
（４）在宅医療と介護の連携 

 

【現状と分析】 

 

本県では、６５歳以上のいわゆる高齢者人口が３割近くに達し、全国平均よりも

早く高齢化が進行しており、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年（2025）年に

は、複数の疾患を抱えて慢性疾患の有病率が高い後期高齢者の増加が見込まれます。 

県民が、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して暮らし、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を整備するためには、

医療と介護の連携のもと、関係機関が一体となった取組や、医師、歯科医師、看護

師、薬剤師等の医療従事者と介護従事者等の多職種が連携した取組が求められてい

ます。 

平成28(2016)年12月には「鳥取県地域医療構想」を策定し、病床の機能の分化及

び連携、在宅医療・介護の推進、地域包括ケアシステムの構築といった「医療・介

護サービスの提供体制の改革」の取り組みが進められているところです。 

また、これまでの医療施策として取組が進められた成果を踏まえ、平成27年度の

介護保険制度改正により、地域支援事業に「在宅医療・介護連携推進事業」が位置

付けられ、市町村が主体となって地区医師会等との連携により取り組んでいます。 

 

 

（参考）本県での在宅医療の推進のための事業 

 本県では、平成24(2012)年度から多職種による在宅医療の支援体制の構築、地域

における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指すことを目的とした「在宅医療

連携拠点事業」や、在宅医療・訪問看護・訪問リハビリテーション等の提供体制を

充実させるための施設・設備整備を目的とした「在宅医療推進事業」の取組が行わ

れています。 

 

・在宅医療連携拠点事業（Ｈ28実績） 

事業者 主な実施事業 

一般社団法人鳥取

県東部医師会 

・在宅医療介護連携拠点の整備 

・医療・介護関係者による協議会の開催 

・東部在宅医療・介護連携研究会の開催 

・在宅医療機関マップの作成 

公益社団法人鳥取

県中部医師会 

・在宅医療・介護連携に関する多職種による定例会の開催 

・在宅医療充実のための医療機器の整備 

・地域連携クリティカル・パスの運用促進及び協議会 

公益社団法人鳥取

県西部医師会 

・在宅医療推進出前講座の開催 

・在宅医療推進ホームページの整備 

・在宅ケア研修会 

・地域連携クリティカル・パスに関する協議会及び委員会 

・在宅医療・在宅看取りについての普及啓発活動 

 

 

・在宅医療推進事業（Ｈ28実績） 

事業者  主な実施事業  
県内の各病院、訪

問看護ステーショ

ン等 

・訪問診療に必要なポータブル機材の整備 

・訪問看護・訪問リハ用の車両整備 

・医療機関に設置されたリハビリテーション室の改修等 

 



 在宅医療・介護連携には、急性期、回復期、慢性期の各機能を担う医療機関、地

域におけるかかりつけ医や、介護サービス事業所、ケアマネジャー、住民ボランテ

ィアなど、多数の関係者の連携による対応が求められ、各専門職の人材確保、意識

の醸成、具体的な連携の仕組みを整える取組が必要となります。 

 

公立病院のある岩美町や智頭町、日南町などでは、すでに在宅医療・介護連携の

取組が具体的に進められています。 

また、これまで医療政策の所管窓口を持たなかった市町村にも、「在宅医療・介

護連携推進事業」の一環として在宅医療・介護連携に関する相談窓口が設置される

など、在宅医療と介護の連携に向けた取組が進みつつあります。 

 県東部圏域では、鳥取県東部医師会と鳥取市、岩美町、智頭町、八頭町、若桜町

の協働事業として、「鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室」が設置され、

対話型の体験学習研修の導き役となるファシリテーターの養成や、医療介護福祉関

係者を対象とした多職種連携強化の研修、医療介護連携をテーマにした寸劇などに

よる分かりやすい住民啓発活動等の取組が行われています。 

 県中部圏域では、「ドクター＆ケアマネタイム」（※１）や認知症クリティカル

パス（※２）等により、地域における具体的な連携の仕組みづくりが進められてき

ました。今後は、これまでの取組を基に、市町が主体となって医療・介護情報を一

元化、充実させ、医療・介護関係者が連携に必要な情報を迅速に入手できる仕組み

づくりが進められていく見込です。 

また、「地域づくりしょいやの会」が再開され、多職種の顔の見える関係づくり

が図られています。 

 このほか、県中部・西部圏域では、入退院調整手順（ルール）（※３）が整備さ

れ、「入院時・退院時情報提供書」がケアマネジャーと医療機関の情報共有に活用

されています。 

このような取組を、今後さらに県内に広く普及していくことが必要です。 

 

※１ ドクター＆ケアマネタイム  
医師がケアマネジャーと相談することが可能な時間帯を設定し，その時間にケアカ

ンファレンス（サービス担当者会議）やケアマネジャー，介護サービス事業者との情

報交換を行うこと。  
※２ 認知症クリティカルパス  

認知症の発症・診断から地域生活まで切れ目ない連携により治療の統一を図り認知

症の方と家族の地域生活を支援するための連携ルール  
※３ 入退院調整手順（ルール）  

高齢者が在宅生活で困らないよう、「入院時（急性期～回復時）」から「退院時」

まで、医療機関と介護関係者（ケアマネジャー等）が相互に情報を提供し合う仕組

み。  
 

（参考）東部圏域の在宅医療・介護連携推進の取組 

鳥取県東部では、平成27年４月に鳥取県東部医師会と鳥取市、岩美町、若桜町、

智頭町、八頭町の協働事業として、東部医師会内に在宅医療介護連携推進室が設

置されました。「東部医師会在宅医療介護連携推進協議会」における在宅医療介

護連携推進事業の検討に加え、課題別に実務担当者レベルでの検討を行うワーキ

ンググループ（総合企画、地域資源、多職種研修、住民啓発、ファシリテーショ

ン、行政）を設置し、行政職員と東部医師会の専門職員が協働して業務を行って

います。 

平成28年11月から運用が始まった「在宅医療・介護連携に関する相談支援」で

は、在宅医療介護連携推進室に相談窓口を設置し、地域包括支援センター等から



の問合せに対応しています。住民からの問合せは地域包括支援センターで対応す

るという棲み分けを行い、限られた人数で効率的に相談支援を行っています。 

 

鳥取県東部医師会在宅医療介護連携室資料 

 

（参考）日南町の高齢者の在宅生活を支える取組 

 高齢化率が50％に迫る日南町では、日南病院が「町の道路は病院の廊下、各家庭

は病院のベッド」と提唱し、長年にわたり地域医療を展開しています。 

 たとえ寝たきりになっても安心して暮らせる地域を目指して、病院、介護、役場、

地域福祉の関係者、住民ボランティア等が連携して高齢者の在宅生活を支えていま

す。 

 



 本県では、在宅療養に必要な訪問看護について、平成23(2011)年度に訪問看護コ

ールセンターを設置し、ワンストップにより関係機関や療養家族などからの相談対

応を行っているほか、平成26(2014)年度の新規事業として、中山間地の訪問看護ス

テーションのサテライトの設置を進めています。 

 

 

（参考）医療的ケアが必要な方に適切なサービスが提供できる体制の整備 

    （鳥取県訪問看護支援センターの取組） 

 

特に要介護度が高く医療系サービスが必要となる方が在宅で安心して暮らしてい

くにあたって、訪問看護が担う役割は大きいことから、公益社団法人鳥取県看護協

会と連携して、訪問看護のネットワーク化を図るとともに、広く県民のみなさんや

高齢の方、医師、ケアマネジャー等介護保険に携わる方々に訪問看護を理解してい

ただくため、訪問看護を支援する取組を実施しています。 

鳥取県訪問看護支援センターでは、高齢や家族の方からの療養生活に関する悩み

ごと、困りごとに対する相談に応じたり、訪問看護サービスに関して、利用者や、

病院・介護サービス事業者の橋渡し役などを行っています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

在宅医療・介護連携の目標達成に向け、地域の取組を広域的な観点から支援しま

す。 

在宅医 療・介護連携の目標  

 

 ①在宅で必要な医療・介護 サービスが受けられる環境整備  

   ⇒ 在宅医療、訪問看護、訪問介護等、必要なサービスの確保 

    ⇒ 在宅医療・介護連携を通じた心身機能の維持、改善。ケアの質の確保 

 ②入院から在宅への円滑な移行  

    ⇒ 社会的入院の減、平均入院期間の短縮を図るため、入院時・退院時の

病院とケアマネジャー・地域包括支援センターの情報共有、連携体制

を整備 

 ③専門性の高い介護 予防 の推進  

   ⇒ 口腔ケアやリハビリテーション等に関する専門職の関わりによる介護

予防事業の推進 

 ④在宅看取りの推進  

    ⇒ 終末期における在宅生活を希望する本人、家族を支える仕組みの構築 

 

 在宅医療・介護連携を進めるにあたっては、市町村域だけでなく二次保健医療圏

域（＝高齢者福祉圏域）での取組も必須と考えられ、各二次保健医療圏域において

医療・介護関係者等が参画する多職種研修の開催や、入退院調整手順の運用・定着

の支援等の取組により、在宅医療・介護連携を推進していきます。 

併せて、平成26(2014)年度の診療報酬改定で導入された在宅療養実績加算など、

診療報酬としての在宅誘導、在宅医療支援診療所の増加、病床の再編に伴う訪問看

護師の増加等が期待されますが、新卒看護師の訪問看護師育成のプログラムの作成、

訪問看護師養成研修の参加支援、訪問看護の同行訪問への支援等により、さらなる

訪問看護師の確保に取り組みます。 



また、小規模多機能型居宅介護事業所や看護小規模多機能型居宅介護事業所とか

かりつけ医の連携など、介護サービス事業者やケアマネジャー等には、在宅医療に

取り組む医師等と積極的に連携するよう働きかけを行います。 

 

 

 

（５）ＩＣＴを活用した医療と介護の情報連携 

 

【現状と分析】 

 

 将来、介護サービス需要の増加が見込まれる中、必要な介護人材を確保していく

ことは大変重要ですが、介護人材の確保が難しい中で、ＩＣＴ（情報通信技術）の

活用等による介護分野の生産性の向上の推進が求められています。 

また、高齢者の健康管理や、専門職間の情報共有等に活かす仕組みが、生まれつ

つあり、今後は、医療情報と介護情報、健康情報などが連動した仕組みや、スマー

トフォンなどのモバイル端末を活用した医療専門職と介護専門職、地域の住民組織

間の情報共有などの場面での活用も期待されます。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

 現在、国においてＩＣＴ機器を導入しているサービス事業所に対する自治体の監

査における対応や介護サービス事業所への導入の促進を図るための手引きを作成し

ており、これらの情報を介護事業所に周知するとともに、介護と医療の情報連携が

推進されるよう、好事例や問題点の把握に努めていくとこととします。 

 また、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化を図るため、介護事業所が

介護環境の改善のために整備する介護ロボットやセンサーの導入を支援していくと

ともに、国が行っている「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」の

検証結果や、介護ロボットを活用した場合の介護報酬の見直し等について、介護事

業者に周知していきます。 

 

 

 

（６）高齢者の実態とニーズの把握 

 

【現状と分析】 

 

 市町村介護保険事業計画では、地域が抱える課題に対応した介護、介護予防、生

活支援などのサービスや事業を、地域包括ケアの観点から日常生活圏域ごとに位置

付けることとされています。 

 高齢者の身体機能の状況、閉じこもりや認知症等のリスク要因、世帯状況など地

域の高齢者の状況を的確に把握するためには、要支援・要介護者を含めた在宅で生

活する高齢者全体を対象として調査する必要があります。 

 高齢者の状況を把握する方法として、第５期計画以降、国が「日常生活圏域ニー

ズ調査」を導入し、各市町村が本調査をベースにして実施するとともに、第７期計

画から「要介護者の在宅生活の継続」や「介護者の就労継続」に有効な介護サービ

スのあり方を検討するための調査として、新たに「在宅介護実態調査」を実施して

います。 

 また、県・市町村社会福祉協議会により、毎年、一人暮らし高齢者数や地域サロ

ン数などの調査も行われています。 



【第７期における方向及び対応】 

 

 実施方法や設問内容が異なるものの個別の手法により、ほぼ全ての市町村で、高

齢者のニーズ把握に取り組まれています。今後も地域・市町村の実情に応じた対応

によるものとします。 

なお、民生委員や住民組織が把握した援護を要する高齢者に関する情報を、市町

村役場に連絡する仕組みを整えている地域もあり、このような取組を市町村に普及

していくこととします。 
 

（参考）第７期計画策定に向けた高齢者のニーズ把握に関する取組 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

市町村名 

(保険者) 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

調査の 

時期 

調査範囲 調査方法 対象者

数(人) 

回答状況 

全数 抽出 郵送 訪問 配布数(配布率) 回収数 回収率 

鳥取市 H29.2  ○ ○  42,977 5,591 13.0% 3,946 70.6% 

米子市 H29.4  ○ ○  37,446 7,791 20.8% 5,509 70.7% 

倉吉市 H29.5  ○ ○  12,299 1,408 11.4% 987 70.1% 

境港市 H29.1 ○ 
 

○  9,033 9,033 100.0% 6,624 73.3% 

岩美町 H29.5 ○  ○  3,328 3,328 100.0% 2,366 71.1% 

若桜町 H29.8 ○ 
 

○  1,242 1,242 100.0% 806 64.9% 

智頭町 H29.7 ○ 
 

○  2,452 2,452 100.0% 1,362 55.5% 

八頭町 H29.6 ○ 
 

○ 
 

4,873 4,873 100.0% 2,897 59.5% 

三朝町 H29.3 ○ 
 

○  2,033 2,033 100.0% 1,491 73.3% 

湯梨浜町 H29.2 ○   ○ 4,290 4,290 100.0% 3,829 89.3% 

琴浦町 H29.6 ○  ○ ○ 5,660 5,615 99.2% 4,745 84.5% 

北栄町 H29.4 ○  ○  4,253 4,253 100.0% 2,849 67.0% 

大山町 H29.2 
 

○ ○  5,157 600 11.6% 412 68.7% 

日南町 H29.2 ○  ○  1,968 1,968 100.0% 1,411 71.7% 

日野町 H29.5 
 

○ ○  1,501 1,263 84.1% 337 26.7% 

江府町 H29.4 ○  ○ 
 

1,094 1,094 100.0% 934 85.4% 

南部箕蚊屋  H28.12  ○ ○  7,409 3,000 40.5% 1,890 63.0% 
 

② 在宅介護実態調査 

市町村名 

(保険者) 

在宅介護実態調査 

調査の 

時期 

調査範囲 調査方法 対象者

数(人) 

回答状況 

全数 抽出 郵送 訪問 配布数(配布率) 回収数 回収率 

鳥取市 H28.12  ○ 
 

○ 1,598 1,598 100.0% 1,210 75.7% 

米子市 H28.12  ○ 
 

○ 8,450 620 7.3% 609 98.2% 

倉吉市 H29.5  ○ ○  1,928 1,353 70.2% 807 59.6% 

境港市 H28.11  ○ ○ ○ 750 750 100.0% 615 82.0% 

岩美町 未実施：サンプル数の確保が困難なため、計画策定に当たっては全国平均値等を参考とする。  

若桜町 H29.8 ○ 
 

○  97 97 100.0% 64 66.0% 

智頭町 H29.8 ○ 
 

○  286 286 100.0% 148 51.7% 

八頭町 H29.6 ○ 
 

○ 
 

582 582 100.0% 298 51.2% 

三朝町 H29.5 ○ 
  

○ 237 237 100.0% 164 69.2% 

湯梨浜町 H29.6 ○   ○ 533 533 100.0% 396 74.3% 

琴浦町 H29.6 
 

○ 
 

○ 158 82 51.9% 62 75.6% 

北栄町 H29.3 
 

○ 
 

○ 529 435 82.2% 243 55.9% 

大山町 H29.9 ○   
○ 40 40 100.0% 40 100.0% 

日南町 H29.2 ○  ○  319 319 100.0% 206 64.6% 

日野町 H29.6 
 

○ 
 

○ 192 45 23.4% 45 100.0% 

江府町 H29.8 ○   ○ 111 111 100.0% 90 81.1% 

南部箕蚊屋  H29.4  ○ ○  1,666 700 42.0% 462 66.0% 



（７）「自宅で最期まで」を支える仕組みの構築 

 

【現状と分析】 

 

多くの高齢者は人生の最終段階を自宅で過ごしたいという思いを持っています。

しかしながら、高齢者に限らず実際に自宅で亡くなるのは１割強に留まり、さらに

このうち「在宅看取り」に相当するケースがどれ位あるのかは、明らかでありませ

ん。 

現在は、主に訪問看護師やかかりつけ医による個別の対応により、在宅看取りが

行われています。 

 

 

【第７期における方向及び対応】 

 

今後、医療施設から介護施設へ、介護施設から在宅へという流れが進むことが予

想される中、住み慣れた地域で最期を迎えることができる体制を整備していく必要

があります。 

この計画の基本目標である「とっとり型地域包括ケアネットワークの深化～すべ

ての高齢者が希望を持って生涯輝き続けられる地域をつくる～」を推進するための

さまざまな取組を進める中で、住み慣れた自宅や地域にある有料老人ホーム、サー

ビス付き高齢者向け住宅などで暮らし、希望する最期を迎える在宅看取りの体制を

充実させるため、看取りに関しても介護従事者等のスキルアップを図っていくこと

とします。 

また、地域ぐるみで高齢者を支えるため、人生の最終段階における医療・介護に

ついてあらかじめ話し合うことや、多職種連携、本人や家族を支えるための研修な

どにより、県全体のネットワークを深化させ、医療・介護関係者、生活支援の担い

手となる住民サポーター、ＮＰＯ、民間企業などの意識醸成や支援体制の充実を進

めます。 

 


