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北設楽郡における医療の仕組み作
りに向けた東栄病院の取り組み

愛知県東栄町国民健康保険東栄病院

看護師 松下千波
丹羽治男、鈴木義治、板谷晴美知、服部直也

・人口（設楽町・東栄町・豊根村）

９，５１７人

（２０１５年５月１日）

・高齢化率４５％以上

全世帯の２０％すなわち５世帯のうち
１世帯が高齢者の独居

北設楽郡の概要

東栄町東栄町

東栄病院の位置東栄病院の位置

新城市

設楽町

豊根村

新城市

名古屋市

豊橋市

豊川市

蒲郡市

田原市

北設楽郡は愛知県東北部に位置し設楽町・東栄
町・豊根村の２町・１村を含む人口9,517人（2015
年５月１日）高齢化率は既に45%以上、全世帯の
20%すなわち５世帯のうち１世帯が高齢者の一人暮
らし世帯という超高齢化地域となっている。

［目的］

北設楽郡の社会資源
• 病院・・・１（東栄町）

※入院病床数４０床、平成２６年より夜間救急受け
入れ制限あり。

• 公立診療所・・・３
• 開業医・・・３
• 居宅介護支援事業所・・・７
• 訪問看護ステーション・・・１
• 訪問介護事業所・・・３
• 特別養護老人ホーム・・・２
• 地域包括支援センター・・・３
• 介護老人保健施設・・・１

北設楽郡の社会資源

• 歯科医院・・・６

• 薬局・・・３

• 訪問入浴・・・１

• ショートステイ・・・６

• デイサービス・・・８

• グループホーム・・・４

• 福祉移送サービス・・・５

当院は北設楽郡内唯一の病院であり、その他に公
立診療所３箇所、開業医３箇所がこの地域の医療・
介護を担っている。

東栄病院

豊根村診療所 津具診療所

富山診療所

東栄町

設楽町豊根村

豊根村
４回／週 東栄病院

医師派遣

平均外来患者数１５人／日
（診療日４日／週）

２回/週 東栄病院
医師派遣

平均外来患者数（３２人／日）
（診療日３日／週）

１回/週 東栄病院医師派遣
（豊根村看護師１名）

平均外来患者数（７人／日）
（診療日１日／週）

午前：豊根村診療所
午後：富山診療所

車で３５分 車で３５分

行き車で６０分

帰り
医師のみ
電車で６０分

【目的】 北設楽郡の医療連携の仕組みづくり

平均外来患者数（１２４．５人／日）
（診療日６日／週）

平成25年つぐ診療所、26年豊根村診療所と相次い

演 題

128

北設楽郡における医療のしくみづくりに向けた東栄病院の取り組み
発　表　者 松下　千波（愛知県　東栄町国民健康保険東栄病院）

共同研究者 丹羽　治男、鈴木　義治、板谷　晴美知、服部　直也



― 728 ―

で隣接する町村の公立診療所の常勤医師が退職し、
当院からの派遣を開始した。この地域における医療
連携のしくみ作りに取り組んだので、その経過につ
いて報告する。

≪北設支援チーム≫発足

（平成26年6月）

東栄病院構成メンバー

• 院長

• 津具診療所派遣医

• 豊根村診療所派遣医

（富山）

• 事務長

• 看護師（総師長・看護師１名）

• 薬剤師

• 理学療法士

• 公衆衛生

• レントゲン技師

• 医事係

☆月１回北設支援チームによる会議

• 訪問

• 医療・福祉・介護の連絡会
参加

• 電話、FAXによる相談

• 診療所往診の同行

• 在宅看取りの支援

• 勉強会の開催

診療所

【方法】

［方法］
平成25年にこの地域の医療に関する協議会「北設

楽郡医療対策協議会」が設置された。４回会議が開
催され北設楽郡の医療体制の充実に向けてのビジョ
ンが提言された。①医師補充②東栄病院を中心に在
宅医療・介護チームを創設、津具・豊根・富山診療
所と一緒に、北設楽郡全体の在宅医療・介護を主体
となって担う。③民間医療機関との役割分担を明確
にし、協力し合う。これらの提言を受け平成26年６
月当院に「北設医療支援チーム」が発足した。　　　　　

院内の他職種メンバーにより構成され昨年度は公
設診療所２ヵ所を主に訪問・連絡会への参加・電話
対応・勉強会を実施した。院内では月に１回北設医
療支援チームの会議を開催した。現状の報告を行い
問題・課題点の抽出、解決・対策法を話し合い取り
組んだ。

訪問実績 （平成２６年６月～平成２７年３月）
【診療所訪問】訪問回数合計４８回
豊根村・・・看護師訪問回数 １９回

医師訪問回数 ４回
理学療法士訪問回数 ３回

（平成２７年１月から１回/週 木曜日に定期訪問リハ開始）
医事訪問回数 ２回
事務長訪問回数 ２回
薬剤師訪問回数 ５回

津 具・・・看護師訪問回数 ９回
医師訪問回数 ０回
理学療法士訪問回数 ２回

（平成２７年１月から１回/週 火曜日に定期訪問リハ開始）
医事訪問回数 ０回
事務長訪問回数 ２回
薬剤師訪問回数 １回

【電話対応】計４７件 （豊根村３７件・津具１０件）

［結果］
平成26年６月から平成27年３月までの診療所訪問

回数は主に看護師28回、薬剤師５回、理学療法士５
回など計48回、また電話対応は計47件だった。

東栄病院

つぐ診療所 富山診療所

豊根村診療所

【問題・相談・対応内容】
1. 当院と診療所に受診されている患者の受診状況等情報交換 ７０件

2. 往診患者様、看取り患者の情報交換、往診同行 ２３件

3. 退院予定・退院後、入院中患者の情報交換 １０件

4. 勉強会（主に救急）、打合・実施 ９件

5. 薬剤調整・相談・手伝い ８件

6. 診療所・当院の検査の連携システム ６件

7. リハビリ開始に伴う準備 ５件

8. 看護手技・物品等に対する相談 ５件

【その他】

支援に伴う諸々準備 １４件

豊根村医療・福祉・介護の連絡会参加 ５回

問題・相談・要望に対する対応内容は計155件で
あり、主に在宅での独居や認知症がある高齢者の生
活、医療面での相談が多かった。要望としては郡内
に通所リハビリができる施設がない、在宅医療受入
薬局がないため診療所内での薬剤調整が大変であ
る、などが２ヵ所の診療所からあげられた。

対応として薬剤の共通化や各診療所への理学療法
士の派遣を行った。現在も定期的に薬剤師の訪問・
リハビリを実施している。
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「取り組み」

救急勉強会の様子

豊根
（消防署の協力を得て）

津具
（研修医、医学生の協力を得て）

また、医療・介護のスタッフより救急対応につい
ての勉強会の要望があり、研修医・医学生・消防署
の協力を得て実施した。

「取り組み」
在宅診療看取りについての連携
シートの活用により情報交換
看取りパンフレットの活用

支援チーム経過記録

在宅診療・看取りについても連携を図った。夜
間・休日に診療所の医師が不在となるため、診療所
との情報交換をしながら、当院からの往診や在宅で
の看取り又は入院受け入れを実施した。

平成２７年４月から医師会に広げ「在宅医療サポートセンター」設置

〈目的〉
地域の在宅医療の充実、普及、推進
を図る。

⇓
住み慣れた地域で安心して人生の最
期を迎えられるように、医療、介護、
介護予防、住まい生活支援を包括的
に提供できる地域包括ケアシステム
の構築。

⇓
1.地域の医療資源の調査、検討

2.在宅医療提供に関する講習会、研
修会の開催

3.在宅医療に関する相談窓口の設置

平成27年４月からは支援を北設楽郡医師会に広
げ、この地域に「在宅医療サポートセンター」が設
置された。

【考察】

訪問
顔の見える関係の構築

問題、要望、相談

• 派遣医のみでなく、他職種・社会資源が連携することにより、
情報の共有が出来、在宅・入院での連携がスムーズになった。

• 夜間・休日の診療所の医師不在時における当院での対応に
よりこの地域独自の医療体制が構築された。

※しかし、２町１村それぞれの地域に行政・社会資源の格差があり、
抱える問題等も違いは見られる。

［考察］
北設支援チーム発足当初から、どの様に各地域・

医療・介護と関わって行けば良いのかチームで話し
合いながら約１年が経過した。まず何でも気軽に相
談でき、顔の見える関係の構築をめざすため訪問す
ることで、問題・要望・相談が徐々に増えた。派遣
医のみでなく他職種・社会資源が連携することによ
り情報の共有が出来、在宅・入院での連携もスムー
ズになったと思われる。また、夜間・休日の医師不
在時における当院での対応によりこの地域独自の医
療体制の礎が構築された。しかし、２町１村それぞ
れの地域に行政・社会資源の格差があることは免れ
ず、抱える問題等も違いはみられる。

【結論】

地域の特殊性・職種を理解

⇩
何でも気軽に相談できる関係

⇩
顔の見える関係

［結論］
地域の特殊性を理解することで各医療機関、職種

間の垣根を低くし、顔の見える関係が構築できた。
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東栄病院

行政
（役場）

在宅医療・介護対象者

地域の診療所、開業医
歯科医院、薬局

介護

介護事業者
地域の存続

今後は・・・

連携を図り役割
分担を行う

今後も地域存続のために連携をとり役割分担を行
い、医療資源の有効な活用が出来るような仕組み作
りをしていく必要があると考える。




