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在宅支援会議、地域包括ケア会議が地域包括ケアシステム推進の役
割を果たすか明らかにする

発 表 者 岩井 里美 （鳥取県：日南町地域包括支援センター）

共同研究者 梅林 千恵、小澤 美知弥、長谷川 照子、坪倉 洋子、
山田 恵、緒形 明朗、川上 敏彦、吉澤 美津恵、佐伯 香澄
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日南町地域包括支援センターが関係機関と連

携して実施している在宅支援会議、地域包括ケ

ア会議が地域包括ケアシステム推進の役割を果

たしているかを、「地域包括ケア」の５つの機

能である個別課題解決機能、ネットワーク構築

機能、地域課題発見機能、地域づくり・社会資

源開発機能、政策形成機能を視点に検証しまし

た。
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日南町は平成２５年３月末現在で高齢化率４５．９

％です。高齢者人口は平成１７年をピークに減少

し、７５歳以上人口も平成２２年より減少していま

すが、今後７～８年後まで８５歳以上人口は増え

ると予測されています。このような超高齢の町

で住み慣れた地域で暮らしていくためには地域

包括ケアシステムの構築が急務となっていま

す。
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在宅支援会議は毎週月曜日の夕方から町立病

院、介護サービス事業所と地域包括支援センター

の３つの団体で開催し、要援護高齢者の情報を

交換し、課題を検討して支援を行っています。

このことは個人課題解決機能があると考えま

す。
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また、在宅支援会議等から個々の事例を検討

することから見えてきた８０代以上の一人暮らし

高齢者や高齢者夫婦の地域課題及び生活課題と

して、これらの５つが見えてきました。これは

地域課題発見機能があると考えます。
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次にこれらの個々の課題から�について、在
宅支援会議で薬がきちんと服用できない１８事例

の支援経過をまとめて、地域包括ケア会議にお

いて３団体に加えて薬局もまじえて服薬の動機

付け、家族支援への働きかけ、関係者の支援方
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法など話し合いました。薬局、病院、介護サー

ビス、保健師、地域包括支援センターが一緒に

検討したことは保健・医療・介護のネットワー

ク構築機能があったと考えます。
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次に�について、食生活において食事サービ
スボランティア、民生委員、まちづくり協議会、

町内のスーパー、飲食店、配達弁当企業などが

集まり高齢者の食生活に関係する地域の資源を

出し合い、どんな資源が不足して高齢者の生活

の不便さとなっているかを考え、自分達に何が

できるかを話し合いました。結果、町内スーパー

が「テレフォン買い物支援代行」という新しい

サービスを開始しました。このことから地域づ

くり・資源開発機能があったと考えます。
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次に�については、地域の見守り活動と関係
者の連携として企業、民生児童委員、社会福祉

協議会、食事サービスボランティア、まちづく

り協議会の集落支援員、警察署地域係、消防署

の取組を聞き合う事で、お互いの活動を理解し

て顔の見える関係づくりを構築しました。この

ことは、地域資源のネットワーク構築機能があっ

たと考えます。
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次に�については、本人は家で暮らしたい、
家で死を迎えたいと考えていても家族や親せ

き、地域の人からは食事や火事、転倒の心配か

ら施設入所の声があがる事があります。
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本人の意思を尊重するとはどういう事かをみ

んなで理解して行くために地域包括ケア会議シ

ンポジウムを開催しました。本人の意思表示の

ツールとして「もしもの時のしあわせノート」

を説明配布し、本人の最善を実現するために本

人、家族や関係者ができる事は何かを考えるきっ

かけとなるようにしました。その後も地域の集

まり、介護予防教室で「もしもの時のしあわせ

ノート」の活用を話し合い、住民自身に課題を

共有し自ら参画する取組に繋げています。この

ことは地域づくり機能があったと考えます。
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次に�については、要支援１・２、要介護１・
２の方で町外のケアハウス、サービス付き高齢

者住宅などに移られた５５名についてケアマネー

ジャーと地域包括ケア会議企画会議メンバーで

なぜ、町外の施設に出なくてはならなかったの

かを検討しました。町内に不足している住まい

を民生児童委員、まちづくり協議会、社会福祉

協議会などと話し合いを重ねて青写真を作り、

日南町中心地域整備プロジェクト会議へ提出し

ました。このことは政策形成機能があったと考

えます。
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結論として、在宅支援会議、地域包括ケア会

議は地域ケアの５つの機能を備え、地域包括ケ

アシステムの推進の役割を果たしていると考え

ます。
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