
第四章 具体施策の推進 

 

１ 地域包括ケアシステムの構築と医療介護連携 

 

（１）地域包括ケアシステム 

 

【現状と分析】 

 地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上となる平成37(2025)年を目途

に、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、

高齢者の住まいを拠点に、介護だけでなく、医療や介護予防、生活支援を一体的に

提供する地域の仕組みです。 

 地域の特性や地域資源に応じ、次のポイントをふまえ、地域包括ケアシステム構

築を実現させていく必要があります。 

第６期の計画期間では、平成27年４月から平成29年４月までの間に、各市町村に

おいて、「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行が行われました。 

また、平成30(2018)年度までに「在宅医療・介護連携の推進」、「生活支援・介

護予防サービスの基盤整備の推進」、「認知症施策の推進」のための体制が各市町

村で整備されます。 

 
 

地域包括ケアシステム構築のポイント  
  
 ① 地域の高齢者の実態の把握  
   ⇒  支援を要する高齢者が、どこでどのような生活をしているかの把握。把握した内

容を支援者・支援機関につなげる仕組みの構築  
 
 ② 個々の高齢者の具体的なニーズの把握と支援  
   ⇒  要支援者に対し、実際にどのような支援が必要かを判断し、支援を行う仕組みの

構築  
 
 ③ 介護を要する高齢者が適切な介護サービスを受けられる環境の整備  
   ⇒  適切なケアにより心身機能の維持、改善が図られる仕組みの構築  
 
 ④ 入院から在宅への円滑な移行  
   ⇒  入院加療中の高齢者が、円滑に在宅復帰するための在宅医療の確保と、医療・介

護連携の仕組みの構築  
 
 ⑤ 地域における介護予防の推進  
   ⇒  地域の高齢者、住民ボランティア、行政、医療、介護関係機関が一体となったさ

まざまな活動を通じて、健康を維持し介護を予防する仕組み、また、認知症の

症状等を早期に発見し、重度化予防に繋げる仕組み  
 
 ⑥ 高齢者の尊厳と安全を守る仕組み 
   ⇒  相談対応、虐待防止、意思の尊重などに通じる仕組み  
 
  



【第７期における方向及び対応】 

 

 第７期計画では、基本目標を「とっとり型地域包括ケアネットワークの深化」と

し、第６期計画期間で整備された体制を活用しながら、地域包括ケア推進の活動を

本格化させる期間と位置付け、県民の皆さんと協働する形での地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を目指しています。 

 本章各項目に掲げる取組を通じて、その実現を目指すこととします。 

 

 

（参考）地域包括ケアシステムの姿 

出典：厚生労働省資料  

 

 

 

（２）地域包括支援センターの機能強化と地域ケア会議の普及・定着 

 

【現状と分析】 

 

 地域包括支援センターは、高齢者の健康保持及び生活の安定のために包括的に支

援する中核的な機関として、平成18（2006）年の介護保険法改正に基づき創設され

ました。市町村が設置主体で、県内に33か所あります。地域包括支援センターには、

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）の３職種を中心

に、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要

な援助などを行っています。 

 地域包括支援センターが設置された当初から要介護認定者は約28％増え（平成

19(2007)年度末27,080人⇒平成29(2017)年4月34,615人）、併せて認知症高齢者数等

も増加しています。これらに伴う相談件数、介護予防サービス計画（介護予防ケア

プラン）の作成等に要する事務も増加しており、地域包括支援センターの業務が年

々多忙化しています。 

 平成29年の介護保険法の改正により、地域包括支援センターによる評価が義務づ

けられました。市町村は、地域包括支援センターの業務が適切に実施されるよう、

評価結果に基づき地域包括支援センターに必要な職員体制を検討し、その確保に取

組むことが重要です。 



 

 平成26年の介護保険法の改正により、地域ケア会議の設置が市町村の努力義務と

して介護保険法に規定されました。（以前は「通知」の位置付け。） 

地域ケア会議は、市町村や地域包括支援センターの主任介護支援専門員、社会福

祉士、保健師等で個別ケースの検討を行いますが、医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専

門員（ケアマネジャー）、介護サービス事業者などの多職種が参画することで、自

立支援に向けたより効果的なケアマネジメントが可能になります。 

 また、個別ケース検討の積み重ねにより、地域課題の把握、地域資源の開発、施

策形成への効果も期待されています。 

県内では、すべての市町村で地域ケア会議が設置されており、中でも北栄町が多

職種連携による自立支援型ケアマネジメントを軌道に乗せており、南部箕蚊屋広域

連合や岩美町、智頭町等でも、同様の取組が始められています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

ア 地域包括支援センターの機能強化 

 

 高齢者数の増加、支援内容の多様化・複雑化に応じた、地域包括支援センターの

体制強化が必要です。県は、地域包括支援センターが主催する地域ケア会議への専

門職の派遣、地域包括支援センター職員の研修の実施、他県市町村の取組事例の紹

介等を通じて、地域包括支援センターの活動や取組を支援します。 

 

 

イ 地域ケア会議と多職種連携 

 

（ア）北栄町型地域ケア会議の普及 

北栄町では、平成22(2010)年度から自立支援型マネジメントに基づく地域ケア

会議を開催しています。介護サービス事業所等の自立支援に対する意識変化や、

レベルアップが見られ、多職種の専門職等が個別ケースの検討に加わることによ

り、高齢者の豊かな生活の実現に最も適したサービスが提供され、結果として、

要介護認定者の減少、介護給付費の縮減にもつながっています。 

介護が必要な状態になっても、介護サービス等を利用しながら、自分の持てる

力（残存能力）を活かして、高齢者が自らの意思で主体的に質の高い生活を送る

ことができるよう、地域ケア会議の立ち上げ・運営に関するアドバイザーの派遣

や地域ケア会議実務者研修の開催等を実施しています。 

このような自立支援型ケアマネジメントが県内全域で行われるよう、引き続き

市町村等の取組を支援していきます。 

 

（イ）処遇困難ケースの検討を通じた連携強化 

多職種の専門職が集まり、処遇困難ケースを協議することにより、連携と対応

力の強化を図ることが提唱されています。一方、現場からは「協議をしてもなか

なか解決策が見い出せない」など、運営が難しいとの声も聞かれます。専門職連

携による困難事例解決に向けた取組は今後重要であり、研修等を通じて推進して

いくこととします。 

 



（参考）地域ケア会議の推進 （H27.2.23全国厚生労働関係部局長会議資料抜粋） 

 

 

（参考）地域ケア会議の実施状況                        ※平成29年10月県調べ 

市町村 ＼ 会議の種別  個別ケースの検討  地域課題の検討  
 鳥取市      ○      
 米子市      ○     ○ 
 倉吉市      ○      
 境港市      ○     ○ H29 度～ 
 岩美町      ○     ○ 
 若桜町      ○     ○ 
 智頭町      ○     ○ 

 八頭町      ○     ○ 
 三朝町      ○      

 湯梨浜町      ○     ○  
 琴浦町      ○     ○ H30 度～ 
 北栄町      ○     ○ 

 大山町      ○  
 日南町      ○     ○ 
 日野町      ○     ○ 
 江府町      ○     ○ 
 南部箕蚊屋広域連合  
 ・日吉津村  

 

    ○ 
 

 ・南部町      ○  
 ・伯耆町      ○  
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（３）地域における専門職の連携 

 

【現状と分析】 

 

 地域ケア会議による専門職連携及び在宅医療・介護連携のほかにも、さまざまな

場面で連携は重要となります。 

 専門職の連携に関しては、平成25(2013)年度に、県と鳥取大学が共同（実施：鳥

取県地域包括ケア研究会調査チーム）で行った「鳥取県における地域包括ケアシス

テムの発展･強化に向けた保健･医療･福祉の専門職連携と在宅ケアに関するアンケー

ト調査（以下「専門職連携に関するアンケート」と記載）」があります。 

 これによると、介護専門職と医師との連携の取りにくさや、コミュニティソーシ

ャルワーカー（コミュニティワーカー）との連携の重要性が充分に認識されていな

いことが分かります。 

 

（参考）「専門職連携に関するアンケート」より「連携の取りやすさ」について 

専門職間の連携の取りやすさの傾向を見ると、ケアマネジャーに関し「取りや

すい」（64％）と「どちらかと言えばとりやすい」（24％）を合計した肯定的な

評価が88％と最も高く、日頃から連携がスムーズに取れていることが分かります。 

一方、市町村社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー（コミュニティ

ワーカー）や訪問診療に従事する歯科医師などで、肯定的な評価の値が低くなっ

ています。 

鳥 取県 地 域 包括 ケア研 究 会調 査チーム 
「鳥取県における地域包括ケアシステムの発展・強化に向けた保健・医療・福祉の専門職連携と在宅ケアの課題に関するアンケー

ト調査(2014年3月)」 



（参考）「専門職連携に関するアンケート」より「連携の必要性と実際の連携状況」 

連携の必要性の高い専門職について、実際に連携ができている場合は図では右

上に表示されます。 

連携の必要性が高いにもかかわらず十分に連携ができていない場合の表示は、

左上に近づくことになります。 

ケアマネジャーや介護専門職、看護師については、連携の必要性が最も高く、

連携もできている専門職グループと位置付けられます。また、消防署員や警察官

は、連携の必要性が最も低く、実際に最も連携ができていない専門職グループと

位置付けられます。 

一方、点数が低いのは、薬剤師や市町村社会福祉協議会のコミュニティソーシ

ャルワーカー（コミュニティワーカー）、栄養士、歯科医師などです。歯科医師

との連携の必要性は３点台半ば、実際の連携状況は２点に近い位置にあり、必要

性はあると思われながらも連携がうまく取れていないことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 取県 地 域 包括 ケア研 究 会調 査チーム 
「鳥取 県における地域 包 括ケアシステムの発 展・強 化に向けた保 健・医 療・福祉 の専 門 職 連携 と在 宅 ケアの課 題に関 する

アンケート調 査 (2014年3月 )」 
 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 ケアマネジャーや介護職と、コミュニティソーシャルワーカー（コミュニティワ

ーカー）や生活支援コーディネーターとの連携に関しては、今後、地域サロンなど

地域活動の創出が重要となることから、引き続き医療職や介護職との連携を促進し

ていくこととします。 

 また、新しい介護予防・日常生活支援総合事業への移行により、要支援者相当の

高齢者を地域で受け入れることになることから、住民組織と市町村の高齢者福祉担

当部局との連携がより重要となります。市町村と連携し、各地域において住民活動

が一層活性化するよう支援していくこととします。 


