）  

 である。  

「もの忘れ検診」ではタッチパネルを利用した一次検診と二次検

診に分けられており、地域の対象者全員に行っている。厚労省のモ

デル事業の際に長谷川和夫先生が来られてスタートしたという経緯

もあり、行政の予算で全ての検診を行っている。県医師会としては、

行政主導になることで医師会の手を少し離れつつあることを危惧し

ている。  

(6) 地域行政を地元医師会が積極的にバックアップし、認知症対策を、

予防からケア、そして関わる人材育成に参画している。  



 

－ 44 － 

①            

(1) 認知症の早期発見のための認知症高齢者早期発見促進事業（霧島市

単独事業）における外来診療  

(2) 姶良地区医師会  

(3) 姶良地区医師会（鹿児島県）  

(4) 平成 22 年４月～  

 (5) 

 

 

 

県内で鹿児島市医師会に次いで２番目に大きく、約 300 名の医師

会員がいる姶良地区医師会が、国や県の補助が全く出されていない

霧島市の単独事業に取り組んでいる。  

人口約 21 万人、高齢化率 24.4％で、非常に面積が広いこの地域で、

医師会がいろいろな取り組みができるのは、公設民営の霧島市立医

師会医療センターが地域医療支援病院の指定を受けており、地域の

医療機関に対してバックアップを行っていることと、医師会長のリ

ーダーシップが大きい。県内に４か所ある認知症疾患医療センター

のうち２か所がこの地域にあり、認知症サポート医 12 名、かかりつ

け医認知症対応力向上研修を修了した医師が 29 名いる。  

事業内容は、もの忘れの症状がある 75 歳以上の者を対象として「も

の忘れ外来受診券」を提示することで市が初診料の全額を補助する

ことと、地域包括支援センターによる相談・支援業務である。まず

本人・家族が地域包括支援センターに相談に行き、基本チェックリ

ストと認知状況の確認をして受診券が発行され、医療機関でかかり

つけ医認知症対応力向上研修を修了した医師に受診する。結果は市

を経由して地域包括支援センターにフィードバックされ、ケアマネ

ジャーや訪問介護、ヘルパー等へつながれる仕組みになっている。  

(6)  認知症は早期発見、早期治療が肝要であるが、医療機関は患者の

受診を待つのでなく、行政施策に応えて、地域医師全体で患者への

アプローチに取り組んでいる点が特徴である。  
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②                 

(1) 郡山地域連携パス連絡協議会  

(2) 郡山医師会  

(3) 郡山市（福島県）  

人口約 33 万人の郡山市は医療圏が大変広く、医師不足のいわき市か

らも救急搬送を受けている。郡山市医療介護病院という県内で唯一

医師会が運営している病院があり、この病院を核として、「郡山地域

連携パス連絡協議会」が設立されており、その下で看取りを含めた

医療介護福祉連携の再構築を目指した各種取り組みがなされてい

る。  

(4) 平成 20 年５月 14 日～  

 (5) 人口約 33 万人の郡山市は医療圏が大変広く、医師不足のいわき市

からも救急搬送を受けている。郡山市医療介護病院という県内で唯

一医師会が運営している病院があり、この病院を核として、「郡山地

域連携パス連絡協議会」が設立されており、その下で看取りを含め

た医療介護福祉連携の再構築を目指した各種取り組みがなされてい

る。  

(6) 急性期や回復期のみならず、維持期や看取りにわたってパスを活

用した連携が、医師会立の医療と介護を一体化に取り組んでいる病

院が核になって推進している。  
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②                

(1) 八王子市高齢者救急医療体制広域連絡会（通称「八高連」）  

(2) 八王子市（行政）、大学病院、八王子市医師会  

(3) 八王子市（東京都）  

(4) 平成 23 年５月～  

 (5) 八王子市は、特別養護老人ホーム 22 か所、老人保健施設２か所、

療養型医療施設６か所と高齢者の保健医療福祉施設が多い。一方、

大学病院も２か所あり、うち１か所は３次救急を受け持っている。

介護施設等で入所者が急変した場合、困難ケースが多く、「東京ルー

ル」に則り、３次救急病院に搬送されることが出てくる。救命救急

を使命とする３次病院に延命が必要かどうか意思確認の難しい高齢

者が搬送されると現場はその対応に苦慮する。更には本来受け入れ

るべき患者が受け入れられなくなる事態が生じている。そこで、八

王子市消防署が事務局となり、市内の救急指定病院、一般病院、慢

性期病院、老人保健施設、特別養護老人ホーム、八王子市医師会、

八王子市の担当課等本件の関係者が一堂に会する「八王子市高齢者

救急医療体制広域連絡会（通称「八高連」）」を発足させた。様々な

意見が出されたが、まず、最初に取り組んだのは専門職、市民も含

めて、高齢者の「急変」という用語の正しい使用方法についてであ

った。健康時に突然発症し倒れるといったような「急変」とは違い、

高齢の場合は病状の自然な流れの中で、やむなく状態が悪化する場

合も多い。このような場合を安易に「急変」と表現せず、万が一の

際の医療処遇も決めておき、いたずらに慌てることなくも落ち着い

て対応するようを啓発してきた。またそのような際、救急病院への

搬送だけでなく、一般病院、慢性期の病院も受け入れ先となる仕組

みを構築した。  

更に、救急隊等が判断できるようにご本人の心身の状況、提供さ

れている医療内容、急変時の処遇の希望等が記載できる情報シート

を高齢者全戸に配布し冷蔵庫等に貼付するようお願いした。  

(6) 地域医師会が、地域医療福祉資源の現状を踏まえて、高齢者の病

状の変化を「急変」として、救急体制につなげる方針を改め、一般

の病院や療養機関が受け入れられるよう、住民教育を行うと共に、

ネットワークの構築を図ったことは意義深い。   
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②                  

(1) 「長生きするなら北区が一番」事業との連携  

(2) 北区医師会  

(3) 北区（東京都）  

(4) 平成 23 年４月～  

 (5) 

 

 

 

高度成長期に建築された大規模団地を多く抱え、その結果急激な

高齢化により団地住民の半数が高齢者となるなど、都内で最も高齢

化率が高い区である。まさに高齢者対策が喫緊の課題の地域である。

そういったことを背景に本事業がスタートしている。  

本事業の中心的役割を果たしている北区並びに地域包括支援セン

ターと北区医師会は、協力して以下の５つの課題に取り組んだ。(1)

見守りコーディネーターの設置、 (2)実態把握機能の強化、 (3)直営

型地域包括支援センターの強化、 (4)地域包括支援センター（現：高

齢者あんしんセンター）認知症サポート医の配置、 (5)在宅介護・医

療連携推進会議の開催。  

本事業では様々な調査を行っており、その結果を速やかに事業プ

ログラムに反映させている。例えば、区民の中には医療に繋がって

いない者が相当数存在し、その結果、実に在宅で亡くなった方の 2/3

が「検案」対応になっていることが判明した。そこで、町内会、民

生委員、ご近所からの情報を高齢者あんしんセンターが受けて、医

療・介護につなげる仕組みを作りあげた。訪問診療等で心身の状態

を把握し、要介護認定等を受け、必要なサービスに結びつけること

が可能となった。高齢者あんしんセンターと区医師会の情報の一元

化も進んでいる。高齢者あんしんセンターの役割を十分に発揮する

ために、区に予算要望し、同センターに認知症サポート医や保健師、

リハビリ専門職を配置した。センター運営に医師会理事が積極的に

参画することで連携を強化する流れを作り、更には、「医療介護連携

協議会」を開催して、多職種が情報提供する場も設けている。  

(6) 地域医師会が、多職種が集まる会や会議をできるだけ開催するこ

とで、役割分担を進める前に、目標の共有化や信頼関係を構築する

など、いわゆる顔の見える関係作りに力点を置いている。  
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②                  

(1) 地域包括支援センターの受託  

(2) 杉並区医師会  

(3) 杉並区（東京都）  

(4) 平成 18 年４月～  

 (5) 杉並区医師会は直営で地域包括支援センターを１か所運営してい

る。こういったことは東京都内でも稀有な例である。医師会と杉並

区との関係が密であったことの表れでもある。センター運営につい

ては人件費等の事業費用に関する問題も多いが、医師会だけが苦し

いわけではないので他の委託法人と足並みを揃えつつも医師会とし

て要望を出している。医師会が杉並区と対等な立場で地域包括支援

センターのグループを率いながら意見を述べていくことで、課題の

解決につながっている。そういった意味では他のセンターから医師

会のセンターに対する期待も大きい。  

認知症サポート医と地域包括支援センターの連携については、「も

の忘れ相談事業」をスタートとし、現在は認知症サポート医のみな

らず精神科医も加わった形で事業を進めている。医師会としては今

後増加する認知症の問題を重要事項ととらえ、地域包括支援センタ

ーを自営している強みを生かして、地域包括支援センターの認知症

対策をより強化するよう要望するなど、センターが地域で有効活用

されるよう積極的に支援している。  

(6) 地域医師会が地域包括支援センターを直接運営することで、他の  

センターの機能向上にも積極的に関わることで、在宅医療の推進や

認知症問題解決に取り組んでいる。  
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②                    

(1) あんしん見守り往診ケア事業  

(2) 川崎市医師会  

(3) 川崎市（神奈川県）  

(4) 平成 11 年 10 月１日～  

(5) 

 

 

 

 

 

川崎市は政令指定都市であるため、川崎市医師会には県医師会か

らだけではなく、川崎市（行政）から直接モデル事業等の相談があ

り、市医師会と行政とはいつもよい関係を保っている。  

「あんしん見守り往診ケア事業」は、川崎市で独自に行った取り

組みであり、川崎市からの受託事業として協力していた。かかりつ

け医がいなく在宅療養のための診察を必要としている高齢者に対

し、本会から診察調整医を指定、診察調整医が医師を紹介し、往診

または診察を行う事業。事業の周知不足等も相まって実績があがら

ず、平成 24 年度を以て事業が廃止になるため、その代案事業として、

川崎市からは川崎市医師会が中心となって「在宅医療連携拠点事業」

を受けてくれないかと提案を受けた。  

あんしん見守り往診ケア事業廃止に伴う代案事業として、平成 25

年度より「在宅医療連携拠点事業」の取り組みを川崎市と共に検討

している。在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、地域包括

支援センター等を含めた多職種協働による在宅医療の支援体制を構

築し、医療と介護が連携した地域における包括的かつ継続的な在宅

医療の提供を目指すためのモデル事業である。  

(6) 地元行政と地域医師会が、本事業を核に、在宅医療・療養を可能

とするべく、「診察調整医」を設置して、地域生活に密着した医師の

支援体制をマネジメントしている。さらに「在宅医療連携拠点事業」

を地元行政と協働して受け入れ実践することにより、地域における

包括ケアの推進に主体的に関わっている。  
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②                    

(1) 在宅ケアを支える地域連携推進会議  

(2) 川崎市医師会・川崎市看護協会・川崎市介護支援専門員連絡会  

(3) 川崎市（神奈川県）  

(4) 平成 24 年１月～  

(5) 

 

 

 

 

 

川崎市医師会、川崎市看護協会、川崎市介護支援専門員連絡会が

交代でシンポジウムを開催してきた。  

在宅医療に係る「ターミナルケア」「在宅看取り」をテーマとした

パネルディスカッションで、毎回 200 名以上が参加する。顔の見え

る関係を構築することで地域での連携が進み、ディスカッションの

結果から「情報共有」「患者、家族教育」の重要性を確認した。  

これを受け、介護支援専門員連絡会から情報共有のためのツール

の提案があり、現在試験的に運用している。  

(6)  今後は行政から医師会が委託を受け、参加団体に歯科医師会や薬

剤師会等を加え、枠組みを拡大していく。この会議の中で協議する

のは、人材育成の研修会のプログラム検討や地域包括支援センター

が主催する地域ケア会議に積極的に参加する医師の配置を考えてい

る。これらの事業は川崎市における在宅医療連携拠点事業につなが

っていく。  
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②                   

(1) 新潟市医師会在宅診療医ネットワーク  

(2) 新潟市医師会  

(3) 新潟市（新潟県）  

(4) 平成 24 年 11 月～  

(5) 昨年 11 月に、在宅医療のネットワークとして「新潟市医師会在宅

診療医ネットワーク」がスタートした。  

新潟県では、平成 23 年に新潟市と新潟市医師会のそれぞれが在宅

医療に関するアンケート調査を行い、その結果から明らかになった

問題は全国的な課題と同様であり、新潟市に特別な事情があるわけ

ではないことがわかった。  

新潟市内には訪問診療等の小さなネットワークが４つあり、新潟

市医師会では平成 23 年から補助金を出す取り組みを始め、その補助

事業は平成 24 年まで続いている。そのような取り組みが進み、「新

潟市医師会在宅診療医ネットワーク事業」が立ち上がった。  

本事業の規定にある「在宅医療グループ及び在宅診療医相互の連

携支援事業」に示されているように、“在宅診療医のコーディネート

機能も目指す。”ことを最終的な目標として本ネットワークはスター

トした。これまで新潟市医師会員 1,513 人うち、 53 人の医師が手を

挙げているけれども、今後も仲間を増やしながら、急な時にお願い

ができる等の現実的な取り組みができる窓口機能を開いていけるよ

うに、県医師会としても市医師会に協力をしていきたい。  

(6) 地域の医師達が以前から自主的に取り組んでいる訪問診療等の小

さなネットワークを基盤に、地域医師会が補助金を出すことによっ

て、地域に広がる「医師会在宅診療医ネットワーク事業」につなが

っていった。そのため在宅診療医相互の連携を重視した、地域に根

づいた活動として広がりつつある。  
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②                   

(1) かかりつけ医紹介制度  

(2) 武生医師会  

(3) 越前市、南条郡南越前町（福井県）  

(4) 平成 21 年～平成 23 年度  

 (5) 病院からの退院時に在宅の主治医がいない方に対して、病院から

の連絡を受けて主治医を紹介する制度を行っている。医師会に事務

局を置いているけれども、利用は年に数人程度と意外に少なく、実

際は紹介した主治医に帰して在宅を診ていることが多いことが分か

った。  

(6) 今のところ利用度は少ないものの、地域医師会が病院からの依頼

を受けて、かかりつけ医を斡旋する仕組みづくりは今後の活用が期

待される。データの登録更新や確認、新規登録依頼など、新しい情

報にしていくことなどが必要である。  
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②                   

(1) 地域リーダー研修会  

 

 

(2) 福井県、福井県医師会  

(3) 福井県  

(4) 平成 24 年度  

(5) 福井県・福井県医師会主催にて「地域リーダー研修」を開催し、

各郡市医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護ステーション連絡

協議会、介護支援専門員協会などからの推薦者、また市町介護保険

事業所轄課、地域包括支援センター、県健康福祉センターを含めて

計 96 名もの多職種連携会議を始めて開催した。  

本研修では平成 25 年度以降における地域単位での多職種連携推進

の場づくりに向けたモデル手法を提示した。  

①都道府県リーダー研修のモデル手法を伝達  

②在宅医療連携拠点が行っている先行事例および成果をモデル提

示し、他地域との連携を促進  

 

 

(6) 在宅医療を展開していくために、医療と介護の一体化が重視され

たことを踏まえて、郡市医師会が積極的に参画することにより、各

地域で市町を中心にと多職種連携が推進され、地域包括ケア体制の

構築に繋げている。  
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②                  

(1) 地域医療・在宅ケア関係者の「多職種連携会議」  

 

 

(2) 武生医師会、越前市  

(3) 越前市（福井県）  

(4) 平成 25 年度  

(5) 福井県・福井県医師会主催にて開催した「地域リーダー研修」に

て各地域にて多職種連携会議が開催できるようモデル手法を伝達し

た。  

その内容を踏まえ、武生医師会では『顔の見える多職種連携』を

推進する場を開催し、平成 25 年度実践事例として、地域包括支援セ

ンターからの提供とし、「がん末期、認知症、経口摂取困難等の事例」

について専門職の多職種連携により何ができるかを話し合った。  

 

 

(6)  認知症サポート医、認知症専門医、地域包括支援センター等の間

に顔の見える関係作り、つまり地域の多職種の関係者間の信頼関係

を構築することに重点を置き、地道に継続して活動を続けているこ

とが注目される。  
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②  

(1) 医師会内に「地域医療連携室」を設置  

在宅医療連携拠点事業（国事業）で医師会内拠点の設置  

(2) 大阪市東成区医師会  

(3) 大阪市東成区（大阪府）  

(4) 平成 23 年～  

(5) 在宅医療の継続困難例に「かかりつけ医」を持たない病院の患者

である例が多いことが調査で示され、地域に戻る通院患者や在宅医

療に円滑に導入させるための医師会内「地域医療連携室」を立ち上

げて、「かかりつけ医」紹介システムを機能させた。その結果、病院

からの地域への逆紹介を促進して、病院診療所の機能分化を推進さ

せた。昨年、「在宅医療連携拠点事業（国事業）」を受託して、多職

種連携を踏まえ、在宅医療を担う医療者に対する支援も加えていき、

現在は、周辺の８つの基幹病院と医療連携の推進を図ることや、地

域包括支援センターとの連携強化に努めることを重点的に事業の展

開をしている。  

東成区医師会は、「在宅医療連携拠点事業」の事業で多職種連携の

ガイドブックを作成し、高齢者の医療や介護などの諸情報を記した

「お守りネット手帳」で地域包括支援センターと共に、高齢者に「か

かりつけ医」を持たせ、地域商店街に高齢者交流サロンの設置、相

談活動を行って認知症者の早期発見、独居高齢者の状態把握に務め

た。これらの活動を通して、地域活動協議会と共に震災などの防災

訓練に医師会が各校下に担当者を派遣、訓練活動を行うまでになっ

ている。  

(6) 地域医師会が「在宅医療連携拠点事業」を受け入れて、「区民全体

にかかりつけ医」を目標に、在宅医療システムの構築に取り組んで

いる。かかりつけ医を持たない基幹病院の入院患者が速やかに退院

できるような仕組みづくりを通じて、多職種連携や地域包括支援セ

ンターとの連携強化、また地域サロンづくりなど、地域づくりの一

環として積極的に取り組んでいる。  



 

－ 56 － 

②  

(1) 医療・ケアマネネットワーク連絡会（通称「いけ！ネット」）  

(2) 藤井寺市医師会  

(3) 藤井寺市（大阪府）  

(4) 平成 19 年３月 19 日  

(5) 事務局を地域包括支援センターに置き、医師、ケアマネジャー、

歯科医師、薬剤師、訪問看護師、病院の MSW、老人福祉施設職員、保

健所の保健師、高齢介護課職員など 30 数名が４グループに分かれ、

毎月第４火曜日の定例会に参集し、多くのテーマについて協議し、

成果を関係団体にフィードバックしている。年に２～３回の勉強

会・研修会と年に１度の交流会を開催している。  

人口７万人以下で医師会１つに地域包括支援センターも１つとい

う、非常に連携等に取り組み易い状況の地域であり、医師会と地域

包括支援センターが緊密な連携を取って、当連絡会を基本として在

宅医療と認知症施策に取り組みながら、各地で問題とされている保

健所との連携もできている。認知症に関する取り組みも進んでおり、

大阪府下でのモデル的な医師会の取り組みである。  

「いけ！ネット」の活動を基本として、在宅医療推進委員会にお

ける「藤井寺市在宅医ネット」を結成し、情報交換掲示板を設置し

て「在宅医療紹介書」を作成する等で連携を図っている。また、大

阪府藤井寺市保健所内に「難病在宅地域支援ネットワーク推進委員

会」を設置して地域の支援体制の構築を目指している。  

(6) 地域医師会と地域包括支援センターの緊密な連携を基盤に、保健

所との連携がとれており、地域のネットワークづくりに積極的に参

画している。在宅医療紹介書などネットワーク間の情報共有への取

り組みを充実させている。医療と介護の連携は着実に強化されてお

り、両者の垣根は格段に低くなり、医療職・介護職のみならず、通

院患者・在宅患者にも効果が出てきている。  



 

－ 57 － 

②  

(1) 大阪府転退院調整・在宅医療円滑化ネットワーク事業  在宅医療推

進モデル事業  

(2) 大阪府医師会  

(3) 大阪府  

(4) 平成 24 年度～  

(5) 大阪府の平成 24 年度地域医療再生基金の一環で行われた。在宅医

療を推進している取り組みを募り、事業を再評価することとし、募

集にあたっては、大阪府と協議して３つのモデル例（①地区医師会

等を連携拠点とする例では、医師会内に地域医療連携室等を設置し

たモデル的な東成区医師会の事業②訪問看護ステーションを連携拠

点とする例では、訪問看護ステーションが病院に滞在し、在宅医療

で対応できることを病院スタッフに理解してもらい、患者が安心し

て在宅医療へ移行できるよう、退院調整看護師等の病院スタッフと

訪問看護とをつなげていく事業③強化型在宅療養支援診療所・病院

を拠点とする例では、今年度の診療報酬上で位置付けられた強化型

在宅療養支援診療所・病院に関して、地区医師会が調整役として 24

時間のコールセンター的な役割も担いながら、医師会員と病院とが

連携して在宅医療を推進する事業）を掲げた。  

この事業には、18 の地区医師会を含む 23 の団体等から応募があっ

た。  

(6) 急性期病院で退院可能となった患者が、回復期・亜急性期・療養

型の医療機関等を経ながら在宅へ戻る流れを円滑にするために、最

後の在宅の部分を強化することに重点を置き、医師会内に地域医療

連携室等を設置し、患者が安心して在宅医療へ移行できるよう、退

院調整看護師等の病院スタッフと訪問看護とをつなげていくなど、

マネジメント機能を、医師会が果たしている。また在宅療養中に急

変した場合の後方支援体制の構築にも力点が置かれている。  



 

－ 58 － 

②  

(1) 大阪府転退院調整・在宅医療円滑化ネットワーク事業  在宅医療推

進モデル事業（平成 25 年度）  

(2) 大阪府医師会  

(3) 大阪府  

(4) 平成 25 年４月 1 日～平成 26 年３月 31 日  

(5) 

 

 

 

 

平成 24 年度に引き続き、平成 25 年度も大阪府の地域医療再生基

金の一環で在宅医療推進モデル事業を実施している。在宅医療を推

進している取り組みを募り事業を再評価することとした。募集にあ

たっては、昨年度の①在宅医療の在り方を提示する「モデル性」、②

地域特性に応じて取り組む「地域性」、③医療と介護が連携する上で

の「課題抽出」、④包括的・継続的な在宅医療の体制構築に繋がる「実

現可能性」「持続性」に加え、市町村が主体となって地域医師会等と

連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取り組みを支援する

こととし、必須項目として①市町村との協働、②在宅医療に携わる

多職種のモデル研修の実施を加えた。  

事業内容は、①地域の医療・介護資源の把握及び活用、②多職種

連携の会議の開催、③研修の実施、④ 24 時間 365 日の在宅医療・介

護提供体制の構築、⑤地域包括支援センター・ケアマネジャーを対

象にした支援の実施、⑥効率的な情報共有のための取り組み、⑦地

域住民への普及・啓発であり、この事業には 19 の地区医師会から応

募があった。  

(6) 平成 24 年度実施の「在宅医療連携拠点事業」から以下の課題を明

らかにし、円滑に取り組まれている。  

①地元行政と連携し在宅医療提供を点からネットワークを構築、

②医療者側対する理解の向上、③介護関係者の医療分野の知識の充

実、④介護関係者側が容易に医療関係者にアプローチ、ケアマネジ

メントの質の向上など。  



 

－ 59 － 

②  

(1) 在宅医療推進モデル事業（府事業）  

(2) 大阪市旭区医師会  

(3) 大阪市旭区（大阪府）  

(4) 平成 24 年 10 月～  

(5) 大阪市旭区医師会は「大阪市高齢者等認知症ネットワーク事業」

において概ね小学校区（８校区）に認知症責任医師（旭区版認知症

サポート医）を配置し、各校区内の集会場等で地域住民に対して認

知症に関する講演を行い、地域の責任医師として認知症の相談窓口

として積極的に活動をしている。このシステムを「転退院調整・在

宅医療円滑化ネットワーク事業」にも活用し、各校区（平均高齢者

3000 人、在宅 130 人）に在宅医療責任医師を配置した。認知症と同

様に各校区で在宅医療に関する講演会（地域学習会）を開催した。

平均 50 名の地域住民が参加し、地域包括支援センターやかかりつけ

医、ケアマネジャー、訪問看護師等が開催に協力をした。在宅医療

相談窓口としてかかりつけ医がいない、かかりつけ医が在宅対応不

可、在宅困難事例、医療連携、医療・ケア連携等に対応し、区民講

座や講演会等の企画も行った。地域学習会を開催することによって

地域住民には在宅医療の現状や医療・ケア連携や緊急時の対応、在

宅ケア、在宅看取り等が理解できた。また、多職種が協力し開催す

ることによって連携が推進された。小エリアに責任医師を配置する

ことによって、在宅医の紹介や医療連携、医療・ケア連携が迅速に

行うことができ、在宅患者にとって安心できる地域となっている。  

(6) 地域医師会が、小学校区単位で責任医師を配置することによって、

地域での取り組み対応が迅速・円滑にいくようになった。小学校区

での地域学習会の開催により住民への在宅医療に関する啓蒙、啓発

に積極的に取り組んでいる。本事業を行うことにより在宅可能医療

機関が 64％に増加した。  



 

－ 60 － 

②  

(1) 在宅医療推進モデル事業（大阪府事業）  

(2) 泉佐野泉南医師会  

(3) 泉佐野市、熊取町、泉南市、阪南市、田尻町、岬町（大阪府）  

(4) 平成 24 年度  

 (5) １つの地域医師会のなかに６つの自治体（３市３町）がある泉佐

野泉南医師会は、広域医師会ということから連携において十分な機

能が発揮されない状況であったことから、「転退院調整・在宅医療円

滑化ネットワーク事業」「在宅医療推進モデル事業」および「泉佐野

泉南医師会圏域「医療と介護・多職種連携」事業」に取り組み、多

職種向けにアンケート調査を実施。そのアンケートから、①時間的

制限、②マンパワーの不足、③後方支援、④連携先の情報不足の 4

つの課題を抽出。その課題の解決に向け、「多職種連携会議」を 2 ヶ

月に 1 回開催し、取り組みを進めている。  

その連携の推進を図っていく上で、行政及び地域包括支援センタ

ーの存在は非常に大きく、特に行政と協働していくことが重要であ

ると考えている。また、医師会圏域の６つの自治体（３市３町）が

連携し、共通認識を持つことが最重要である  

(6) 地域医師会が複数の自治体の特殊性を踏まえながら、在宅医療の

推進を図る手立てについて検討している。多職種が「どうすれば連

携が進むのか」を「同じ目線」で考え、「顔の見える関係」を構築す

ることを重視。  

泉佐野泉南医師会は、「 WAO（輪を）！」大切に、「 WAO（輪を）」  

（ W：忘れてもだいじょうぶ、A：安心と、O：おもいやりの町）を合

言葉に取り組みを進めている。  



 

－ 61 － 

②  

(1) クラウド型医療情報共有システム  

“ゆめ病院”  “ i-ゆめ在宅医療ネットワーク”  

(2) 伊都医師会  

(3) 伊都郡、橋本市（和歌山県）  

(4) 平成 14 年４月～  

(5) 「ゆめ病院」は、血液検査結果や処方等の患者情報を診療所およ

び病院等で共有し、在宅医療にも活用されている地域医療連携シス

テムである。大震災、洪水などの災害で消失される恐れがないクラ

ウド型を志向している。  

さらに、 iPad と「ゆめ病院」を組み合わせ、在宅患者の医療情報

を在宅医療に携わるかかりつけ医間で共有し、 24 時間 365 日対応で

きる「 i-ゆめ在宅医療ネットワーク」を構築した。在宅患者の急変

時には訪問看護ステーションの看護師が出向き、必要な時にかかり

つけ医に連絡をするが、連絡が取れない時には当番医が対応するネ

ットワークになっている。  

(6) 地元医師会が、 IT 技術を活かして、 24 時間 365 日対応、「 i-ゆめ

在宅医療ネットワーク」を構築し、病院と診療所で患者情報の同時

共有を可能とし、また、災害時にデータが紛失しない対応策もとら

れている。一方、診療所間の協力により、患者の急変時にも、訪問

看護ステーション等との連携が速やかに行えるような仕組みとなっ

ている。  



 

－ 62 － 

②  

(1) IT を用いた医療・介護・福祉・健康情報共有システム  

「すさみ町地域見守り支援システム」  

(2) 国保すさみ病院  

(3) すさみ町（和歌山県）  

(4) 平成 22 年１月～  

(5) 和歌山県西牟婁郡すさみ町は、人口約 5,000人で高齢化率が 41.0％

と高いため、少ない人員で効率よく地域を見守ることができるよう

に、光回線を利用して医療・介護・福祉等の情報を共有し、支援す

るシステムを構築して運用している。海岸沿いから山奥までかなり

面積が広いため、山奥に住んでいる方々をどのように介護して見守

っていくか、住民の生活上での変化を早い段階で見つけ出すことも

含めたシステムになっている。  

経済産業省の補助金を活用して行われた事業であり、医療関係の

サーバーは国保すさみ病院に、介護関係はすさみ町の社協、福祉に

関しては町役場にそれぞれサーバーが置かれている。当初はこのパ

ソコンの保守、管理、運用の人件費が問題にされたが、かえって雇

用を創出すると、今では非常に喜ばれている。  

田舎版のシステムではあるけれども、他の地域でも応用して使え

るのではないかと思われる。  

又、このシステムへの住民の参加率が高く、過疎地ほど自助の精

神が高いことが想像される。  

(6)  地方の見守りシステムとして IT 技術を投入し、医療、介護、福祉

が連携して、住民に対するきめ細かな生活支援を行っている。和歌

山市内の独居世帯、老老介護世帯等にも応用を検討している。  



 

－ 63 － 

②  

(1) 訪問看護支援事業（コールセンターおかやま）  

(2) 岡山県医師会、岡山県看護協会、岡山県（行政）  

(3) 岡山県  

岡山県における訪問看護は決して活性化している状態ではないこ

とが、約２年前に話題になり、岡山県医師会と岡山県看護協会と県

の担当者が協議して、厚労省老健局で予算化された訪問看護支援事

業を平成 23 年４月に岡山県医師会が受託し、三者でこの事業を進め

てきた。同年９月には、「訪問看護コールセンターおかやま」を立ち

上げ、看護協会内に専従看護師１人を月曜日から金曜日の９時から

17 時まで常駐させて、訪問看護に関わる電話相談を受けることとし

た。そして、医師会、看護協会、県の担当者ら約７人が集まる委員

会を毎月１回開催し、相談された内容や件数、さらにＰＲ方法等に

ついて検討を続け、現在に至っている。コールセンターへの電話は、

訪問看護ステーションからの相談が約半分を占め、新規の訪問看護

につながる病院連携室と介護保険関係機関（地域包括支援センター、

居宅介護支援センター、特養や老健等の介護保険施設）からは合わ

せて 33％であり、患者の身内からもかかってくる。昨年 10 月からは

週３回勤務の専従職員を１人雇用し、病院連携室、介護保険関係機

関を訪問して、さらにＰＲ活動に努めている。  

生活のなかで医療を提供することに関して、医師会が主体的に訪問

看護を応援するという素晴らしい取り組みである。また、在宅医療

を行うために訪問看護があるということが住民にも分かり易い。医

師会がリーダーシップを取って住民への普及啓発ができるという１

つのモデルになるため、訪問看護の推進事業に主体的に取り組んで

いる医師会について、調査する必要がある。  

(4) 平成 23 年４月～ 25 年３月  

(5) 

 

 

 

 

 

質の高い在宅医療に訪問看護は必須であるが、全国的に訪問看護

は広く浸透しているとは言い難い。訪問看護の活性化を目的として、

岡山県医師会は厚労省で予算化された「訪問看護支援事業」を受託

して、「訪問看護コールセンター」を立ち上げて、訪問看護に関する

電話相談窓口を設置した。  

県内の訪問看護を活性化させるため、約２年前に県医師会と県看

護協会と県担当者が協議し、厚労省老健局で予算化された訪問看護

支援事業を平成 23 年４月に県医師会が受託し、三者で本事業を進め

てきた。同年９月には、「訪問看護コールセンターおかやま」を立ち

上げ、看護協会内に専従看護師１人を常駐（月～金曜日９～ 17 時）

させ、訪問看護に関わる電話相談を受ける体制を整えた。そして、

医師会、看護協会、県担当者ら約７人が集まる委員会を毎月１回開

催し、相談内容や件数、さらに PR 方法等について検討を続け、現在

に至る。訪問看護ステーションからの相談が約半分を占め、新規の

訪問看護につながる病院連携室と介護保険関係機関（地域包括支援

センター、居宅介護支援センター、特養や老健等）からは 33％であ

り、患者の家族からもかかってくる。昨年 10 月からは週３回勤務の

専従職員を１人雇用し、病院連携室や介護保険関係機関を訪問して、

さらに PR 活動に努めている。  

本事業の目的は、訪問看護の普及だけでなく、「質の高い在宅医療

を進めるため」ということが大前提にある。  

平成 25 年４月以降は、県訪問看護ステーション協議会が県の補助

事業を受けて「コールセンターおかやま」を続ける予定である。  

(6) 専従の看護師を配置して週５日（９～ 17 時）電話相談を受け付け

た。メディアの報道により「訪問看護」の認知度は向上したといえ

る。  

生活のなかで医療を提供することに関して、医師会が主体的に訪

問看護を応援するという素晴らしい取り組みである。また、在宅医

療を行うために訪問看護があるということが住民にも分かり易い。

医師会がリーダーシップを取って住民への普及啓発ができるという

１つのモデルになるため、訪問看護の推進事業に主体的に取り組ん

でいる医師会について、調査する必要がある。  



 

－ 64 － 

②  

(1) 高知県在宅医療体制検討会議  

(2) 高知県（行政）、高知県医師会等  

(3) 高知県  

(4) 平成 24 年度～  

(5) 県が平成 24 年度に立ち上げた会議であり、関係職種の団体等がメ

ンバーとなり、県医師会員が会長に就任。在宅医療（訪問診療・緊

急時受け入れ・看取り等）の取り組み状況についてアンケート調査

をして、地域にある資源をどのように活用するかを検討すると同時

に、核となる医療機関を特定して県医療計画に書き込めるようにす

る。また訪問看護や多職種による在宅介護支援についても今後の課

題として検討している。  

高知県の訪問看護ステーションは多いところでも３人程度の体制

であり、24 時間対応がほとんどできておらず、新設された 24 時間の

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は１か所も届出がない状況のな

かで、果たして在宅医療、地域包括ケアシステムが機能するのか今

後の課題。  

(6) 高知県の療養病床が多いという特殊性もあり、訪問看護ステーシ

ョンをはじめ  在宅医療の地域資源が不十分であることから、それ

らの改善やこれらを踏まえた対策について、地域医師会が主体的に

取り組んでいる。  



 

－ 65 － 

②  

(1) 医師会病院を中心とした過疎地域における在宅医療連携拠点事業  

(2) 肝属郡医師会  

(3) 肝属郡（鹿児島県）  

(4) 平成 24 年 6 月～  

 (5) 人口約 17,800 人、高齢化率は 41.6％と県内で最も高く、過疎化も

いちばん進んでいる地域における取り組み。地域の医療資源は病院

１、有床診療所３、無床診療所 11（内、へき地診療所５）、調剤薬局

９など医療資源の乏しい地域である。また、へき地診療所には、医

師が週に１回しか行けないというような地域があり、医師会が中心

となり、医療資源・社会資源をいかにして組み立てていくかという

試みを行っている。地域で唯一の病院である医師会立の病院が在宅

医療連携拠点事業を実施し、行政をはじめ、地域の関係機関、事業

所を総動員してのシステム作りを進めている。  

「在宅医療連携連絡協議会」を年に６～７回開催し、「口腔栄養ケ

ア関連作業部会」と「南大隅地区調剤薬局作業部会」という協議の

場も設けられている。また、情報共有体制の構築として、メーリン

グリストや医療連携の予算で連携促進業務直通のＦＡＸ回線を開設

したり、高齢者の緊急搬送、夜間時対応のために情報提供カードの

導入をしたり、医師会病院の地域連携室を要として関連事業所との

退院前カンファレンスを実施することで連携の促進を図っている。

さらに、「医療・介護従事者研修会」や、地域住民への在宅医療に関

する普及啓発活動等も行っている。  

(6) 過疎地域において、医療資源、介護資源が限られているという制

約がある中で、地域医師会が中心になり、地域の実情に合った地域

包括ケアシステムを構築しつつあり、これは医師会主導の過疎型モ

デルのひとつになると考えられる。  


