
東近江圏域医療福祉ビジョン

できる限り元気に活動し、
最期まで安心して住むことができる
「地産」「地育」「地療(老)」「地死」

の東近江をめざす

※医療福祉

今後の本格的な高齢社会におけるサービスの在り方に着目した場合、保健、医療、福
祉といった縦割りの各分野のサービスが単に連携するということにとどまらず、地域に
おける生活を支えるという統一的な理念の下で、各分野が一体的かつ有機的にネット
ワークを形成していくことが重要であり、この考え方を表す言葉として、あえて「保健・医
療・福祉」とせず「医療福祉」という新しい一つの用語を用いることとしている。

平成29年度 評価結果



できる限り元気に活動し、最期まで安心して住むことができる
「地産」「地育」「地療(老)」「地死」の東近江をめざす

目標1 目標2 目標3 目標4

＜達成条件＞
■住民参加のもとで圏域の
医療福祉について検討す
る場がある

■医療福祉ビジョンについ
て地域に周知できている

住民の理解・参加のも
と、圏域の医療福祉
ジョンが描かれている
(自助・互助・共助のイ
メージの共有)

適切な医療機能の分
化・連携が図られてい
る

年をとっても、認知症
になっても、がんになっ
ても、障害があっても
地域で最期まで安心
して暮らすことのでき
る地域包括ケア(地域
丸ごとケア)のシステム
づくりができている

医療福祉職が働きた
くなる魅力ある地域づ
くり：地域全体で取り
組む人材育成

住民自らが「生老病死
とどう向き合うか」とい
う考えを持ち、地域の
医療福祉と主体性を

持ってかわっている

目標5

＜達成条件＞
■医療の機能が明確になり
関係者間で共通理解で
きている

■それぞれの機関の機能を
果たしている

■機能に併せて連携ができ
ている（連携のためのツー
ルがある）

■医療の機能が明確になり
地域住民に周知できて
いる

■地域住民が医療の役割
や機能分担を理解し適切
な受診行動をとれる

■多職種連携の場がある

＜達成条件＞
■関係者が医療福祉システ
ムについて検討する場が
ある

■関係者が、システムについ
て共通認識できている

■関係者や地域住民が生老
病死との向き合い方につ
いて考える機会がある

＜達成条件＞
■地域住民が、自発的に地
域の医療を守り育てる活動
を進める
■地域の自助、互助、共助
の活動が進む
■地域住民が生老病死との
向き合い方について考える
きっかけがある
■地域住民が行っている医
療福祉に関する地域活動
の情報が集約できて、情報
発信されている

＜達成条件＞
■医療福祉に携わる人材が
増える
■潜在的な人材を発掘し、
育成する場がある
■地域の関係者ネットワーク
の中で補うことができる

2025年～2040年を目指して



＜目標１＞
住民の理解・参加のもと、圏域の医療福祉ビジョンが描かれている

(自助・互助・共助のイメージの共有)

＜達成条件＞住民参加のもとで圏域の医療福祉について検討する場がある
医療福祉ビジョンについて地域に周知できている

＜具体策①＞

東近江圏域医療福祉
推進地域協議会開催

＜具体策②＞

住民啓発

具体策



＜目標１＞

区分 評価 今後の課題

１－① これまで東近江圏域医療福祉推進地域協議会にお
いて「圏域の医療福祉」について検討し、取り組み
を推進してきた。
残された課題について今後も検討する場が必要。

地域医療構想調整会議の
方向性と一致させながら住
民参加のもと今後も継続検
討する。

市町等の取り組みにかかる意見交換の場は今後も
必要。

１－② 啓発を継続する必要がある。 ・各機関、団体において啓発
を継続する。

・圏域でテーマを定める等、
同じ方向に向かって啓発を
する。

４０・５０歳代への啓発が必要

テーマとしては
「在宅医療」「看取り」「死生観｣｢終末期の意志」

住民参加をどう進めて行くかが課題

【評価と今後の方向性】

啓発を継続する ４０代、５０代からの啓発 住民参加をどうすすめるか

テーマ；在宅医療、看取り、死生観、終末期の意思確認検討・意見交換の場の継続



＜目標２＞
適切な医療機能の分化・連携が図られている

＜達成条件＞医療の機能が明確になり関係者間で共通理解できている
それぞれの機関の機能を果たしている
機能に併せて連携ができている（連携のためのツールがある）
医療の機能が明確になり地域住民に周知できている
地域住民が医療の役割や機能分担を理解し適切な受診行動をとれる
多職種連携の場がある

＜具体策②＞

多職種連携
の場
(三方よし研究

会、地域版三方
よし等)

＜具体策③＞

市町
地域ケア会議

＜具体策④＞
連携ツールの

活用
(脳卒中・認知症・
糖尿病・がん等の
地域連携パス等)

＜具体策⑤＞

退院調整機
能の充実・
強化

＜具体策①＞

地域医療
ビジョン



＜目標２＞
区分 評価 今後の課題

２－① 地域医療構想において、「滋賀の医療福祉の実現」
を目指しており、H２８度は２回、２９年度は４回会議
を開催し、地域包括ケアについて検討した。

地域包括ケアの実現にむけ、
地域医療構想調整会議等
で検討を継続する。

２－② 多職種連携の場は増えているが、参加者の裾野を
さらに広げる必要がある。

・多職種連携の場に誰もが
参加し、さらに裾野を広げて
いく。
・具体的な仕組みづくり

＊多職種連携のゴールを共
有して繋いでいく

個別支援に留まらず、連携・実践の仕組みづくりに
展開する必要がある。

連携が進んでいない分野（障害児者等）もあり、課
題解決に向けた取り組みを進めていく必要がある。

２－③ 地域ケア会議で明らかになった地域課題への取り
組みを進め、継続評価・管理する必要がある。

地域課題を政策化する
自立支援に向け検討する

２－④ パス運用から維持期リハビリテーションの充実が求
められている。

地域リハビリテーションの推
進、従事者のスキルアップ

２－⑤ ルールをさらに周知、評価を継続する必要がある。 ルールの普及定着

【評価と今後の方向性】

連携ツールをさらに普及定着へ
多職種連携の場の継続
個別課題を政策化

地域医療構想調整会議
医療機能検討・住民への周知



＜目標３＞
年をとっても、認知症になっても、がんになっても、障害があっても
地域で最期まで安心して暮らすことのできる地域包括ケア(地域
丸ごとケア)のシステムづくりができている

＜達成条件＞関係者が医療福祉システムについて検討する場がある
関係者が、システムについて共通認識できている
関係者や地域住民が生老病死との向き合い方について考える機会がある

＜具体策②＞

市町の地域ケア
会議活性化

＜具体策③＞

各関係機関が
行う住民啓発

＜具体策①＞

多職種連携の
場の活性化
(三方よし研究会、
地域版三方よし等)

＜具体策①＞

各関係団体が実
施する多職種
連携研修会等



＜目標３＞
区分 評価 今後の課題

３－① 多職種連携の場を意義あるものにするため、参加
のない事業所等に声かけ、各地域らしさを出した場
になるよう情報共有し充実する必要がある。

参加者の拡大

検討内容の充実、課題の見
える化

３－② 地域ケア個別会議では、個別ケースの背後に潜在
している地域課題を明確化するために、本人や家
族、民生委員等も参加。地域ケア個別会議の検討
課題を集約した。

個別課題を政策化していく

３－③ 医師会等、関係機関が様々な場で啓発してきた。
住民の意識は少しずつ高まっている。

対象に応じ、必要時はター
ゲットを絞った啓発をする。

３－④ ケアマネージャー等多職種研修会を各市町、団体
が実施してきた。在宅や施設の介護職が各職場を
超えた勉強会を実施。介護職の実践や発信が見え
るようになってきた。
参加者の固定が課題。

参加者の拡大

連携・実践の具体的な仕組
みづくりが地域に広がること
が必要

【評価と今後の方向性】

個別の課題を政策化する

検討の場の継続 啓発
ターゲットを絞り、必要な内容を伝える 多様な看取りの場が必要

施設看取り サ高住 等



＜目標４＞

住民自らが「生老病死とどう向き合うか」という考えを持
ち、地域の医療福祉と主体性を持ってかわっている

＜達成条件＞地域住民が、自発的に地域の医療を守り育てる活動を進める
地域の自助、互助、共助の活動が進む
地域住民が生老病死との向き合い方について考えるきっかけがある
地域住民が行っている医療福祉に関する地域活動の情報が集約できて、
情報発信されている

＜具体策②＞

住民啓発

＜具体策①＞

市民団体の活動助成



＜目標４＞
区分 評価 今後の課題

４－① 圏域内の市民団体による主体的な活動を支援

・関係者が「生老病死」について考え、市民にも啓発
の機会を持った。継続が必要。

住民主体的に、自助・互助・
共助の活動ができるよう支
援が必要

４－② 「地域から医療福祉を考える東近江懇話会」におい
て命のバトン啓発実施。
各市町においてエンディングノート、看取り啓発

さらに、活動情報等を発信し
ていく必要がある。

【評価と今後の方向性】

「生老病死について考える機会」「看取り」 継続的な啓発を行う



＜目標５＞

医療福祉職が働きたくなる魅力ある地域づくり：地域全体
で取り組む人材育成

＜達成条件＞医療福祉に携わる人材が増える
潜在的な人材を発掘し、 育成する場がある
地域の関係者ネットワークの中で補うことができる

＜具体策②＞

看護職人材
発掘

＜具体策③＞

病院での後方
支援・人材育成
研修等

＜具体策④＞

市民団体の
活動助成

＜具体策①＞

就業相談等
の検討・発信



＜目標５＞
区分 評価 今後の課題

５－①
～④

各団体において
訪問歯科衛生士の養成
各学生実習の受入等により人材育成を行った。

医師、看護師等、医療従事
者の不足

市町においては介護人材確保事業
研修等により資質向上を行った。

在宅医療等を担う人材の養
成と育成

地域から医療福祉を考える東近江懇話会および
三方よし研究会において
「介護初任者研修」開催（H２８～２９）

各団体機関による
人材確保対策

【評価と今後の方向性】

職種の魅力を伝える継続的人材育成、資質の向上医療福祉人材不足



できる限り元気に活動し、最期まで安心して住むことができる
「地産」「地育」「地療(老)」「地死」の東近江をめざす

目標1 目標2 目標3 目標4

＜達成条件＞
■住民参加のもとで圏域の
医療福祉について検討す
る場がある

■医療福祉ビジョンについ
て地域に周知できている

住民の理解・参加のも
と、圏域の医療福祉
ジョンが描かれている
(自助・互助・共助のイ
メージの共有)

適切な医療機能の分
化・連携が図られてい
る

年をとっても、認知症
になっても、がんになっ
ても、障害があっても
地域で最期まで安心
して暮らすことのでき
る地域包括ケア(地域
丸ごとケア)のシステム
づくりができている

医療福祉職が働きた
くなる魅力ある地域づ
くり：地域全体で取り
組む人材育成

住民自らが「生老病死
とどう向き合うか」とい
う考えを持ち、地域の
医療福祉と主体性を

持ってかわっている

目標5

＜達成条件＞
■医療の機能が明確になり
関係者間で共通理解で
きている

■それぞれの機関の機能を
果たしている

■機能に併せて連携ができ
ている（連携のためのツー
ルがある）

■医療の機能が明確になり
地域住民に周知できて
いる

■地域住民が医療の役割
や機能分担を理解し適切
な受診行動をとれる

■多職種連携の場がある

＜達成条件＞
■関係者が医療福祉システ
ムについて検討する場が
ある

■関係者が、システムについ
て共通認識できている

■関係者や地域住民が生老
病死との向き合い方につ
いて考える機会がある

＜達成条件＞
■地域住民が、自発的に地
域の医療を守り育てる活動
を進める
■地域の自助、互助、共助
の活動が進む
■地域住民が生老病死との
向き合い方について考える
きっかけがある
■地域住民が行っている医
療福祉に関する地域活動
の情報が集約できて、情報
発信されている

＜達成条件＞
■医療福祉に携わる人材が
増える
■潜在的な人材を発掘し、
育成する場がある
■地域の関係者ネットワーク
の中で補うことができる

2025年～2040年を目指して



①住民参加のもとで圏域の医療福祉について検討する場の継続
地域医療構想調整会議との方向性を一致させながら検討できる場の設定

②ビジョンの理念を継承しつつ、住民啓発を継続する
テーマ；在宅医療、看取り、死生観、終末期の意思確認
年代；４０代、５０代から啓発

③地域医療構想に基づく医療機能の分化連携の実現
地域医療構想調整会議における継続検討

④医療の機能について住民に周知する
住民向けの啓発方法検討

⑤連携ツールの普及定着

⑥多職種連携の場の継続
現取り組みの継続 課題を政策化する

⑦多様な看取りの場が必要
施設、サ高住等における看取り

⑧住民が主体的に自助・互助・共助の活動ができるよう支援

⑨在宅医療福祉を担う人材の養成と育成
各団体機関による人材確保対策 資質向上 福祉の職場の魅力を伝える

「東近江圏域医療福祉ビジョン」 今後の取り組みまとめ（案）

できる限り元気に活動し、最期まで安心して住むことができる
「地産」「地育」「地療(老)」「地死」の東近江をめざす

めざす姿



目標１　　住民の理解・参加のもと、圏域の医療福祉ビジョンが描かれている

＜具体策１－①　東近江圏域医療福祉推進地域協議会＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

健康福祉事務所

○東近江圏域医療福祉推進地域協議会
　・H27～H28　２回開催　事業計画および事業結果について協議
　・H29　「東近江圏域医療福祉ビジョン」の評価について検討
○地域から医療福祉を考える東近江懇話会
　・H27　３回開催　命のバトンを切り口にした啓発、媒体の作成
　　　　　　圏域内にいる潜在看護・介護職員の発掘に向けた取り組み検討
　・H28　４回開催　命のバトン啓発、介護職員研修開催検討
　・H29　４回開催（予定）　介護職員研修開催検討、住民啓発、医療福祉課題検討

●平成26年度に行った評価をもとに、東近江圏域医療福祉推進地域
協議会および地域から医療福祉を考える東近江懇話会において住民
参加のもとに、協議会　8回、懇話会　11回開催し、ビジョンの目標に向
けた検討を行った。
●平成29年度は、「東近江圏域医療福祉ビジョン」の評価を行い、今後
残された課題等について検討を行い、さらなる取り組みの方向性を決
定する。

■圏域の医療福祉の課題を検討し、、平成30年
度から推進する。

＜具体策１－②　住民啓発＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会 ○看取りパンフレット企画中

湖東歯科医師会 ○健康いきいきフェスタを毎年開催

近江八幡市立総合医療
センター

○当院のホームページや市の広報誌で、当院の方向性（急性期医療に重点をおい
た医療の提供）を啓発している。
○コンビ二受診をなくすPR活動、軽症、重症の一次二次三次の医療機関のすみわ
けの啓発

以前に比べ、地域医療連携強化による体制ができ、様々な啓発活動
や、救急トリアージの実施により住民理解は向上している。

市立の病院だから、軽症でも、いつでもすぐに診
てもらえるという認識は依然強い。

○広報、啓発等
・平成２７年度　広報掲載　８回、老人会啓発６回
・平成２８年度　広報掲載　１回
・平成２９年度　広報掲載　１回、老人会啓発３回

市民が介護や療養の場として「自宅」を希望する割合やエンディング
ノートに関する関心は高いものの、実際の在宅看取りの率は増加して
いない。

市民が医療への依存の限界や地域医療の実態
を知り、在宅医療に関心を持ってもらえるよう、
また、かかりつけ医の促進、死生観の醸成や終
末期の意思確認の促進などを目指し、行政だけ
でなく医療職やコメディカルなど多職種で継続し
た啓発を行う必要がある。

○講座・冊子、ガイドブック作成
・７５歳到達者に対して、行われている事業で看取りの啓発冊子「わたしの生き方」
を朗読し、家族で話し合っていただくきっかけにしている。
・在宅医療連続講座を各コミュニティーセンターの連続講座の一コマに入れて啓
発。
・地域から医療福祉を考える講座を年１回開催。
・社会資源冊子を事業所や医療関係者、民生児童委員等に配布
・認知症ガイドブックの概要版を全戸配布、認知症ケアパスを作成し、市民啓発に
利用。

・在宅（施設も含む）看取りは、平成２６年１８．４９％が平成２８年２０．
０％とわずかながら増加している。
・市内のうち、永源寺、湖東、愛東、蒲生地域では在宅看取りができる
体制ができている。

・これから介護に関わる世代（５０歳代）や、これ
から介護保険料支払いが始まる世代（４０歳未
満）に対しての啓発はできていない。
・在宅医療の体制ができている地域でも、まだま
だ知らない方もおられ啓発の継続が必要。
・医療・介護職で話し合う機会はあっても、住民
参加のもとでの検討の場は少ない。

○講座
平成２８年度　地域福祉講座（東桜谷地区社協・人権啓発推進協議会・東桜谷公民
館）

○講座、啓発
H27：看取りをテーマに「大切な人を看取るということ」と題して住民啓発を実施。
H28.29：地域住民が集まる場に出向き、エンディングノートの啓発を実施。

在宅療養を実施するなかで、看取りの時期が一番家族も不安になり、
悩む時期でもあるので、事前に自分の意思を伝えること、家族も知って
おくことが大事であることを啓発の中で伝えることができた。

伝えることはできているが、実際に行動に移して
もらえているかどうかはわからない。在宅医も
日々の診療の中で適宜問いかけて下さっている
が、在宅療養は家族の覚悟と安心して療養でき
る環境や資源が重要であり今後も携わる多職種
から発信していくことが求められる。

市町

地域医療構想の方向性と

あわせて検討

啓発を継続する ４０代、５０代からの啓発 住民参加をどうすすめるか

テーマ；在宅医療、看取り、死生観、終末期の意思



＜具体策２－①　　地域医療ビジョン（地域医療構想）＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

健康福祉事務所

○策定　　平成２７年度（圏域地域医療構想）
○地域医療構想調整会議
　　　H28　　２回
　　　H29　　４回（予定）

滋賀県地域医療構想では、『誰もが状態に応じて適切な場所で必要
なサービスを受けられる「滋賀の医療福祉」の実現』を目指し、効率
的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域の特性に応じた地域包
括ケアシステムの構築を基本施策としている。

＜具体策２－②　多職種連携の場＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会
○三方よし研究会参加
○子三方よし開催

参加者を増やす
三方よし研究会に引き続き参加する

湖東歯科医師会
○三方よし研究会参加
○地域の子三方への参画

歯科医師会の取り組み（在宅歯科医療等）が少しずつ広まっている より多く全員が参加するようにする

近江八幡市立総合医療
センター

○三方よし会議への参加
○腎臓地域連携パス、糖尿病地域連携パスの関連機関フォーラム
○循環器（心外含む）ホットラインの診療所等への啓発

医療従事者同志の見える関係構築により、シームレスな連携が図
れる。

退院支援部門での業務量の増加に伴うマンパワー不足
診療報酬制度が目まぐるしく変わるため、迅速に対応する
ことが困難。

○医療福祉ネットワーク会議おうみはちまん‘つながりネット’
　H27　７回開催
　H28　６回開催
　H29　６回開催
　　　　　　　　　医療連携部会　　１回開催

医療福祉ネットワーク会議おうみはちまん‘つながりネット’が継続し
て開催でき、これまでの参加のべ人数は９５０人を超えている。アン
ケートやグループワークからも、‘つながりネット’により顔の見える
関係づくりの目標は達成でき、その上で顔の見える関係づくりが多
職種連携のゴールではないことなど理解が深まっている。

‘つながりネット’だけでなく、在宅や施設の介護職が各職場
を超えた勉強会を実施したり、自施設の取り組みや介護職
の職能を他職種にも伝えたりするなど、介護職の実践や発
信が見えるようになってきた。他の職種においても、個別支
援における連携はもちろんのこと、ケースの支援に留まらな
い連携・実践の具体的な仕組みづくりが地域のそれぞれの
場で広がることが必要である。

○各支所単位で多職種勉強会を開催している。（開催頻度は、毎月の所や、２
カ月に１回、３カ月に１回、年に２回など）市が主導するだけでなく、地域の多職
種で活動が始まった地域もある。

・毎月開催の地域は、在宅医療体制も整っている。
・２カ月に１回の地域は、固定メンバーで地域の課題を検討し、専門
職による市民啓発を行うなど、地域に出前講座を実施している。
・介護・医療専門職で顔の見える関係づくりができ、連携が取りやす
くなり看取り体制の強化につながっている。

・まだまだ多職種連携が十分にできていない地域もあり、手
法を検討するなど見直しもしながら進めて行く必要がある。

○町内の医療、介護、行政、福祉等の専門職で構成する医療・介護ネットワー
ク「わたむきねっと」の開催(年４回）
○「わたむきねっと検討会議」の開催（年４回）

・町内関係機関の顔の見える関係づくりおよび多職種間で気軽に相
談できる関係づくりが進展
・検討会議は、町の医療福祉介護連携にかかる多職種のより良い
議論の場になり、情報の共有、知識の向上等にも繋がっている。

・裾野が広い組織としていく。
がん・難病・障害者医療・障害児童での連携が不足してい
る。・住民の地域生活の中での課題に対し、行政をはじめ
町内の医療・福祉の関係機関の専門職が、課題解決の支
援を目的とした研修等を実施。そのことにより、専門職の能
力の向上等を図り、多職種連携の場で議論を深め、支援に
繋がる流れをつくることが必要と考えている。

○H27～29：竜王ぼちぼちネットでの事例検討会や他職種・事業所の紹介
　　　　（２か月に１回）
○H27～29：在宅福祉医療ネットワーク会議（年間２～３回）

竜王町内で活動する多職種とは、日頃よりよく出会い、顔のみえる
関係が十分にできているため、相談もしやすく連携がとりやすい。そ
れぞれの職種の活動から幅広く意見を言ってもらえるため、課題が
共有しやすい。

それぞれの職種における人材不足については解決困難で
あるが、お互いの活動範囲を少しづつ広げられ、重なる部
分が多いとよいと感じている。又、会議などを通して県、圏
域とも情報共有し人材確保の一助が出来ればと思ってい
る。

目標２　　適切な医療機能の分化・連携が図られている

市町



健康福祉事務所
○NPO法人三方よし研究会設立（平成28年2月）
○多職種連携ネットワークの場（管内2市２町：１０　疾患別（糖尿病）：１）

・当初は脳卒中地域連携パスでの連携事例を通しての地域課題の
検討から始まり、関係者の顔のみえる関係づくりの場となっている。
その中で、地域医療機能と多職種連携イメージが明確になり、地域
連携パスというツールを開発し、圏域内の流れができ、平均在院日
数の短縮、急性期病院への救急搬送率の向上、回復期病床の増
加、在宅復帰率の向上などをとおし地域完結型医療につながってき
ている。
・関係者間の顔の見える連携により、お互いに支えあう意識等、仲
間のモチベーションアップにつながっている。現在は、脳卒中に留ま
らず、独居・高齢世帯・認知症・医療依存度の高い人等を支える連
携の在り方についても事例をもとに検討している。事例報告を通じ
て、所属内や関係者間の連携も深まり、意識やケアの質の向上につ
ながっている。
・圏域全体の三方よし研究会から、維持期の関係者が参加しやすい
地域ごとの三方よしが開催されてきている。(現在１１か所)

在宅医療の社会資源としては、東近江圏域の在宅療養支
援診療所数、訪問看護ステーション数は、県平均を下回っ
ており、さらなるネットワークの促進が必要である。

多職種連携の場に誰もが参

多職種連携のゴール・目的の共有

連携の具体的な仕組みづく

多職種連携の場の継続

圏域の医社会資源を繋ぐのは多職種連

さらに裾野を広げていく



＜具体策２－③　市町地域ケア会議＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会 地域ケア会議に参加 引き続き参加する

湖東歯科医師会 地域ケア会議に参加 歯科の立場を踏まえ、会議内で歯科的立場、考え方を理解していただく歯科医師だけではなく歯科衛生士の参加も必要

H２７年度　（１）個別ケース検討会議　１３回　（２）地域課題検討会議　２回
　　　　　　　（３）地域ケア会議研修会　　１回
H２８年度　（１）圏域地域ケア会議　 　　４回　（２）地域ケア会議　研修会　２回
　
H２９年度　（１）圏域地域ケア会議　　　 ６回　   ケアマネジメント会議（１回/
週）
              （２）地域ケア推進会議　　　 ２回

・各圏域地域包括支援センターが個別ケースの積み上げから地域
課題としてみる力を少しずつつけてきている。また、地域課題の検討
をするなかで、個別ケースの関わりを振り返り、再度検討することで
改善にむけた視点の方向性が共有・整理できたケースもあった。
・地域ケア推進会議の位置づけ・機能に関する庁内調整に相当の時
間を要したが、事業体系を整理することができた。

圏域包括からあがってきた地域課題について早急な解決を
求められることも多いが、課内においても市庁関係各課と
の連携についての課題が依然として残っており、解決にむ
けた迅速な対応がとれていない。課内においては業務担当
者が把握している地域課題の整理が必要であり、また地域
ケア推進会議においては福祉政策主幹課に参加してもらう
ことで市の課題として吸い上げてもらうことが必要である。
市として解決にむけた課題の明確化を行い具体的に取組
みをすすめていく必要性がある。

・地域ケア推進会議は３圏域で年４回開催し、平成２８年度からは、地域ケア個
別会議を年２４回開催し、推進会議は３圏域で年２回開催している。
・地域ケア個別会議は、通所介護事業所や通所リハビリ事業所から事例提供
いただき、担当ケアマネジャー、利用サービス事業所、管理栄養士、作業療法
士、理学療法士、包括支援センターの主任ケアマネが入り、自立支援に向けた
検討を行っている。

・地域ケア個別会議では、ケアマネジャーやサービス事業所が視点
の広がりや、連携による情報共有ができ同じ方向を向いて支援がで
きるなど今まで不足していた部分に気付くことができている。

・地域ケア推進会議で出てきた地域課題について、まだま
だ十分な検討ができていない。

【高齢者】
・平成２６年は国のモデル事業で課題解決型の地域ケア個別会議実施
・平成２７～２８年は不定期に処遇困難ケースの地域ケア個別会議
・国のモデル事業に参加し、平成２９年は自立支援型の地域ケア個別会議を
立ち上げ、滋賀県とともに取り組みを進めている。
【精神保健】
・精神障害者等への支援状況の共有や検討を行い、個別ケースへの支援の充
実や関係
機関の力量形成を図る。また会議を通じて個別課題から地域課題を抽出し、
町や圏域での施策の検討に結びつける。

【高齢者】
・地域ケア個別会議にかかわった関係者の中で、考え方の変化・連
携の深まりが進みつつある。
【精神保健】
・当町の地域課題を抽出し、圏域で（精神事務局や部会）で検討。医
療機関と地域がスムーズに連携
　出来る様支援策を講じている。

【高齢者】
・自立支援へ向けた助言ができる検討メンバーの確保（リハ
ビリ職など）。
・多職種連携とともに、各業種ごとの連携を深める必要があ
る。
【精神保健】
・地域の課題を抽出し政策化していくには、参加機関を増や
す必要性がある。

H27：地域ケア個別会議（２回）「認知症対応型グループホームの事例を通じて
認知症対応型グループホームのあり方について考える」
地域ケア推進会議「生きがいとしての農業を継続的に携われる仕組みについ
て」「暮らしのお品書きを基にした地域資源の把握および意見交換」
地域ケア代表者会議「高齢者の生きがいについて」
H28：地域ケア個別会議「『２４時間３６５日を支える』をテーマに小規模多機能
の事例を通じてその人らしく生き生きと過ごすための支援のあり方について考
える」　　　　　　　　　　　　　　　　地域ケア推進会議：地域リハビリテーション活
動支援事業で活動した内容を基に障がいのある高齢者のリハビリテーションの
あり方について考える
H29：地域ケア個別会議　地域住民も含めた多職種協働による支援検討会

職種の活動の違いから新たな気づきや発見があり、互いにどう協力
したらいいのかが見えてくる。お互いの強み、弱みもわかり、より助
け合いやすくなる。それは、利用者にとっても有益である。

協議した内容を継続的に評価、管理していく必要があるた
め、テーマを絞るほうが望ましい。

市町

ケア会議で出た課題を地域課題として検討する

政策化
自立支援に向けた検討（リハ職の確保）

さらに参加職種を拡大検討課題を継続的に評価、管理



＜具体策２－④　連携ツールの活用＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

健康福祉事務所
○脳卒中地域連携パスの運用
○がんパスの運用

平成19年より脳卒中地域連携パス運用を通し、病院の機能分担、
病病連携、地域連携が進んだ結果、在院日数の短縮、在宅復帰率
の向上、管内急性期病院救急搬送率の向上が図られ、地域完結型
医療体制、病院から地域へスムーズな移行ができる地域連携体制
が整備されつつある。

パス運用から明らかになった課題である維持期リハビリ
テーション提供体制の充実が必要。

＜具体策２－⑤　退院調整機能の充実・強化＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

健康福祉事務所
○退院支援ルールの作成
　　H27　作成、H28～H29　運用および改定を行った。

手引き作成の取り組みを通し、院内連携体制が整備され、早期から
病院とケアマネの連絡が始まるとともに、退院前連携も促進されてき
ている。

「急な退院となりサービス調整されずに退院となり患者さん
家族さんが困られた。」事例はあり、院内の退院支援ルー
ルの構築および連携（情報共有）の強化が必要。 退院支援
手引書の普及・ルールの定着を図るとともに、退院支援の
質の向上に向けた研修継続が必要。

連携ツールをさらに普及定着へ 地域リハビリテーションの推進

従事者のスキルアップ



＜具体策３－①　多職種連携の場の活性化＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会 目標２－②と同じ 目標２－②と同じ 目標２－②と同じ

湖東歯科医師会 目標２－②と同じ 個別にはかかわりがあるが、会としてさらに進める必要がある 会内部研修を行い、歯科医師自身のスキルアップを図る

近江八幡市立総合医療
センター

目標２－②と同じ

地域包括ケア病棟の開設により、リハビリを重点においた長期の加
療が可能となり、患者の選択肢が広がった。地域医療支援病院とし
て、地域の医療従事者を対象に様々な研修会等を開催し、連携強
化に努めている。紹介率、逆紹介率の向上のために、顔の見える病
病、病診連携を実施している。

後方医療機関や介護事業所も含めた連携が今以上に重要
となってきており、マンパワーも含めた当院の体制強化が課
題である。

・多職種連携の場を意義あるものにするため、今まで参加のない事業所等に
声かけし、各地域らしさを出した場になるよう情報共有しながら市が支援してい
る。

今まで参加がない職種、事業所に周知し、多職種で地域の
課題を検討して、地域に発信できるような取り組みが必要。

・継続してよりよい活動内容にすること。
・活動の裾野を広げるために、多くの構成団体が参加でき
るように進める。

個別事例の動きが見える形で示せることが課題。

健康福祉事務所 目標２－②と同じ
圏域全体の三方よし研究会から、維持期の関係者が参加しやすい
地域ごとの三方よしが開催されてきている。(現在１１か所)

＜具体策３－②　市町の地域ケア会議の活性化＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会 目標２－③と同じ 目標２－③と同じ 目標２－③と同じ

湖東歯科医師会 目標２－③と同じ 歯科的立場からアドバイスを行うことができる 会員に対し、研修等によりスキルアップを図る必要がある

目標２－③と同じ
・事業対象者のマネジメントを検討してきたケアマネジメント会議を、
個別レベルの地域ケア会議に位置づけることで、これを利用して、自
立支援に資するマネジメントを強化することが可能となった。

目標２－③と同じ

・地域ケア個別会議では、現状の関係者、助言者、地域包括で検討することを
している。個別ケースの背後に潜在している地域課題を明確化するために、検
討する課題によっては、本人や家族、民生委員児童委員や自治会等の地域住
民の参画や、地域ケア個別会議の検討課題を集約して地域ケア推進会議で検
討。

・地域ケア個別会議や地域ケア推進会議から出てきた課題
に対して、政策化できていない

目標２－③と同じ ・ケアマネジャーと多職種の連携が進みつつある。
・住民自身が、「してもらう」型のサービスや医療依存から、
自立へ向けた思考に変わっていく必要がある。

目標２－③と同じ
・それぞれの職種から、今後こうしていきたいという前向きな意見が
多くなっている。

・それぞれの職種が活発に意見交換できる場づくりが必
要。事務局は段取りするために必要だが、司会は様々な職
種にしてもらってもよい。

＜具体策３－③　各機関が行う啓発＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

市町

目標３　　適切な医療機能の分化・連携が図られている

市町

従事者のスキルアップ検討内容の充実、課題が見える形で提示

個別の課題を政策化する 検討の場をつくる 自立支援のケア・サービス



東近江医師会 ○様々な場所で住民啓発を行っている

湖東歯科医師会 ○在宅歯科連携室を通じ、歯科医師が訪問診療をしていることをPRする 徐々に認知されつつある あらゆる機会を通じでPRする

近江八幡市立総合医療センター　市民公開講座
滋賀八幡病院　　　　　　　　　　　　公開講座
ヴォーリズ記念病院　　　　　　　　 出前講座　公開講座　がんセミナー等

市民が医療への依存の限界や地域医療の実態を知り、在
宅医療に関心を持ってもらえるよう、また、かかりつけ医の
促進、死生観の醸成や終末期の意思確認の促進などを目
指し、行政だけでなく医療職やコメディカルなど多職種で継
続した啓発を行う必要がある。

・市内のケアマネジャーの代表で構成している「医療との連携」ワーキングの委
員で、医療と介護のガイドブック、認知症のケアパス、認知症の啓発冊子を作
成。また、ケアマネジャーに看取りに関するアンケートを実施し、在宅看取りに
関する課題を抽出し、課題解決に向け何ができるか検討している。
・平成29年度は、「医療との連携」ワーキングのメンバーで、認知症連続講座の
3回目に啓発劇を行った。
・五個荘のてんびん倶楽部「子三方よし」では、薬剤師が地域のサロンで薬の
話しをしたり専門職が出前講座を行うなど啓発に取り組んでいる。

・認知症については、認知症キャラバンメイトとともに出前講座により地域、企
業や学校での講座を開催
・医療についても、出前講座でうつ病・がん等の講座内容で地域に出向き啓発
を行っている。

・認知症の出前講座の依頼は年間１０～１０数件ある。企業等から
の講師派遣依頼の増。

・医療（がん・うつ・健康づくり等）の出前講座は年間１５件前後ある。
集落からの依頼がほとんどであるが、一部企業からの依頼もある。
（平成28年度14回・460名）

現在の取り組みを継続

医療機関・訪問看護ステーション：日頃の診療から終末期も含め本人の意思確
認を行っている。家族に寄り添いながら家族教育も実施。
グループホーム：身体介護が優先になってきた場合は特養の申込みを促すな
どケアの移行を提案。

自分たちの役割を全うすることでより良いケアにつながっている お互いの活動の情報共有

市町

あらゆる場での啓発 ターゲットを絞り、必要な内容を伝える



＜具体策３－④　各団体が行う多職種連携研修会等＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会
○三方よし研究会参加
○子三方よし開催

 参加者を増やす三方よし研究会に引き続き参加する

湖東歯科医師会 ○在宅歯科医療連携質により各病院、施設にて研修会を開催 少しずつ歯科のことを認知していただけるようになってきた 研修会を充実させる

‘つながりネット’の企画・運営を行政主体で地域リーダーとともに
行っているが、地域リーダーの組織化や自主活動化には至っていな
い。
しかし、‘つながりネット’以外で、在宅や施設の介護職が各職場を
超えた勉強会を実施したり、自施設の取り組みや介護職の職能を他
職種にも伝えたりするなど、介護職の実践や発信が見えるように
なってきた。

個別支援における連携はもちろんのこと、ケースの支援に
留まらない連携・実践の具体的な仕組みづくりが地域のそ
れぞれの場で広がることが必要である。（再掲）

○各支所単位の多職種勉強会で、研修会を実施している。
○ケアマネジャー対象の居宅連携会議の中で、連携の課題に対して検討した
り、訪問看護事業所や訪問リハビリ事業所と交流することで、連携の課題につ
いて情報交換会を開催。
○医師会主催でケアマネジャー、訪問看護事業所、地域包括で年1回意見交
換会を実施。
○平成２８年度地域包括ケアーについて市関係職員１００名に対し研修会開
催。
○平成２８年度地域包括ケアについて医療介護関係者に対し研修会開催。

・医師会との意見交換会では、開業医の先生との交流になり、年々
顔の見える関係はできてきていて、開業医との連携の課題は減って
いる。

わたむきねっと内での研修
・参加者は、医療・介護の知識の向上、また、専門職相互の連携の
さらなる必要性や考え方を得ることができた。

参加者が固定化している。裾野が広い組織としていくこと。

H27：在宅療養を支援する多職種地域リーダー等研修会に参加
H28：多職種キャリアアップ研究会に参加　町内事業所が主催の口腔ケア研修
に参加
H29：多職種キャリアアップ研究会に参加　日本プライマリケア連合学会に参加

いろいろな研修会に参加することで、見識が広がる。聞いた内容を
他の事業所等に伝えられる。

引き続き研修会に参加できるよう調整

市町

参加者の固定が課題 連携できる仕組みづくり



＜具体策４－①　市民団体の活動助成＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

健康福祉事務所

○H27　地域医療福祉を推進する自発的な活動支援　６ヶ所
　　　　（Let’ｔのとが輪、滋賀県作業療法士会、チーム永源寺、あいとう三方よし研究会
　　　　　　　わたむきねっと、地域から医療福祉を考える東近江懇話会）
○H2８　地域医療福祉を推進する自発的な活動支援　９ヶ所
　　　　（Let’ｔのとが輪、滋賀県作業療法士会、チーム永源寺、あいとう三方よし研究会
　　　　わたむきねっと、東桜谷地区社会福祉協議会、地域から医療福祉を考える東近江
　　　　　懇話会、三方よし研究会、糖尿病三方よし研究会）

●各団体により、自発的に地域の医療を守り育てる活動が推進さ
れた。
　　具体的には、多職種連携の場において関係者が「生老病死」に
ついて考えたほか、関係者を通じて住民への啓発ができた。

■今後、各団体等が主体的に活動できるよう支
援を行う

＜具体策４－②　住民啓発＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会 ○様々な場所で住民啓発を行っている

湖東歯科医師会 ○健康いきいきフェスタを毎年開催 多くの住民の方に歯科としての役割を理解していただけた
さらに内容を充実させ、PR活動を行い、多くの方
に参加していただけるように努める

近江八幡市立総合医療
センター

○がん患者サロンの開設
○市民公開講座の実施
　禁煙、小児、糖尿病、心疾患、腎臓病、救急、オペ体験など住民のみなさんに身近な
テーマで講演や体験型の講座を行っている。

○患者同士の接点の場、癒しの場
○恒例化している講座も多数あり、数百人単位で参加されるものも
ある。医療についての知識の向上や、未病についての貢献度はか
なり高いと思われる。

○認知度の低さ、参加者の少なさ
○職員や関連団体のボランティアで成り立って
いるものも多く、継続させることの難しさがある。

具体策１－②に同じ
死生観醸成や在宅療養に関する啓発を継続してはいるが、年1回の
広報掲載に留まるなど効果的な取り組みには至っていない。

具体策１－②に同じ

○「わたしの生き方」の看取りの冊子を作成し、自分らしい最期を迎えるために家族等で
話し合っていただくきっかけになるよう啓発している。地域から医療福祉を考えるフォーラ
ムでも冊子紹介している。また、75歳到達者を対象にしたウエルカム事業で冊子を朗読し
啓発している。ウエルカム事業で行った啓発の評価を今年度中に実施予定。

・ウエルカム事業で朗読した際の反応は、「自分の最期の生き方に
ついて考えることは必要」と話される方は多い。

・まだまだ啓発が不足しているので、サロンの出
前講座など機会あるごとに啓発が必要。

○地域福祉講座（東桜谷地区社協・人権啓発推進協議会・東桜谷公民館）への補助金紹
介（４－①）
○地域のサロンへ永源寺地区の取り組みDVDの貸し出し

医療における啓発については、行政機関のみの
では住民啓発には限界があるので、医療機関
や医療関係者に依頼する方法で進めることを研
究する必要がある。

H27：広報誌にて在宅療養の特集記事を掲載
H28．29：エンディングノートの啓発活動
H28．29：認知症カフェ

医療や介護における住民啓発はおおむね実施できている。認知症
という病気に家族として向き合いながらより良いケアの方法につい
てお互い励まし合い考えられている。

エンディングノート：必要性を理解してもらい、行
動変容につなげていくこと。
認知症カフェ：よりたくさんの人に来てもらい、学
ぶ機会を得てもらう。

目標４　　住民自らが「生老病死とどう向き合うか」という考えを持ち、地域の医療福祉と主体性を持ってかかわっている

市町

さらなる啓発 テーマ；在宅医療、看取り、死生観、終末期の意思確認、認知



＜具体策５－①　就業相談等の検討・発信＞ ＜具体策５－②　看護職人材発掘＞

＜具体策５－③　病院での後方支援・人材育成研修等＞ ＜具体策５－④　市民団体の活動助成＞

貴団体の取組み(平成27～29年度） 貴団体における成果 貴団体および圏域における今後の課題

東近江医師会 ○介護初任者研修の講師として協力 継続する

湖東歯科医師会 ○訪問歯科衛生士養成講座に講師として協力 地域リーダーになっていかれる歯科衛生士の育成
さらに多くの歯科衛生士にスキルアップをしていただ
き、活躍いただく

近江八幡市立総合医療
センター

看護師、セラピスト、薬剤師、医学生、救急救命士、医療事務等の積極的な実習生の受入
上記を対象とした病院見学会の実施

人材の安定的な確保に寄与している。
臨床研修医においても、非常に人気のある医療
機関となっている。

医療スタッフについて、長期的な視点でみると、今後ど
のように安定的に確保していくのかが大きな課題であ
る。

平成２７年度　介護・福祉人材確保緊急支援事業 合同職場面接会   参加者　４１名　内定者　１２名
　　　　　　　　　スキルアップ研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 参加者　４９名
                    初期認知症の理解と対応研修会（２回）　　　　　　　    参加者　（延）１２６名
　　　　　　　　　口腔機能アセスメント及び対応能力向上研修（２回）　参加者 （延）４５名
　　　　　　　　　介護事業所等への虐待予防に関する研修　　　　　（全体研修）１回　（事業所）６回
平成２８年度　介護・福祉人材確保緊急支援事業 合同職場面接会 参加者　２８名　内定者　８名
　　　　　　　　　スキルアップ研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者６５名
　　　　　　　　　初期認知症の理解と対応研修会　　　　　　　　　　　　参加者　２０名
　　　　　　　　　介護事業所等への虐待予防に関する研修　　　　　（全体研修）２回　（事業所）９回
平成２９年度　介護・福祉人材確保緊急支援事業 合同職場面接会
　　　　　　　　　介護事業所等への虐待予防に関する研修

サービスの質の向上と、これに伴って離職が抑
制できているかといった評価には至っていない。

①人材確保に向けた体系的な実施計画と評価がな
い。
②介護サービスに従事する介護職や看護職は充足し
ておらず、継続した人材確保の取り組みが必要。あわ
せて、現任者への実践的な知識と技術、倫理など質の
向上を図り、安定的な在宅療養支援環境についての
整備が必要である。

○蒲生医療センターによる家庭医養成プログラムの実施。（卒業3年目の医師に対して、3年間の家
庭医（総合診療医）養成プログラムを実施。
○平成２６年度から２９年度まで４年間多職種の同行訪問研修を実施し、病院の医師、薬剤師、看護
師はもちろんで、開業の薬剤師、歯科医、歯科衛生士も在宅の同行訪問研修に参加。

在宅での訪問薬剤師、歯科医や歯科衛生士の
訪問が徐々に増加している

現在の時点で介護施設での介護人員不足があり、
ショートステイの稼働が１００％できない事業所もみら
れるなど深刻になりつつある

ぼちぼちねっと竜王
介護支援専門員連絡会
中学校での認知症啓発活動で、介護職員から「やりがい」についてメッセージを伝えてもらった

お互いの活動を理解しあうことで働きがいにつながる
竜王町に来てもらえるようにそれぞれの職種が自分た
ちの職種の魅力をPRしていく

健康福祉事務所

○具体策５－①関係
地域から医療福祉を考える東近江懇話会において検討
　・H27　県全体で介護人材にかかる取り組みを紹介（医療福祉推進課介護保険室）
　　　　　　圏域で離職防止の取り組みを進める必要がある。
　・介護人材の発掘・人材育成事業（NPO法人三方よし研究会）
　　H27　実施検討
　　H28～H29　事業実施
○具体策５－②関係
地域から医療福祉を考える東近江懇話会において検討（H27)
　　圏域内の潜在看護・介護職員の発掘に向けた取り組みについて検討し、滋賀県看護協会主催の
研修を東近江管内で開催した。
　　研修開催についてのPRを行った。
○具体策５－③関係
　H27　病院の後方支援機能を活かした人材育成研修支援
　　　　　（東近江敬愛病院　　医療介護関係者、在宅介護実施者への研修）
　H28　病院の後方支援機能を活かした人材育成研修支援
　　　　　（東近江敬愛病院　　医療介護関係者、在宅介護実施者への研修）

介護人材は、地域から医療福祉を考える東近江
懇話会およびNPO法人三方よし研究会が主体と
なり、研修事業を実施することができる等、住民
主体の活動が行えた。

医療機関における人材育成についても、主体的
に企画運営され、このようの動きが広まってきた
ことが成果である。

さらに地域の関係機関、団体による人材育成が進むよ
う働きかける必要がある

目標５　　医療福祉職が働きたくなる魅力ある地域づくり；地域全体で取り組む人材育成

市町

職種の魅力を伝える継続的人材育成、資質の向上医療福祉人材不足


