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【 資 料 第 １ 号 】 

福祉部高齢福祉課 

保健衛生部健康推進課 

 

地域包括ケアシステムにおける医療・介護連携について 

 

１ 経緯 

  団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）に向けて、「医療」や「介護」、

「住まい」等を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築が進められている。 

  特に、在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援は、平成２７年１０月より、

介護保険法における地域支援事業の包括支援事業において、在宅医療・介護連携推進事業

として位置づけられ、全国的に取り組むこととなった。さらに、平成２９年６月には、地

域包括ケアシステムの深化・推進の観点から、「医療と介護の連携の推進」が介護保険法

に盛り込まれた。 

これを受け、本区においても、地域包括ケアシステムにおける重点的取組事項として、

「在宅医療・介護連携の推進」を、高齢者・介護保険事業計画及び保健医療計画に反映し

ているところである。今後も、本区計画等に基づいて、高齢者等が必要な「医療」と「介

護」を継続的・一体的に受けられるよう、更なる連携に取り組む必要がある。 

 

２ これまでの取組 

 ( 1) 在宅医療・介護連携推進事業の事業項目 

介護保険法上に位置づけられた在宅医療・介護連携推進事業の各事業項目について

は、地域包括ケア推進委員会医療介護連携専門部会（兼地域医療連携推進協議会在宅医

療検討部会）での検討を踏まえ、別紙１のとおり、様々な具体的な取組を行った。 

 

  (2) 検討経過 

① 平成22 年 3 月より、地域医療連携推進協議会在宅医療検討部会を設置した。 

② 平成27 年10 月、地域包括ケア推進委員会医療介護連携専門部会を設置し、地域

医療連携推進協議会在宅医療検討部会と一体の運営を図った。 

③ 在宅医療・介護連携推進事業について、以下のとおり検討を行った。 

平成29 年 1 月 第5 回地域包括ケア推進委員会医療介護連携専門部会 

            ・在宅医療・介護連携推進事業について 

平成29 年8 月 第6 回地域包括ケア推進委員会医療介護連携専門部会 

            ・豊島区におけるI CT を用いた多職種連携について 

            ・「退院支援ガイドブック（仮）」の進捗状況について 

・平成28 年度「高齢者等実態調査」及び「健康に関するニーズ

調査」結果について 



2 

 

平成30 年3 月 第7 回地域包括ケア推進委員会医療介護連携専門部会 

            ・「知って安心 退院までの準備ガイドブック」について 

・平成30 年度からのI CT 活用について 

 

３ 今後の目標等 

 ( 1) 今後の目標 

地域で医療と介護両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで安心して続けられるようにするため、医療関係者と介護サー

ビス事業者などの関係者と連携の強化や在宅医療・介護連携推進事業の充実に向けた

取組を進めていく。 

 

(2) 今後の取組事項とその方向性 

① 多職種間で顔の見える関係づくりが一層必要となるため、研修や交流会を充実させ

ることで、連携の強化を図る。 

② 地区医師会が導入しているＩＣＴが、多職種間で活用されるよう医療・介護関係者

間での情報共有に努め、必要な支援を行う。 

③ 療養支援等に関して区民等に的確な情報提供を行い、在宅医療への理解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

○別  紙１…文京区における在宅医療・介護連携推進事業の取り組み状況について  

２…在宅療養後方支援病院協定先一覧 

３…メディカルケアステーション情報支援ツール 

４…文京区かかりつけ医・在宅療養相談窓口 
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文京区における在宅医療・介護連携推進事業の取り組み状況について                                【別紙１】 

在宅医療・介護連携推進事業 

（８項目） 
現状の取組状況 取組概要等 

(ア)地域の医療・介護の資源の把握 

 

地域の医療機関、介護事業所等の住

所、機能等を把握し、リスト又はマッ

プを作成、活用する。 
  

① 文京かかりつけマップ【健康推進課】 

 

 

 

 

② ハートページ【介護保険課】 

 

 

 

③ 介護事業者情報検索システム【介護保険課】 

① 文京かかりつけマップ（地域医療連携情報誌） 
区内三師会との連携・協力により、作成・発行。区内の医院、歯科医

院、薬局を掲載。かかりつけ医・歯科医・薬局の定着、地域医療連携

ネットワーク作りに活用している。（毎年更新） 

 

② ハートページ（介護事業者ガイドブック） 

利用者の事業所選択の利便性を図るため、民間業者が作成するガイ

ドブックの発行に協力している。（毎年更新） 

 

③ 介護事業者情報検索システム 
利用者の事業所選択の利便性及び事業者間の情報共有を図るため、

平成 27年 6 月から、介護サービス事業所の空き情報等の検索システ

ムを運用している。 

 

(イ)在宅医療・介護連携の課題の抽

出と対応策の検討 

  

地域の医療・介護関係者等が参画す

る会議を開催し、在宅医療・介護連携

の現状と課題の抽出、対応策等の検

討を行う。 

① 文京区地域医療連携推進協議会在宅医療検討部

会、兼文京区地域包括ケア推進委員会医療介護連

携専門部会【健康推進課】【高齢福祉課】 

 

② 地域ケア会議【高齢福祉課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

① 在宅医療検討部会、兼医療介護連携専門部会  

 医療介護総合確保推進法で医療・介護連携推進の取組等が求められ

たことから、平成 27年度より委員構成を同一にし、両部会を兼ねた

会議体とした。 
 

② 地域ケア会議 

  高齢者あんしん相談センターでは、包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援の効果的な実施のため、平成 26年度から、介護支援専門員、

保健医療や福祉の専門職、地域の関係者等により構成する会議を実

施し、個別ケースや地域の課題について検討を行っている。 

 
 

平成 30年 4月 1日現在 
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(ウ)切れ目のない在宅医療と在宅

介護の提供体制の構築推進 

地域の医療・介護関係者の協力を得

ながら、切れ目なく在宅医療と介護

が一体的に提供される体制の構築を

目指した取組を行う。 

① 在宅療養後方支援病院との協定【健康推進課】

② 地域密着型サービス事業

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護/小規模多機

能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）

【介護保険課】

① 在宅療養後方支援病院との協定
平成 24年度より、区内及び近隣区(新宿区、豊島区、千代田区)の病

院と順次、協定を締結している。現在、4病院（ＪＣＨＯ東京新宿メ

ディカルセンター、東都文京病院、都立大塚病院、三楽病院）。

協定内容 区内に居住する在宅療養者について、容態が悪化または急

変し、一時的な入院加療が必要となった場合に、主治医か

らの要請に基づき、可能なかぎり一時入院の受け入れを行

う。 

② 地域密着型サービス事業
住み慣れた地域で必要な医療と介護が継続的・一体的に受けられる

ように民間事業者による整備を促進していく。

(エ)医療・介護関係者の情報共有の

支援 

情報共有の手順等を含めた情報共有

ツールを整備するなど、地域の医療・

介護関係者間の情報共有の支援を行

う。

文京区医師会、小石川医師会主導によるＩＣＴを活用

した取組に協力【健康推進課】 

平成 27年度より、地区医師会がＩＣＴを用いた多職種ネットワーク構

築事業を開始しているため、検討会議に参加するなどの協力を行って

いる。 

(オ)在宅医療・介護連携に関する相

談支援 

在宅医療・介護連携を支援する相談

窓口を設置し、地域の医療・介護関係

者や高齢者あんしん相談センターか

らの、在宅医療・介護サービスに関す

る事項の相談受付を行う。 

① 在宅療養支援連携相談窓口事業【健康推進課】

② 医療連携相談窓口事業【高齢福祉課】

① かかりつけ医・在宅療養相談窓口事業（地区医師会へ委託）
平成 28年 4 月開設。区内外の医療・介護関係者や区民からの医療及

び介護連携等に関する専門相談を受け付け、また区及び区内介護関

係者との連携調整・情報共有を図る。運営に当たり、高齢者あんし

ん相談センター長をメンバーに含む会議体を設置している。

② 在宅療養支援窓口事業（高齢者あんしん相談センターへ委託）

高齢者あんしん相談センターでは、平成 23～25年度に医療連携の基

盤づくりとして実施した医療連携推進員配置事業に引き続き、平成

26 年度から在宅療養支援窓口事業を実施し、退院高齢者の在宅にお

ける介護環境の調整や介護支援専門員に対する情報提供等を行って

いる。
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(カ)医療・介護関係者の研修 

 

地域の医療・介護関係者の連携を実

現するために、多職種でのグループ

ワーク等の研修を行う。また、必要に

応じて、地域の医療関係者に介護に

関する研修会の開催、介護関係者に

医療に関する研修会の開催等の研修

を行う。 
  

 

 

① ケアマネジメント従事者研修【高齢福祉課】 

 

 

 

 

 

 

 

② 各高齢者あんしん相談センターでの取組み、自主

グループの活動【高齢福祉課】 

 

 

 

 

③ かかりつけ医・在宅療養相談窓口（在宅診療推進

委員会等）での研修【健康推進課】  

 

 

 

④ 居宅介護支援事業者・訪問介護事業者・通所事業

者部会での研修【介護保険課】 

 

① ケアマネジメント従事者研修 

 高齢者あんしん相談センターでは、包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援のため、合同でケアマネジメント従事者研修を実施しており、

講演及びグループディスカッションを行った。 

平成 28年度 「在宅での糖尿病管理～自己管理の難しい方への支

援～」 

平成 29年度 「ケアマネージャーの質問力～その人らしいプラン

作成のためにアセスメント力を高めよう～」 

 

② 各高齢者あんしん相談センターでの取組み、自主グループの活

動 
高齢者あんしん相談センターでは、地域の医療・介護関係者を対象

に、専門職や学識経験者の講演を含む交流会や勉強会を実施し、多職

種の顔の見える関係づくりを行っている。 

 

③ かかりつけ医・在宅療養相談窓口（在宅診療推進委員会等）で

の研修 

ケアマネージャーを対象に、かかりつけ医との連携についての研修

等を予定。 

 

④ 居宅介護支援事業者・訪問介護事業者・通所事業者の各部会で

の研修 
 平成 29年度は、「実地指導のポイント」「多職種協働とケアマネージ

ャーの役割」「介護事故トラブル対処法」等の研修会を実施した。 
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(キ)地域住民への普及啓発 

 

在宅医療や介護サービスに関する講

演会の開催、パンフレットの作成・配

布等により、地域住民の在宅医療・介

護連携の理解を促進する。 

① 地域医療講演会【健康推進課】 

 

 

 

 

 

 

 

② 退院支援ガイドブック【健康推進課】 

 

 

 

③ 区民講座・出張講座【高齢福祉課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 文京お届け講座【アカデミー推進課】 

① 地域医療講演会  
 在宅医療や看取り、病院と診療所の違いなどをテーマに、地域住民

向けに年 1回開催している。 

  平成 27 年度「がんになっても自分らしく生き続けるために」 

  平成 28 年度「在宅訪問医が伝える『わが家で暮らしたい』を支え

る医療と介護」 

平成 29年度「かかりつけ薬剤師をみつけておきましょう」 

 

② 退院支援ガイドブック 
区内大学病院及び都立病院に入院した区民に、医療・介護・障害福

祉制度の概要や相談窓口を掲載した冊子を配付している。 

 

③ 区民講座・出張講座  
 高齢者あんしん相談センターでは、地域交流施設での出張講座等、

区民を対象としてする講座を適時開催し、医療・介護連携に対する

地域住民の理解の促進を図っている。 

平成 27年度「食べる喜びをいつまでも」「病気と付合う 脳卒中」 

平成 28 年度「胃＆腸と上手に付き合う」「誤嚥や窒息との寄り添

い方とは」 

平成 29年度「骨粗鬆症の話」「口腔ケアと認知症予防」等 

 

④ 文京お届け講座 

区民の方を中心とする団体等の学習会に区の職員等が出向き、区の

取り組みや職務に関する専門知識を生かした実習等を行うため講師

を派遣。講座メニューとして、介護保険制度についてなどがある。 

(ク)在宅医療・介護連携に関する関

係市区町村の連携 

 

複数の関係市区町村が連携して、広

域連携が必要な事項について協議す

る。 

① 東京都が主催する東京都地域医療構想調整会議

（区中央部）への参加（東京都主催）  

【健康推進課】 

 

② 東京都が主催する在宅療養の推進に向けた二次保

健医療圏における意見交換会（区中央部）への参

加【健康推進課】 

 

① 東京都地域医療構想調整会議 
医療法第 30 条の 14に基づき「東京都地域医療構想」の実現に向けた

取組について協議するため、構想区域ごとに設置。文京区は、千代田

区・中央区・港区・台東区とともに区中央部に位置づけられている。 
 

② 在宅療養の推進に向けた二次保健医療圏における意見交換会 

東京都が地域医療構想の策定のために、圏域ごとの意見聴取を実施す

るにあたり、在宅療養の進捗状況と課題を明確にするため、区市町村

に対しヒアリングを行うとともに、在宅療養の推進に向けた取組状況

について意見交換を行なった。（圏域に位置づけられている自治体は、

上記の構想区域と同様である。） 



【別紙２】

地域連携・総合相談センター 地域医療連携・福祉相談室 医療連携係 地域医療連携室

TEL:03-3269-8115（直通） TEL:03-3831-2181（代表） TEL:03-3941-3211（内2138） TEL:03-3292-3981（代表）

FAX:03-5261-4738 FAX:03-3832-6920（直通） FAX:03-3941-6347 FAX:03-3518-2158（直通）

事前に電話で 事前に電話で 事前に電話で 事前に電話で

地域連携・総合相談センター  へ申し込み。 地域医療連携・福祉相談室 へ申し込み。 医療連携係 へ申し込み。 地域医療連携室 へ申し込み。

申込後、診療情報提供書 申込後、診療情報提供書 申込後、診療情報提供書 申込後、診療情報提供書

「JCHO東京新宿メディカルセンター」　をＦＡＸ 「東都文京病院」　をＦＡＸ 「東京都立大塚病院」　をＦＡＸ 「三楽病院」　をＦＡＸ

〒162-8543 〒113-0034 〒170-8476 〒101-8326

東京都新宿区津久戸町５－１ 東京都文京区湯島３－５－７ 東京都豊島区南大塚２－８－１ 東京都千代田区神田駿河台２－５

連
絡
先

連
絡
方
法

所
在
地

在宅療養後方支援病院協定先一覧

病
院
名

独立行政法人地域医療機能推進機構 医療法人社団　大坪会 東京都立 公益社団法人東京都教職員互助会

JCHO東京新宿 東都文京病院 大塚病院 三楽病院

メディカルセンター

TEL:03-3269-8115（直通）
TEL:03-3831-2181（代表）
TEL:03-3941-3211（内2138）
TEL:03-3292-3981（代表）







