特集

2

特 集 ２ 在宅医療の充実に向けた取り組みが進む

在宅医療の充実に向けた取り組みが進む
い」などの理由から、市町村等の単位で把握する

状況の「見える化」のためのデータ分析、在宅
医療圏ごとの入退院ルールの策定、多職種連
携、住民への普及・啓発などを都道府県ごとに

施策を講じる必要があるとしたものです。

必要があるとしています。

また、在宅医療に関する各種ツールの整備につ

データによる状況把握の具体例には、医療機関

いては、入退院ルールの策定支援、
日常の療養支

や訪問看護ステーションに対し、訪問診療、訪問看

援を担う診療所と後方支援病院等との連携ルール

護の実施意向などの個別調査を行うことなどを挙

の策定支援、病状急変時の患者情報共有ルール

げています。将来人口を見据え、既存統計等では

の策定を挙げています。

把握できない医療機関ごとの訪問診療の実施可
在宅医療を充実させるための取り組みが都道府県ごとに進められています。昨年12月に、厚生労働省の医
療計画の見直しに関する検討会に置かれたワーキンググループが、在宅医療の充実に向けた議論の整理を
行い、その内容を踏まえて厚生労働省が今年1月に取り組みの進め方を都道府県に通知するなどの促進策
もとられており、2019年度はさらに対応が強化されるものとみられます。

医療計画の中で、
4つの場面に応じた機能
を確保するとした在宅医療の提供体制

るというものです。
また、計画の目標の達成に向け、在宅医療を24
時間対応体制で自ら提供し、他の医療機関の支

在宅医療の提供体制の構築については、都道

援も行いながら医療・介護の現場で多職種連携の

府県の医療計画に記載されています。医療計画

支援を行う病院・診療所を「在宅医療において積

は、2018年度から第7次計画がスタートしており、

極的役割を担う医療機関」
として計画に位置付け

2020年度には、在宅医療に関する医療計画の中

ることが望ましいとされています。基本的には、在宅

間見直しが予定されています。

療養支援病院・在宅療養支援診療所が位置付け

厚生労働省が、医療計画の作成に関連して示

られます。

能件数や、将来の訪問診療への参入などに関す

在宅医療に関する理解を深めるための住民への

る実態調査等を行い、
その結果に基づいて有効な

普及・啓発などにも触れていました。

医療計画で構築を目指す在宅医療の提供体制のイメージ
在宅医療の提供体制に求められる 4 機能

状急変時の対応、④在宅等での看取り─ の4つ

医療機関ごとの訪問診療の実施可能
件数や将来の対応予定などを把握

の場面ごとに、
目標やサービス提供体制に求めら
れる機能などを盛り込むとしていました。各機能を担

医療計画の見直しに関する検討会の「在宅医

う医療機関等は、原則として名称を記載することに

療及び医療・介護連携に関するワーキンググルー

なっています。

プ」は、第7次医療計画における在宅医療提供体

退院支援は、入院医療機関と在宅医療に係る

制に係る計画について、都道府県の策定状況な

機関との連携・協働による取り組みで、切れ目のな

どを把握した上で、今後、都道府県が取り組んで行

い継続的な医療体制を確保するものとされ、療養

くべき事項について議論した結果を、昨年12月に

生活の支援は、多職種協働による在宅療養者や

取りまとめました。

その家族の生活を支える観点からの医療の提供、
緩和ケアの提供、家族への支援などによります。

その中で、在宅医療の取組状況の「見える化」
とし、市町村等の単位による在宅医療の提供体制

病状急変時の対応は、在宅療養者の病状急変

について、
データを用いて把握する必要があると指

時における往診体制や入院病床の確保を想定し

摘しました。
「都道府県単位・二次医療圏単位の

ており、
さらに、住み慣れた自宅や介護施設など患

データだけでは、医療関係者の当事者意識を喚起

者が望む場所での看取りが行われる体制も確保す

できない、個別の地域の対応の議論につながらな

在宅医療圏域は、
二次医療圏にこだわらず、
市町村単位や
保健所圏域など、
地域の資源の状況に応じて弾力的に設定

日常の療養支援
■多職種協働による、
患者や家族の生活
を支える観点から
の医療の提供
■緩和ケアの提供
■家族への支援

在宅等での看取り

名称を記載する対応施設
病院・診療所、訪問看護事業所、薬局、
居宅介護支援事業所、地域包括支援
センター、介護老人保健施設、短期入
所サービス提供施設、在宅医療にお
いて積極的役割を担う医療機関、在
宅医療に必要な連携を担う拠点 など

した「在宅医療の体制構築に係る指針」によると、
計画には、①退院支援、②日常の療養支援、③病

この他、在宅医療に関する人材の確保・育成や、

■住み慣れた自宅や介護施設な
ど患者が望む場所での看取り
の実施
名称を記載する対応施設
病院・診療所、
訪問看護事業所、
薬
局、
居宅介護支援事業所、
地域包括
支援センター、
在宅医療において
積極的役割を担う医療機関、
在宅
医療に必要な連携を担う拠点 など

医療計画

退院支援

■入院医療機関と在宅医療に係る機関との
協働による退院支援の実施

名称を記載する対応施設

病院・診療所、訪問看護事業所、薬局、居宅
介護支援事業所、
地域包括支援センター、
在
宅医療において積極的役割を担う医療機
関、
在宅医療に必要な連携を担う拠点 など

在宅医療において
積極的役割を担う医療機関

病状急変時の対応
■在宅療養者の
病状急変時の
往診や訪問看
護の体制と入
院病床の確保

名称を記載する対応施設
病院・診療所、
訪問看護事業所、
薬局、
在宅医療において積極的
役割を担う医療機関、
在宅医療
に必要な連携を担う拠点 など

在宅医療に
必要な連携を担う拠点

● 4つの機能の確保に向け積極的役割を担う

・自ら24 時間対応体制の在宅医療を提供
・他の医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場における多職種
連携の支援
・在宅療養支援診療所
・在宅療養支援病院 など

● 4つの機能の確保に向け必要な連携を担う

・地域の関係者による協議の場の開催
・ 包括的かつ継続的な支援に向けた関係機
関の調整
・関係機関の連携体制の構築 など
・医師会等の関係団体
・保健所 ・市町村 など

（厚生労働省が医療計画の作成に関連して示した「在宅医療の体制構築に係る指針」に基づく）
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特 集 ２ 在宅医療の充実に向けた取り組みが進む

都道府県の取組状況を把握し先進的な
対応事例の情報共有などを図る
厚生労働省は、今年1月に通知した「在宅医療

報収集・分析を行うことや、医療機関ごとの訪問診

医療機関ごとの訪問診療への対応に係る調査

通知では、都道府県全体の体制整備として、医

療の実施可能件数や訪問診療への参入意向など

については、病院への調査が31都府県で実施さ

療と介護関係部局の連携や、年間スケジュールの

に関する実態調査を実施し、
その結果に基づいて

れており、診療所に対しては30都府県、訪問看護

策定などを求めました。医師会等の関係団体や、

施策を講じることなどを促しました。

ステーションに対しては24都府県で実施されていま

います。

の充実に向けた取組の進め方について」の内容

各医療機関の課題を集約して関係者間で課題を

また、在宅医療への円滑な移行として、病院が

に沿って、通知時点での都道府県の取組状況を

共有し、計画的に在宅医療の推進に向けた取り

後方支援を行うことを含め、病院、診療所の医療

病院等と在宅との間で、療養の場が円滑に移行

調査しました。

組みが図られるよう、関係者間で共通の年間スケ

関係者や介護支援専門員等が協議し、在宅医療

できるようにするための入退院支援ルールの策定

ジュールを策定し、課題の解決に向けたロードマッ

圏ごとに必要な入退院（支援）
ルールを策定できる

に関しては、在宅医療圏域全てで策定支援してい

プ等を作成するよう求めています。

よう、都 道 府 県が支 援することなどを求めていま

たことを把握できたのが16都府県でした。在宅医

した。

療圏単位ではなく、全県統一ルールによる策定や、

その結果、調査項目によって都道府県間に差が
みられるとし、取り組みが少ない項目や、課題と考え
られる項目については、先進的に対応している自治

在宅医療の取組状況の見える化については、

体の事例等を紹介し、好事例の横展開を行いなが

健診・医療・介護の各データの連携・分析が可能な

住民への在宅医療や介護に関する普及・啓発

保健所単位、市町村単位で策定しているケースも

ら、取組状況の均てん化を図るなどの考えを示して

KDB（国保データベース）
システム等を活用して情

については、地域での講演会の実施やパンフレット

ありました。在宅医療圏域の設定は、32道府県が

等の作成・配布などを促しています。

二次医療圏（地域医療構想区域）
と同一にしてお

在宅医療の充実に向けた取り組みの概要
（厚生労働省が都道府県に通知した取り組みの進め方から抜粋）
●在宅医療の取組状況の見える化（データ分析）
※都道府県単位・二次医療圏単位のデータのみでは、
医療関係者の当事者意識を喚起できないことや個
別の地域の議論につながらないこと等の理由から、
在宅医療の提供体制については、市町村単位等で
データを用いて把握する。そのため、都道府県は、
関係者の在宅医療の提供体制整備に係る取組状況
を評価できるよう、次の情報収集と情報共有に取り
組む。
① KDB（国保データベース）システムのデータ等を活
用して情報収集を行い、在宅医療の詳細な分析に
取り組んでいる他の都道府県の事例を参考にする。
②将 来人口を見据え、既存統計等では把握できない
医療機関ごとの訪問診療の実施可能件数や訪問診
療への参入意向等について実態調査等を行い、そ
の結果に基づいて有効な施策を講じる。調査の結
果については、市町村や関係団体と共有し、有効に
活用する。

●在宅医療への円滑な移行
※病院等と在宅との間で、療養の場が円滑に移行でき
るよう、病院が後方支援を行うことを含め、病院、診
療所の医療関係者や、介護支援専門員等が協議し、
在宅医療圏ごとに必要な入退院ルールを策定する
ことを都道府県は支援する。

●在宅医療に関する人材の確保・育成
※都道府県は、在宅医療の提供体制の充実に向け、次
の人材確保・育成に関する支援を行う。
①医 療従事者への普及・啓発事業やスキルアップ研
修の支援
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⇒ 医療従事者への在宅医療に関する普及・啓発や
地域の在宅医療を担う医療従事者の育成につ
いて、同一職種間の病診連携等を含めて、医療
従事者が抱えている課題を把握し、国の実施し
ている在宅医療関連講師人材養成事業の修了
者を講師とする研修等を行う。
②多職種連携に関する会議や研修の支援
⇒医
 師、
歯科医師、
薬剤師、
看護師、
介護支援専門員
等が具体的な事例検討等を通じて、
それぞれの
職種が持つ課題等について共有し、
課題等の解
決に必要な研修等を行う市町村等を支援する。

●住民への普及・啓発
※都 道府県は、住民の在宅医療に関する理解を深め
るために、次の取り組みを進める。
①人 生の最終段階における医療・ケアについての意
思決定支援に関する普及・啓発
⇒ 人生の最終段階において本人が希望する医療・
ケアを受けられるよう、医療・ケア従事者に対
して「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等への理解
が深まるよう努めることに加え、住民に対し
て、市民公開講座等を用いて、人生会議
（ACP:
アドバンス・ケア・プランニング）等について普
及・啓発を行う。
②在宅医療や介護に関する普及・啓発
⇒市
 町村の取組内容を確認し、
双方の取り組みの
調整を行った上で、
在宅医療や介護に関する講
演会やパンフレット等の作成・配布を実施するな
ど効率的で効果的な普及・啓発を実施する。

6割以上の都道府県で医療機関への
訪問診療への対応に係る調査を実施
調査で把握された取組状況によると、KDBシス
テムのデータ等の活用は14道府県で行われてお
り、17都県が今後実施予定としていました。KDBシ

り、
その他は、市区町村単位などの設定になってい
ました。
また、多職種連携に関する会議や研修の支援
は、38都道府県が在宅医療圏域全てで実施して
いました。
厚生労働省は、
こうした各取組状況について、

ステムのデータでは、国保と後期高齢者医療の被

今後年２回程度確認するようにし、市町村支援の

保険者に関する情報の分析等が可能です。

具体的な方策などを引き続き検討する方針です。

「在宅医療に関する普及・啓発リーフレット」
を厚生労働省がフリーツールで提供
厚生労働省は、全国在宅医療会議
（在宅医療提供

くなどの活用が想定されています。

者、学術関係者、行政による構成）の協力のもとに「在

「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキング

宅医療に関する普及・啓発リーフレット」を作成しま

グループ」における議論で、地域住民が在宅医療に関

した。国民を対象にした広報ツールとして提供され

する情報や知識を得るきっかけづくりを行うなど、

るもので、自治体や医療機関等が必要に応じて利用

さらなる普及・啓発が必要と指摘され、広報ツールの

できます。厚生労働省のホームページを通じて提供

作成が求められていました。

しています。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000061944.html ＝ 2019 年 6 月 10 日現在）
リーフレットは、三つ折り両面印刷１枚の様式に
なっており、地域の実情に応じて具体的な情報を追
加するなど、適宜カスタマイズしてプリントできま
す。入院医療が必要な状態となる前から在宅医療に
関する知識を得ておくことにより、外来通院できな
くなった場合や、退院後の療養の場や方法を選択す
る際の選択肢の一つとなる在宅医療への理解が深ま
るようにとしたもので、医療機関では外来窓口に置
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