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住み慣れた町で安心して療養できるための
医療介護連携システムを目指して

～矢掛町国民健康保険病院の試みと役割～

平成２７年４月１日現在
総人口 １４９２２人
高齢化率 ３５．９９％

その他７医療機関

住み慣れた町で安心して療養できるための
医療・介護連携システム

①住民のニーズに応じた、医療・看護・介護サービスが切れ目なく・ スムーズに
提供できるシステムが重要。
医療・看護・介護サービスを提供する施設間や担当者間の密接な
連携と情報交換と情報共有が重要。

担当者の情報交換会や懇談会の実施。 連携シート「結びの和」の普及
施設間で異なる紹介状・情報提供書を中止して「結びの和」 で
統一できないだろうか？

② 住民への在宅療養に対する 情報提供や 意識の改革。
講演会等での情報提供が重要。

③ 安心して効率的な、24時間医療や介護サービスが受けられるシステム。
医療・看護・介護施設の努力と連携

【はじめに】
　矢掛町は平成27年４月１日の時点で人口　14922
人で、高齢化率35.9％。少子化と若者が地域外へ流
出する事から、高齢化がすすみ、独居老人や老夫婦
だけの世帯が増加している。このような状況の中で
は、住み慣れた町・住み慣れた自宅で生涯を自分ら
しく生き抜くことは困難となっている。しかし、住
民の意識調査を実施すると65％以上の人は、残り少
なくなった人生は、自宅で過ごしたいと希望してい
る事がわかった。矢掛町国民健康保険病院は矢掛町
で唯一の公的病院であり、行政と連携して「住み慣
れた町で安心して療養できるための医療介護連携シ
ステム」を構築する事が病院の重要な使命の一つと
考えた。今回、その使命達成のために実施している
いくつかの試みを発表する。

【目的達成のため考えれる手法】
　「住み慣れた町で安心して療養できるための医療
介護連携システム」を構築するための重要な点をあ
げる。
①住民のニーズに応じた、医療・介護サービスが切

れ目なく・スムーズに提供できるシステムが重要。
医療・介護サービスを提供する施設間や担当者間
の密接な連携と情報交換・情報共有が重要。担当
者の情報交換会や懇談会の実施。情報共有ツール
の普及が望ましい。

②住民への在宅療養に対する情報提供や意識の改革
が必要。情報提供のための講演会が必要。
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矢掛地区地域医療・介護懇話会の参加施設

医療機関 通所リハビリテーション 特定施設入所者生活介護
A整形外科 A整形外科 Aやかげ
B医院 B荘
C病院 小規模多機能あホーム
D内科医院 訪問介護 BB
E内科医院 介護ステーションA
F医院 B介護センター矢掛 介護老人福祉施設
Gクリニック Cケアセンター矢掛 特別養護老人ホームA
H国保診療所 D（ケア）サービスセンター
I医院 在宅ケア訪問介護ステーション 介護老人福祉施設
J診療所 ケアサービスA B荘
矢掛町国民健康保険病院

介護療養型医療施設
居宅介護支援事業所 訪問看護 A整形外科
居宅支援 A 在宅ケアサービスステーションA
B居宅介護センター矢掛 その他
支援ステーション C 訪問リハビリテーションセンター S苑
D矢掛 A整形外科
Fケアプランセンター

在宅ケアサービス居宅介護支援事業所 短期入所生活介護/ショートステイ 行政
A指定居宅介護支援事業所 ショートステイA 矢掛町保健福祉課

通所介護 短期入所要介護/ショートステイ
デイサービス A A荘
Bデイサービス
Cイサービスセンター 認知症対応型共同生活介護
Fデイサービスセンター グループホーム A

グループホーム B

③安心して効率的な、24時間医療や介護サービスが
受けられるシステムが重要。医療・介護施設の努
力と連携が重要。
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主な取り組み①
矢掛地区地域医療・介護連携懇話会の開催

• Ｈ２４年度から3カ月に１回程度開催。

• 行政、町内医療機関、施設、事業所の多職種が集まり、矢
掛町および周辺の地域における医療・看護・介護などの
課題をテーマに意見を交換し情報を共有する。

（H27年９月までに１１回開催）

「晴れやかネット」の利用について
むすびの和（井笠版）の活用について

「多職種連携のツールとして「むすびの和（井笠版）
を矢掛地域のスタンダードにしたい。」

第5回第4回

演 題
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住み慣れた町で安心して療養できるための医療介護連携システムの
構築を目指して～矢掛町国民健康保険病院の試みと役割～
発　表　者 名部　誠（岡山県　矢掛町国民健康保険病院）
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情報共有ツール「むすびの和」
井笠の医療を考える会提唱

【実践した取り組みと結果】
　取り組み①　様々な問題について意見を交換し情
報を共有する目的で矢掛町内および周辺の医療機
関・介護施設・訪問看護ステーション・ケアマネー
ジャー・行政の担当者が参加する「矢掛地区医療・
介護連携懇話会」を３カ月に１回、定期的に開催し
た。結果①　平成24年６月から平成27年９月までに
計11回開催した。多職種連携・情報共有のために情
報連携シート「むすびの和（井笠版）」を矢掛地域
の標準の情報提供ツールとして採用した。

主な取り組み②
矢掛地域医療・介護連携フォーラム（年１回）の開催

■ 矢掛地域医療・看護・介護連携フォーラム（年１回）

（目的）

・ 現在高齢者の増加とともに医療・介護連携の

見直しや、個人の望むべき看取りができるよ

うな体制づくりの構築が必要になっている

・ 矢掛地域における今後の医療・介護の形を皆で考え、住民の方の意識改革。

第１回 Ｈ２５年９月 参加者 １３０名

○ 講演 医療法人佐藤医院 院長 佐藤涼介先生

「看取りまでを支える在宅医療～自分らしい最期を迎えるために～」

第２回 Ｈ２６年９月 参加者 ２０３名

○ 講演 福井県おおい町 名田庄国民健康保険診療所 所長 中村 伸一 先生

「自宅で大往生～『ええ人生やった』といわれるために」

第３回 Ｈ２７年９月 参加者 ２９８名

○ 講演 高梁市 川上診療所 所長 菅原 英次 先生

「中山間地域の在宅医療～住み慣れたまちで安心して穏やかに暮らすために～」

➡最後にパネルディスカッション
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　取り組み②　住民の方の、在宅療養・看取りにつ
いての意識改革と、情報提供を目的に住民参加型の
「矢掛地区医療・介護連携フォーラム」を年一回開
催し、在宅医療・訪問診療を積極的に実践している
関係者を講師に招いて講演会・シンポジウムを開催
した。結果②平成24年より計３回開催し、初回130
名参加、２回目203名参加、平成27年９月に開催し
た３回目の参加者は298名となり、年々参加者が増
加し関心が増してきていると思われた。
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矢掛病院栄養士による流動食等の説明多職種によるパネルディスカッション

第２回と３回は、フォーラム前後で 簡単なアンケートを実施しました。
（問）自分の予命がわずかであるとわかったとき、残りの時間をどこで

過ごしたいですか？

自宅 病院 介護施設 その他

第２回前 ７６％ １３％ ６％ ５％

後 ８２％ ９％ ４％ ５％

第３回前 ６５％ １７％ １０％ ８％

後 ７０％ １３％ ５％ １２％

　２回目と３回目には「自分の余命がわずかである
とわかったとき、残りの時間をどこで過ごしたいで
すか？」という簡単なアンケートをフォーラムの前
後で実施した。自宅で過ごしたいと回答する方の割
合が前に比較して終了後には　２回目で76％から82
％、３回目で65％から70％へと増加した。

主な取り組み③
２４時間の救急対応体制

大学からの応援をいただき、
主当直、副当直体制をとり、
２４時間外科系・内科系の患
者に対応できるようにした。
（常勤医が必ずどちらか担
当）

救急車の受け入れ要請に
対する応需率は９０－９３％

　取り組み③　平成20年に行われた住民の当院に対
するアンケート調査の結果、「病院に対して期待す
る役割」「病院に対す評価」ともに救急対応が最も
高かった事から、岡山大学・川崎医科大学の応援を
いただき、内科・外科で当直・副直（待機）体制を
とり24時間、内科系・外科系の疾患に対応できる体
制をとった。結果③　救急車の受け入れ要請に対す
る応需率は90％以上となり地域に貢献できていると
思われた。
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住み慣れた町で安心して療養できるための
矢掛町国民健康保険病院の役割

（在宅療養と高度医療機関との高性能ハブ病院機能）

倉敷・岡山の高機能総合病院

在宅療養

矢掛町国民健康保
険病院

診療所・
病院

安心で良質な医療を提供する地域医療支援病院で、
（H25年一般外科手術105件、内視鏡上部507件、下部240件）
必要なときは高度医療と迅速な連携ができる病院

【矢掛町国民健康保険病院の役割】
　「住み慣れた町で安心して療養できるための医療
介護連携システム」の中での矢掛町国民健康保険病
院の大きな役割として、在宅療養、介護施設、地域
内の医療機関、岡山市・倉敷市の高機能総合病院を
必要性と希望により、患者さんをスムーズに紹介転
院させるシステムの中で、ハブ的機能が大切である
と考えた。当然、当院の中で対応できる疾患に対し
ては当院で治療を完結する事が「住み慣れた町で安
心して療養できる」ために重要で必要なことである。
当院は117床、常勤医６名の小さな病院であるが、
常勤外科医３名が在籍し、内視鏡的手術も含めて年
間100件前後の腹部手術も行っている。内視鏡検査
も上部は約500件、下部は240件実施している。院内
で質の高い医療・安全な医療も提供しながら、在宅
療養と高度専門医療との連携をスムーズに調整でき
るハブ機能を持った病院になる事が当院の役割と思
われた。

Ｈ２６年度 ご紹介頂いた医療機関 Ｈ２６年度 紹介先の医療機関

紹介元病院名 件数

倉敷中央病院 １０２

川崎医科大学 ３５

岡山大学病院 ２０

クリニックA ５３

クリニックB ４７

クリニックC ３７

クリニックD ２９

クリニックE ２３

クリニックF １４

クリニックG ６０

その他 ２４７

合計６６７件
（平成２５年度 ３６７件）
前年比 ８１．７％増

平成２５年４月地域医療連携室開設
ハブ病院機能の指令室と位置付けした。

紹介病院名 件数

倉敷中央病院 ２７８

川崎医科大学 １１２

岡山大学病院 ４７

クリニックA ６

クリニックB １６

クリニックC １７

クリニックD １７

クリニックE １３

クリニックF ９

クリニックG １６

その他 ４０３

合計９３４件

（平成２５年度 ７６５
件）

前年比 ２２．１％増

　病院にハブ機能を持たせるため、平成24年４月に
地域医療連携室を開設し連携の指令室の役割を持た
せた。当院に紹介いただいた件数は平成25年度が
367件であったのに比較して平成26年度は667件と

81.7％増加し、当院より他院に紹介した件数は平成
26年度が765件であったのに比較して、平成27年度
は934件と22.1％増加し、徐々に役割が果たせるよ
うになってきている。
【まとめ】
　高齢化社会を迎え、住み慣れた町で安心して療養
できる地域完結型の医療・介護連携システムの構築
のためには、医療・看護・介護関係者と行政が密接
に連携し、情報を共有する事が重要であり、地域住
民の在宅療養に対しての理解も大切である。矢掛町
では矢掛町国民健康保険病院が中心的な役割を担
い、関係者の意見交換の場として「矢掛地区医療・
介護連携懇話会」、そして住民の方の意識改革を目
的とした「矢掛医療・介護連携フォーラム」を行っ
ている。　矢掛町国民健康保険病院の役割として、
在宅療養や介護施設での療養と病院での治療・さら
には倉敷・岡山市内の高機能総合病院との連携の中
でハブ機能が重要と考え、地域医療連携室を開設し
中心的な役割をもたせることによりスムーズな連携
が取れるようになった。また、住民アンケートの結
果、住民の要望として最も高い、救急対応について
は内科・外科で主・副当直の体制を採用し、24時間
の救急要請に対応している。救急車の受け入れ要請
にたいして90％以上の応需率である。




