
目黒区の在宅療養の推進について 

目黒区 健康福祉部地域ケア推進課 

~住み慣れた地域の中で安心して療養するために~ 

元気で 
イルカな？ 

見守りめぐねっと 

キャラクター 



   目黒区の概要（平成27年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人口等 

総人口    （Ａ） ２７０，５２５人    １５０，８２７世帯 

高齢者人口 （Ｂ）  ５３，９８５人   高齢化率 ２０．０％（Ｂ／Ａ） 

（うち７５歳以上 ２６，７５４人 、高齢者人口の４９．６％） 

 高齢者世帯 

１人世帯のみ（Ｃ） １８，３９６人 

高齢者人口のうち１人世帯割合 ３４．１％（Ｃ／Ｂ） 

高齢者のみの世帯数 ２７，９０７世帯   ３７，５４２人    ※（Ｃ）は内数 

 要介護認定者数（第１号被保険者数） 

要介護 ７，９０８人 （うち７５歳以上 ７，１１７人） 

要支援 ２，８５４人 （うち７５歳以上 ２，５１４人） 

 認知症高齢者数推計（平成２５年東京都調査における目黒区数値から推計） 

何らかの症状のある人 ８，３１４人 （認知症自立度Ⅰ以上）  （Ｂ）の１５．４％ 

（うち見守りや支援が必要） ６，２０８人 （認知症自立度Ⅱ以上）  （Ｂ）の１１．５％ 



       目黒区の地域包括支援センター   
                                   日常生活圏域（５圏域） 

                                          [H２６．１０．１現在]                                                     
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５か所の地域包括支援センター 

 統計：「第6期目黒区介護保険事業計画」より 



区民の意識   

「在宅療養」充実のために必要なサービスや体制整備について 
   問 「在宅療養」の充実のためには、どのようなサービスの充実や体制の 

      整備が必要だと思いますか。（複数回答可）      

１位 状態が悪化した時に 

     入院が可能な体制 

2位  利用しやすい相談窓口 

     の充実 

（平成２５年度高齢者の生活に関する基礎調査より） 
  ６５歳以上の区民（3,000人無作為抽出） 



 医療と介護の連携の取組み① 

◇ 主治医・介護支援専門員連絡票作成   １９年度～    

◇ ケアマネタイム作成・本格実施        ２１年度～         

◇ 主治医との連携の手引き作成        ２１年度～         

◆ 認知症相談と医療の連携会議       ２２年度～        

◆ 認知症支援連絡会（地区別事例検討会）   ２３年度～ 

◇ 目黒区もの忘れ相談連絡票作成      ２４年度～       

■ 組織横断的に在宅療養の推進の検討   ２４年度～     

    「在宅療養検討部会事務局」：健康福祉部、健康推進部（保健所） 

 

 

 
      
    
 

 

 

H２１～ H２２～ H２４～ 

※上記「◇マーク」の標準書式は、 区ホームページに掲載しています。 
    区のトップページ→くらしのガイド→介護保険→介護保険サービス事業者向けのお知らせ 

    →介護支援専門員と主治医の連携 

H１９～ H２３～ 



医療と介護の連携の取組み② 

■ 健康福祉部に担当組織を設置      ２５年度～ 
    「地域ケア推進課在宅療養推進担当」 
   窓口： 医師会、歯科医師会等医療系団体は主に健康推進部 

       介護系団体は健康福祉部 

■ 在宅療養推進協議会の設置、開催    ２５年度～ 

■ 在宅療養支援窓口の開設         ２５年度～ 

■ 地域資源の把握               ２５年度～ 
 

■ 在宅療養支援病床確保事業開始     ２６年度～ 

■ 多職種研修会実施                    ２６年度～ 

■ 区民啓発事業実施             ２６年度～ 
      

 

 

 

 
      
    
 

 

 

H２６～ 
目黒区保健医療福祉計画 
第６期介護保険事業計画 

H２５～ H２７～ 



    在宅療養推進協議会の設置、開催 

   在宅療養支援のための体制づくりや 

    関係者が情報共有や協議を行う場 

                                   (年３回実施) 

在宅療養推進協議会の構成 

◇地域医療に係わる関係団体代表 

    医師会、歯科医師会、薬剤師会 

    区内病院院長、区内病院医療ソーシャルワーカー 

    訪問看護連絡会 

◇介護保険に係わる関係団体代表 

    介護事業者連絡会、ケアマネジャー分科会 

◇地域包括支援センター代表 

    在宅療養支援窓口業務を担当するセンターの所長 

◇行政 健康推進部、健康福祉部の関係所管 

 

   

 

 

 

 

 

H２５～ 



  在宅療養支援窓口① 

【中央包括支援センターに設置】  
                (H25．8．1開設) 

 医療・介護等の関係機関への支援 
 区民からの相談 
  
・退院時の在宅療養への移行 
・在宅療養の継続相談 
・地域包括支援センター機能充実 
 のためのネットワークづくり 
 
【職員体制】 
・看護師等臨床の知識を有する常勤かつ専従の職員、１名 
・介護支援専門員又は社会福祉士、２名（兼務） 
 
 
 
 

  

 

 

 
      
    
 

 

H２５～ 



  在宅療養支援窓口② 

【相談件数】  

 ・平成２５年度   １８１件 ＜８月～翌年３月＞   
  相談方法（来所２４、電話１２３、自宅訪問１９、その他１５） 

 ・平成２６年度   ２７６件 ＜４月～翌年３月＞   
  相談方法（来所４５、電話２０２、自宅訪問１７、その他１２） 
 
【２６年度～】 
  在宅療養支援窓口の経験を生かした、全包括支援センター 
 職員のスキルアップの取組み 
  ◆ 窓口対応用「在宅療養相談支援 
     ハンドブック」作成 
   ◆ 相談支援向上の研修会の実施   

 
 
 
 
 

  

 

 

 
      
    
 

 

H２５～ 



地域資源の把握① 

【在宅療養資源マップの作成】 

 

 

 

 

 

 

 

  

H２５～ 



 【在宅療養資源のデータ検索】 ※各包括支援センターで活用       

 

      
 
 
 
 
 
 

           必要な項目ごとに検索  （「●」は対応可） 

           
                             
       
 

 地域資源の把握② H２５～ 

）

 ⑩膀胱留置カテーテル交換　

在宅で対応可
能な治療や処
置

 ③末梢点滴注射（抜去含む）　

 ⑧経鼻経管栄養カテーテル交換 ⑦ 自己腹膜灌流（腹膜透析）

 ⑥人工呼吸器管理　

 ⑨中心静脈栄養管理　

 ⑪褥瘍の外科的処置　  ⑫気管カニューレ交換　

 ⑤人工肛門管理　

 ⑬医療用麻薬の管理　  ⑭その他（

 ②胃瘻管理　 ①在宅酸素療法　

 ④人工膀胱管理　
アンケート
診療所の例 

 (調査項目  

   抜粋) 

・・・ 
・・・ 

・・・ 



      地域資源の把握③ H２５～ 

【２５年度】  

  マップ作成により、各地区の 

   地域資源の把握が可能になった              

【２６年度】  

◆２５年度作成したマップの一部改訂 

  名称変更、移転、廃業、休業情報を更新 

  （データ：Ｈ26.12.31現在）   

【２７年度】  

◆ 「在宅療養資源マップ」（平成28年3月発行予定） 

    訪問や往診等の新規実施を含めた調査の実施 

    調査項目の見直し（病院例：地域包括ケア病棟の有無等） 

     

      

      

     

 

 

 

 区のホームページに掲載 



     在宅療養支援病床確保事業① H２６～ 

在宅療養中の高齢者の体調が急変した時 
 速やかに入院治療を受けることができる病床を確保 
     
【厚生中央病院の病床】（Ｈ26.8.1開始） 
                     
 
  
 
【病床利用の連絡方法】                 

・かかりつけ医、又は訪問看護師が病院へ連絡する 
   〈厚生中央病院救急室直通の専用電話：年中無休〉 

 「在宅療養救急ホットライン（医療従事者専用ライン）」 
      病状、来院方法、来院時間等を伝える 。（利用入院１４日以内） 

 
 
                                               
                      

  地域のかかりつけ医のバックアップ 
   利用申込みに、速やかに応じる体制づくり 

 
安心して在宅療養を継
続できる体制づくり 
    



     在宅療養支援病床確保事業② H２６～ 

 ・「申請書（※）」の記入 

   在宅療養者が記入（代筆可）し、病院へ提出。 

    ※申請書は、かかりつけ医、看護師、介護事業者から入手 

      又は区ホームページから書式をダウンロード 

      ※病院ホームページに申請書を掲載（医事課の協力あり） 

 

 
 
【利用実績】 
  ・  実人数 ２３人（Ｈ26.8.1～Ｈ27.3.31） 
  ・ 病床利用延日数 ２６６日 （稼働率109.5％） 
  ・  かかりつけ医の利用箇所数 １６か所 
【２７年度～】  

  ・ 確保病床拡大の検討 等 

   

     

      

      

     

 

 

    

【上記の申請書は、 区ホームページに掲載しています。 】 

 区のトップページ→申請書ダウンロード →高齢福祉に関する申請書 

 →在宅療養支援病床利用申請書 

     



      多職種研修会の実施① H２６～ 

【２６年度】      時間：１９時～２１時 場所：目黒区総合庁舎 

 

 

 

 

 

 

・多職種６グループで構成 （１グループ８人～９人程度） 

・職種（医師、歯科医師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー及び退院調整看 

    護師、介護支援専門員、訪問介護員等）  

  

 ・三師会にご協力頂いた。 

 ・多職種討議の職種のバランスを考慮した募集を行った。 

  （介護支援専門員は募集より十数名超えた応募のため、選考を実施）  

日程    テーマ                 講      師   参  加 
10/20 
（月） 

「在宅療養へ向けた退院支援」 
  

樋口 直美 氏  （東京共済病院  
 医療ソーシャルワーカー係長） 

 ４６人 

12/15 
（月） 

「在宅療養者へのがん緩和ケア
における連携づくり」 

渡邊 元和 氏  （ソフィア訪問看護 
ステーション駒場 管理者） 

 ５２人 

１/20 
（火） 

「訪問歯科診療の実際」 
「口腔ケア」 

風間 敏禎 氏（風間歯科医院院長） 
井上 恵美 氏（歯科衛生士） 

 ５３人 

参加者について 



    多職種研修会の実施② H２６～ 

研修会の様子 プログラムを検討しながら実施 

[10/20] 講義・事例紹介→班の自己紹介→ 

      同職種確認タイム→           →発表・講評 

[12/15] 講義・事例紹介→班の自己紹介→          →発表・講評 

[ 1/20] 事前アンケート・班の自己紹介→講義→          →発表・講評         

      
 ・ 昼間参加する機会の提供が必要 

 ・ 地区ごとに討議する機会が必要 

【２７年度】  
・ 全区型   区役所で全地域を対象に実施（6/15） 

・ 地区型    中央地区で実施予定（11～12月頃）      

課題 

多職種討議 

多職種討議 

多職種討議 



     区民啓発活動 H２６～ 

在宅療養や看取りについて 
       考える機会の提供 
 

 

            テーマ「住み慣れた地域の中で安心して療養するために」 

                       ～求められる医療と介護の連携～ 

              平成26年11月30日実施、参加人数８８ 

                 第1部 講演、第２部 討論、区民との意見交換  

                 （医師会理事、在宅療養推進協議会委員が参加）  

【２７年度】       

 ・区主催型  シンポジウムの実施（10/４予定） 

 ・地域包括支援センター主催型 

    「在宅療養出前講座」の実施（随時受付） 

シンポジウムの開催 



     

  区の在宅療養推進の今後の方向性  

   介護保険法の改正に伴い、在宅医療・介護連携 

  推進事業が地域支援事業の位置づけとなった。 

   次の８項目の事業を、区が主体となって、医師会等と 

    連携しながら、区の計画のもとに推進していく。 

 

            

H２７～ 

＜在宅医療・介護連携推進事業項目＞ 

（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 


