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１ 在宅医療をめぐる国の動向
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年六月三十日法律第六十四号）
第１章 総則
（目的）
第１条
この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意
工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築すること
を通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及
び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを
目的とする。

（定義）
第２条
この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となること
の予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括
的に確保される体制をいう。(以下略)

【地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針】
第１ 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
２ 行政並びに医療・介護サービス提供者及び利用者の役割
(1) 行政の役割

（前略）都道府県は、平成27 年度以降、地域医療構想に基づき、病床の機能の分化及び連携を推進し、市町村と連携しつ
つ、質の高い医療提供体制を整備するとともに、広域的に提供される介護サービスの確保を図るほか、地域包括ケアシステム
の構築に向けた市町村の創意工夫を活かしつつその取組を支援し、地域包括ケアシステムを支える医療・介護人材の確保のた
めに必要な取組を行うことが求められる。

市町村は、地域包括ケアシステムの実現のため、都道府県と連携しつつ、在宅医療・介護の提供や連携に資する体制の整備
を図るとともに、高齢者の居住に係る施策との連携や地域支援事業（介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。
以下同じ。）等の実施を通じて、介護予防及び自立した日常生活の支援を行うための体制整備を進めていくことが求められる。
（以下略）

１（１）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

平成26年６月に「公的介護施設等整備促進法」を題名を含め大幅改正し、地域包括ケアシステムの
構築を法律上初めて位置付け。法に基づき国が定めた総合確保方針により、市町村には、医療、介護、
介護予防、住まい、日常の生活支援の包括的な体制の整備を求めるもの。
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１（２） 在宅医療連携拠点事業（平成23年度～平成24年度）

■本事業の目的（厚労省資料より）
○高齢者の増加、価値観の多様化に伴い、病気を持ちつつも可能な限り住み慣れた場所で自分らしく過ごす「生活の質」を重視する
医療が求められている。
○このため、在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連携した
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。

→ 全国105か所、県内２か所（H23（医）葵会チームもりおか、H24釜石市チームかまいし）で実施。

１ 多職種連携の課題に対する解決策の抽出
２ 在宅医療従事者の負担軽減の支援
３ 効率的な医療提供のための多職種連携
４ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発
５ 在宅医療に従事する人材育成

在宅医療連携拠点が行う事業

平成23年度 平成24年度

全国 10 105

県内 １ ２

＜実施状況＞
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（参考）地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による改正後の介護保険法
第115条の45第2項

市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合に
おいても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うも
のとする。
一～三 （略）
四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するもの
として厚生労働省令で定める事業（前号に掲げる事業を除く。）

五、六 （略）
第115条の45の10
１ 市町村は、第115条の45第2項第4号に掲げる事業の円滑な実施のために必要な関係者相互間の連絡調整を行うことができる。
２ 市町村が行う第115条の45第2項第4号に掲げる事業の関係者は、当該事業に協力するよう努めなければならない。
３ 都道府県は、市町村が行う第115条の45第2項第4号に掲げる事業に関し、情報の提供その他市町村に対する必要な協力をすることができる。

１（２） 介護保険法の地域支援事業として取組む「在宅医療・介護連携」

平成26年６月に改正された介護保険法及び厚労省令により、市町村が、地域支援事業として在宅医療
連携拠点の標準的な取組みに相当する８つの取組を、平成30年度までに実施すべき旨規定としている。

5



１（３） 医療法による「地域医療構想」

医療法（昭和23年７月30日法律第205号）
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るため
の計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一～六 略
七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想
区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将

来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定め

る事項（以下略）

地域医療構想策定ガイドライン（抜粋）

Ⅰ地域医療構想の策定
４構想区域ごとの医療需要の考え方
（２）地域の実情に応じた慢性期機能と在宅医療等の需要推計の考え方（抄録）
ⅳ在宅医療等での対応の推進について
○ 今後、高齢化により増大する医療需要に対応するためには、病床の機能の分化及び連携により、平成37 年（2025 年）には、
現在の療養病床以外で対応可能な患者は在宅医療等（※）での対応を促進するとともに、在宅医療等の充実を支援していくこと
が必要である。

※居宅、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、その他、医療を受ける者が療養生活を営むこと
ができる場所であって、医療提供施設以外の場所における医療を指す。
ⅵ慢性期機能及び在宅医療等の推計について
○地域医療を、限られた医療資源の中で住民が安心して活用するためには、在宅医療等の整備が先行した上で、慢性期の必要
病床数に係る目標に向けた取組が不可欠である。一方で、医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築のためには、目標の
達成もまた不可欠であることから、住民の理解を深めるとともに、市町村や地域社会を巻き込んだ、医療だけではない地域全体
としての取組が求められるものである。（以下略）

地域医療介護総合確保促進法により改正された医療法（27年４月１日施行）により、病床の機能分化と連携の推進
のため都道府県が医療計画の一環として策定する「地域医療構想」において、構想区域ごとの在宅医療の必要量を
示すこととされた。また、地域医療構想策定ガイドラインでは、住民理解の促進、市町村や地域社会を巻き込んだ取
組、地域包括ケアシステムの観点からの市町村への技術的支援等を県に求めている。
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実施主体 体制構築 人材確保
医療機関等 ・必要な事例の退院時カンファレンスに参加。

・退院調整担当者との定例会議の開催。
・医療機関との連携のための地域側の一元的な窓口の設置。

退院後の療養生活の相談に乗る窓口に配置する看護職員や医
療ソーシャルワーカーを育成するための研修。

行政 退院（退所）元の医療機関や施設と在宅医療や介護を提供する
医療機関や事業所が情報交換できる場の設定。

医療機関等 ・診療所間の連携や、病院医師による支援により、在宅医の不在
時の代診等の支援体制の構築。
・医療依存度の高い患者や小児等患者への対応力向上のため
の研修。
・在宅医療における衛生材料・医療材料の円滑供給のため、地
域で使用する衛生剤料等の規格・品目統一等に関する協議を地
域の関係者間で行うとともに、供給拠点を整備。

・在宅医療に取り組む医師確保のための同行訪問を含んだ導入
研修。
・訪問看護師確保のための採用時研修に対する支援、研修機関
の集約化（拠点となる訪問看護事業所が地域の教育機能を担
う）、看護系大学と連携した教育体制の構築。
・在宅歯科医療を実施する歯科診療所の後方支援を行う病院歯
科等の歯科医師、歯科衛生士の確保。
・これまで訪問薬剤管理指導に取り組んだ経験のない薬局に対
しての研修。

行政 地域の在宅医療の課題等の解決をめざした関係者（多職種）によ
る「在宅医療推進協議会」の設置・運営。

関係者と協働した在宅医療に取り組む人材確保の支援。

医療機関等 ・診療所等が24 時間体制を構築できるよう、診療所のグループ
化や診療所と訪問看護事業所の連携。
・後方病床確保として、かかりつけ医を通して入院を希望する病
院など必要な情報を予め登録するシステムの構築。
・在宅療養患者の安全な救急搬送体制を確保するため、行政機
関や消防機関、医療機関等が一堂に介する協議会を実施。

介護従事者に必要な急変時の知識とスキルの向上を図るため
の、介護従事者を対象にした救命講習。

行政 関係団体等と協働で、24 時間体制構築のためのコーディネート
や支援。

医療機関等 ・患者や家族に対して、在宅で受けられる医療や介護、看取りに
関する適切な情報提供。
・地域で使用する医療用麻薬について、地域の関係者間で品目・
規格統一等に関する協議会の開催や供給拠点の設置。

看取りに対応できる医師、看護職員、介護関係者を養成するため
の、多職種の研修や施設との合同開催の研修。

行政 患者や家族に対して、在宅で受けられる医療や介護、看取りに関
する広報や情報提供。

※ 実施主体については、一般的な例を示したものであり、地域の実情に応じて柔軟に役割分担をする必要がある。

退院支援（地域側）

日常の療養生活の
支援

急変時の対応

看取り

在宅医療の充実に係る具体的な取組例 ※地域医療構想策定ガイドラインによる。

7



１（４）在宅医療・介護連携の体制整備に係る取組みの考え方

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

全市町村で
義務化

実
施
市
町
村
数
（
イ
メ
ー
ジ
）

地域医療
再生基金
終了

改正介護
保険法
完全施行

改正介護
保険法
一部施行

地域の実情に合わせて施策を展開

地域医療再生基金事業期間

Ｈ30

介護保険の
地域支援事業で実施

地域医療介護総合確保基金により
人材育成を中心に市町村の動きを
側面から支援していく。

（ア） 地域の医療・介護の資源の把握
（イ） 在宅医療･介護連携の課題の抽出と対応策の検討
（ウ） 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援
（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援
（カ） 医療・介護関係者の研修
（キ） 地域住民への普及啓発
（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

市町村を中心とする地域において、平成27年度までの地域医療再生基金による補助事業を活用し、
地域の実情に合わせて施策を展開するとともに、平成28年度以降は介護保険の地域支援事業として、
省令で定められる８つの事業を展開していく必要がある。

※県内での地域医療再生基金を活
用した事業は「２（２）在宅医療介護
連携促進事業の取組み」を参照。
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１（５） 在宅医療における「地域医療介護総合確保基金」活用の考え方

※在宅医療・介護連携のための事業で、右記以外の事業につい
ては、地域医療介護総合確保基金を活用することが可能
・在宅医療・介護連携のための相談員（コーディネーター）の育成
・ICTによる医療介護情報共有等
※市区町村との役割分担を明確にした上で、都道府県が広域的
又は補完的に在宅医療と介護の連携に関する事業を行う場合は、
地域医療介護総合確保基金を活用して差し支えない。

（ア） 地域の医療・介護の資源の把握
（イ） 在宅医療･介護連携の課題の抽出と対応策の検討
（ウ） 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援
（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援
（カ） 医療・介護関係者の研修
（キ） 地域住民への普及啓発
（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

介護保険の地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）
での取組（地域支援事業交付金）在宅医療・介護連携に関する事業

市町村の実
施責任を重
視するもの

（地域医療
介護総合確
保基金活用
不可）

人材育成や
医療法によ
る医療連携
体制の構築
に関わるも
のが多い

介護保険法に基づく市町村に求める取組み（地域医療介護確保基金活用不可）と、市町村の動きを
側面から支援する人材育成等の取組み（地域医療介護確保基金活用可能）の例が厚労省より示さ
れている。（図表は平成26年11月の全国会議資料から。一部加筆修正）

地域医療介
護総合確保
基金活用可
能とするも
の

9



２ 県内の在宅医療の現状
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２ 県内の在宅医療の現状（県保健医療計画より）

医療資源の現状 単位：か所数

※ 「介護保険により訪問看護を行った事業所数」資料は、一部岩手県国保連の資料が含まれる。

在宅医療の件数等

盛岡 岩手
中部

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸

件数 2,860,969 14,537 6,594 3,290 1,145 1,069 500 206 890 587 256

（人口１千人対） 22.6 10.9 13.7 14.3 8.1 7.9 7.1 3.8 9.6 9.4 4.2

件数 774,146 3233 1335 640 272 396 92 268 131 58 41
（人口10万人対） 612.5 243.1 277.1 277.6 192.8 291.2 131.0 488.6 141.3 92.8 67.7

件数 365,363 4,100 1,379 1,166 434 541 57 40 355 15 113

（人口10万人対） 289.1 308.2 286.3 505.8 307.6 397.8 81.2 72.9 383.0 24.0 186.5

訪問診療を受けた患者
数

往診を受けた患者数

訪問看護における在宅患
者訪問看護・指導料算定
件数

単位 全国 岩手県

※ 出典はいずれもナショナルデータベース（平成22年10月～平成23年３月）

盛岡 岩手
中部

胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸

施設数 481 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
（人口10万人対） 0.4 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
施設数 13,012 83 45 23 4 3 1 5 2 0 0
（人口10万人対） 10.3 6.3 9.3 10 2.9 2.2 1.5 10 2.2 0 0
施設数 7,910 95 37 16 8 13 4 4 8 1 4
（人口10万人対） 6.3 7.3 7.6 6.9 5.7 9.7 6.1 8.1 9.1 1.6 6.8

岩手県調査名等

診療報酬施設基準
（Ｈ24.1.1）
診療報酬施設基準
（Ｈ24.1.1）
介護給付費実態調査
（Ｈ24.3審査分）

介護保険により訪問看
護を行った事業所数

在宅療養支援病院

在宅療養支援診療所

単位 全国

訪問診療又は往診は全国平均を下回る。また訪問看護は全国平均とほぼ同等であるが、地域によ
る差がみられる。

全国平均の
約５割

全国平均の
約６割

全国平均の
約1.15倍

全国平均の
約５割弱

全国平均の
約４割弱

全国平均の
約1.06倍
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３ 本県の取組

(1) 施策の方向性
(2) 県のこれまでの主な取組
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計画の基本的事項

◆策定時期 平成25年３月
◆計画の性格 本計画は、関連施策に関する計画と調和を保ちながら、患者本位の、良質かつ適切
な医療を効率的に提供する体制を構築し、県民の医療に対する信頼の確保を目指し、県民だれもが、
地域社会の中で、安心して、保健・医療・介護（福祉）のサービスが受けられる体制の確保を図るため
の総合的な計画。
◆計画の期間 平成25年度を初年次とし、平成29年度を目標年次とする５か年計画。

「在宅医療」に係る基本的な考え方

在宅医療の充実に向けて、医療及び介護等のサービスが切れ目なく継続的に提供されるよう、地
域における機能分担や多職種連携の体制を整備するほか、在宅医療に関わる医療及び介護従事
者の育成・確保や県民の在宅医療への普及啓発のための取組を推進する。
【連携体制の構築】
◆退院支援 ➡ 退院支援担当者の配置などによる退院調整機能の強化
◆日常の療養支援 ➡ 患者及び家族を適切に支える地域医療連携体制の構築
◆急変時の対応 ➡ 24時間対応が可能な連携体制づくりの推進
◆看取りのための体制構築➡ 望む場所で看取りを行えるよう在宅医療を担う機関の連携を推進

【専門人材の確保育成】 【在宅医療への理解促進】

「在宅医療」に係る数値目標

目標項目 現状値 目標値

在宅医療連携拠点数 ４か所（対象５市町村）
（平成26年度末見込み）

９か所（各圏域１か所）
（平成29年度）

３（１）① 岩手県保健医療計画（概要）
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調整・支援・連携

在宅医療提供体制の構築と「４つのフェーズ」（県保健医療計画より）
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３（１）② いきいきプラン2017
（岩手県高齢者福祉計画・岩手県介護保険事業支援計画）の概要

計画の基本的事項

◆策定時期 平成27年３月
◆計画の趣旨 高齢者の総合的な保健福祉施策の基本的な方針や施策の方向性を明確にし、市町村が行う介護保険事業の円滑な実
施を支援するため、県高齢者福祉計画及び県介護保険事業支援計画を一体的なものとして策定。ソーシャル・インクルージョン（共に支
え合う）の観点に立ち、本県の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を目標とし、平成26年度の介護保険制度改正を踏まえ、平成
37（2025）年までの中長期的な視野に立った施策展開を図る。
◆計画の期間 平成27年度を初年次とし、平成29年度を目標年次とする３か年計画。

「在宅医療」に係る基本的な考え方

在宅医療の推進
切れ目のない医療提供体制の確保に向けた人材の確保・育成

連携体制の構築
在宅医療連携拠点の整備等市町村の主体的取組の推進

地域包括ケアシステムが構築される中で、通院が困難であって
も、自宅や介護施設において必要な医療が確実に受けられるよう、
訪問診療や訪問看護等により日常の療養を支え、病状が急変し
た時の入院等の対応や退院後の生活を見据えた医療・介護の調
整を行い、希望に応じて自宅などで最期を迎えることができる医
療提供体制を構築するため、在宅医療を推進する。

【今後の取組】
○ 在宅医療を担う人材の確保・育成を図る。

○ 在宅療養に必要な医療や介護、家族の負担軽減につながる
サービスが適切に紹介される体制づくりを推進する。
○ 退院支援の取組を推進する。
○ 急変時の対応の取組を推進する。

○ 希望に応じて、自宅や施設において看取りが適切に実施され
る取組を推進する。

身近な地域で適切に在宅医療が提供されるよう、地域において、医師や看
護師、歯科医師、薬剤師などの医療従事者はもとより、介護支援専門員や
介護事業所なども含めた多職種が連携し、一人ひとりに適した医療や介護
が包括的に提供できる体制の構築を推進する。

【今後の取組】
○ 市町村の主体的な取組を推進する。

○ 地域医療構想（ビジョン）を策定するにあたり、市町村や医療従事者と
情報を共有し、関係者の意識を高めるとともに、連携や24 時間365 日の対
応に対する不安や負担感を軽減するよう、具体的な事例の情報提供を通じ
て支援する。

○ 地域の医療・介護関係者の参加による地域ケア会議の活用を促進す
る。

○ 地域の医師会と市町村との連携強化や、広域的な取組について、保健
所等の機能を活用し支援する。

○ 情報通信技術を活用した地域の医療情報ネットワークの構築を支援し、
在宅医療提供体制の整備や、医療・介護の連携に向けた活用を推進する。

新たに「在宅医療と介護の連携推進」の章を新設し、以下の考え方で記述
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３（２） 在宅医療介護連携促進事業の取組み
（地域医療再生基金事業、平成25年度～27年度まで）

16

在宅医療介護連携コーディネート事業
（在宅医療連携拠点の設置等）

在宅医療介護連携推進事業 在宅医療設備整備事業

事業概要 地域における在宅医療・介護の連携の
中心機関（市役所、郡市医師会、医療
機関等）に在宅医療・介護連携をコー
ディネートする機関を設置し、連携体制
を構築・支援するための以下に例示す
る取組を実施。

・ 地域の医療・介護連携に係る課題の
検討

・ 関係職員研修会（ケアカンファレンス
等）の開催

・ 関係機関の情報共有のための取組
（ＩＴ化を含む）

・ 在宅医療・介護従事者や地域住民
向けの相談受付 等

コーディネート事業の実施が困難な
地域において、地域の医療・介護資
源の実情に応じ、医療・介護間や病
院・診療所間の連携体制づくりに向け
て、以下に例示する取組を実施。

・ 地域の医療・介護資源の把握、課
題の抽出

・ 地域の医療・介護関係者による協
議の場の設置
・ 関係職員、医師向け研修の開催
・ 地域住民に対する普及啓発活動
等

在宅医療の提供体制を強化する
ため、患者への貸与や地域内の
他の在宅医療提供機関との共有
を目的とした機器（原則として在
宅医療の提供に必要な医療機器
又は関係機関・患者との情報共
有のための情報通信機器）の整
備を行う。

実施主体 原則として市町村（外部への委託可）。

ただし、市町村で実施体制が整って
いない場合、当該市町村が支援するこ
とを条件に別途知事が適当と認めた者
が実施可。

同左 在宅医療・介護連携の取組を
行っている市町村等での検討で
適当と決定された機関等（市町
村、郡市医師会、医療機関、訪
問看護ステーション等）

補助額及び
補助率

21,000千円（補助率10/10） 1,500千円（補助率10/10） １地区あたり15,000千円（補
助率10/10）

平成26年度
実施状況

盛岡市、滝沢市、釜石市（大槌町
含む）、陸前高田市

葛巻町、紫波町、矢巾町、北上市、西
和賀町、奥州市、平泉町、特定非営
利活動法人北三陸塾（久慈圏域４市
町村）、軽米町

滝沢市、葛巻町、遠野市、
西和賀町、陸前高田市

平成27年度
実施状況
(H27.5月末)

盛岡市、滝沢市、北上市、西和賀町、
一関市、陸前高田市、釜石市（大槌町
含む）、軽米町

八幡平市、岩手町、花巻市、平
泉町

滝沢市、岩手町、葛巻町、
北上市、西和賀町

（補助実績のある品目例）

・カセッテ型デジタルＸ線撮影システム
・超音波測定装置 ・ホルタ―心電計
・携帯型心電計・歯科用在宅機器
・在宅支援用リハビリ・体力測定器
・吸引器・吸入器
・経皮的動脈血酸素飽和度計など



在宅医療介護連携コーディネート事業の実施状況（平成26年度）
事業主体 運営主体 名称 人員配置 備考

１ 盛岡市 医療法人葵会 在宅医療連携拠点チー
ムもりおか

看護師１、社会福祉士
１、事務員１

平成23年度より国モデ
ル事業として開始

２ 釜石市 釜石市 在宅医療連携拠点チー
ムかまいし

事務員１、非常勤事務
員１

○平成24年度より国モデル
事業として開始
○大槌町も事業区域

３ 陸前高田市 陸前高田市 陸前高田市在宅医療
介護連携センター

嘱託医師１、臨床心理
士１、看護師１

平成26年度開始

４ 滝沢市 医療法人ゆとりが
丘クリニック

在宅ボックス滝沢 看護師４ 平成26年度開始

在宅医療介護連携推進事業の実施状況（平成26年度）

事業主体 主な事業内容 備考

１ 葛巻町 高齢者等健康教室における地域包括ケアに関する住民講話など

２ 紫波町 医療介護関係者アンケート、医療介護資源マップの作成配布など 紫波郡として実施

３ 矢巾町 医療介護関係者アンケート、医療介護資源マップの作成配布など 紫波郡として実施

４ 北上市 県内先進地視察、講演会開催など

５ 西和賀町 先進事例研究会開催、認知症予防教室開催、介護予防の拡充、住
民生活実態の調査など

平成27年度に在宅医療
介護連携コーディネート
事業実施予定

６ 奥州市 地域リーダーによる会議、医療介護関係者アンケート、講演会開催など

７ 平泉町 医療介護関係者による協議体運営、医療介護関係者アンケート、認知症高齢者
地区モデル事業など

８ （特活）北三陸塾 多職種研修会、市民向け講演会開催など

９ 軽米町 地域包括ケア推進協議会開催、先進地視察、家族介護者向け教室開催など 17



３（３） 在宅医療人材育成研修実施状況

医師向け研修 訪問看護師向け研修

１ 実施概要
（1） 運営主体 一般社団法人盛岡市医師会

（県の委託事業）
（2） 日時 平成27年３月７日（土）及び同28日（土）

14：00～17：00
（3） 会場 盛岡市内
（4） 対象者 盛岡市医師会、紫波郡医師会、

岩手西北医師会会員
※ ２月末時点出席予定者合計30名

２ 内容

（1） 講義
① 在宅医療の取組み事例の紹介
② 在宅医療の報酬制度及び事務手続きに係る
概説

（2） 実技演習
在宅において臨床医が基礎的に必要とする手技を、
シミュレータを活用して演習する。

１ 運営主体

岩手県訪問看護ステーション協議会（県の委託事業）

２ 概要等

（1） 訪問看護リスクマネジメント研修
① 概要
訪問看護事業の経営者、管理者を対象に盛岡市
内で11月８日に開催。 ※ 出席者70人
② 内容
・訪問看護に求められる事故防止と事故対応
（講師：九州大准教授）
・訪問看護における法的責任
（講師：東京弁護士会弁護士）

（2） 訪問看護及び介護現場における褥そう対応研修
＜内容＞各会場とも共通
・褥そうに関する危険因子の評価
・褥そう治療の最新情報

会場 日時 講師（皮膚専門認定看護師） 出席者数
盛岡市 H27.2.15 盛岡赤十字病院 70名
二戸市 H27.1.17 県立二戸病院 31名
一関市 H27.2.28 県立磐井病院 60名
北上市 H27.2.14 県立中部病院 35名
釜石市 H27.2.15 県立釜石病院 20名
計 216名

開業医を対象とした在宅医療の取組事例・訪問診療の実務等を学ぶ研修、訪問看護師を対象とし
た実務的な研修を実施
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