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米原市保健・医療・福祉連携体制（米原モデル）の実現に向けて

発 表 者 畑野 秀樹 （滋賀県：地域包括ケアセンターいぶき）

共同研究者 中村 泰之、西脇 健太郎、清水 浩一、児玉 渉

・両親ともに就業している利用者が大半であ

り、小さい子供を持つ保護者が安心して長期

に渡り休める環境にないことがうかがえま

す。

・祖父母の支援がある利用者は、先ほどの核家

族の現状からしましても登録者数の５分の１

である現状から、核家族の子育ては難しく病

児保育室の果たす役割は大きいと考えます。

・小児科のある医療機関併設の病児保育室は、

保育士とともに医療の専門職での対応であ

り、保育所ではないところの利点があります。

例えば、体調の変化はもちろんですが、家庭

と同じような環境で一日、一対一でゆったり

と過ごせる、また、母親の心のケア、そして

祖父母の代わり等を考えると、保護者の安心

と子どもたちの癒しの場にも繋がっていると

考えます。

【結論】

病児を保育できる環境整備は、女性が働きや

すい環境を向上させる事業として重要ですが、

併せて子どもや家庭を守るという視点からも、

地域における公的医療機関が自治体と連携し

て、その業務を担うことで更に、地域包括医療・

ケア体制の一助となることを認識しました。

以上、発表を終わります。ご清聴ありがとう

ございました。
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【目的】

米原市は滋賀県の北東部に位置する人口４万

人の農村都市です。米原市の東部に位置する山

東伊吹地域においては、平成１８年より地域包括

ケアセンターいぶきを立ち上げ、近隣の医療施

設、介護施設と連携して、地域包括ケアを展開

しています。

米原市民の願いとして、米原市西部である米

原近江地域においても、地域包括ケアシステム

で住民が安心して生活できる基盤整備が望まれ

ています。そこで私たちは、どのような施設を

建てるといいのか行政などと調整してきまし

た。ある程度の目途が立ちましたので報告した

いと思います。

―７６４―



����	

������

89@
RS Tu,UUUR
ab cVU

vwxyz{

|}yz{

~��*{

&:�*{

�

�

�

�

�

�

89�*{

��

��
&:

89

ケアセンターいぶきと、周辺の国保の診療所、

出張所の関係を地図に示します。東部の山東伊

吹地域にはケアセンターいぶきと、北部に３つ

の国保の出張所があります。西部には近江地域

に国保近江診療所があり、地域医療振興協会が

運営しています。米原地域に国保米原診療所が

あり、地域医療振興協会から医師を派遣してい

ます。米原・近江ともそれぞれ医師一人診療所

であり、自治医大からの医師が派遣できずに医

師確保に苦労してきました。
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【スタッフ】

現在のケアセンターいぶきの職員ですが、医

師複数体制で、看護師・介護士・リハビリスタッ

フ、ケアマネなど合わせて９０名弱になっており、

多職種による連携体制ができつつあります。
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地域での住民の暮らしを支えるために、「地

域が病院、電話がナースコール」を合言葉に、

診療所は往診ができる体制とし、訪問看護ステー

ション、居宅介護支援事業所、リハビリテーショ

ン（訪問リハを含む）、デイケア、老健施設を併

設しています。
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この地域の課題ですが、全国の地域と同じく、

少子高齢化が進んでいます。高齢化率は２５％と

なっています。また要介護高齢者の増加も著し

く、９月現在で２，０００人を超え、６５歳以上人口の

１８％に達しようとしています。滋賀県の実施し

たアンケートでは、在宅療養が困難な理由とし

て、介護してくれる家族に負担がかかると答え

た人が８０％近くありますが、往診してくれる医

師がいない２９％、２４時間相談体制がない１８％な

ど、医療や介護の施設が頑張れば達成可能な部

分も多くあります。
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米原市の高齢者の現状について表に示しま

す。平成２２年度において、高齢化率は２４．８％で、

要介護認定率は１８％、一人暮らし高齢者は６４５人

にも及びます。平成３３年度の予想では、高齢者

の絶対数は８００人程度の増加と見込まれ、高齢化

率は２９％と予想されています。
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現状でも、米原市の要介護者数、要介護認定

率は滋賀県内の他の市町よりも多く、一人当た

り介護療養日も平成２３年度は３０万円近くで、県

内でも上から２位と高くなっています。米原市

では高沸する介護療養費に対し、削減できるよ

う適正化事業を始めました。
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介護が必要となった理由ですが、要介護者全

体では認知症が２７％、脳血管疾患が２０％と上位

で、４０歳から６４歳においては脳血管疾患が半数

以上を占めています。米原市では、認知症と脳

血管疾患に対し、予防背策と、リハビリに力を

入れることとなりました。
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そこで、米原市では「米原モデル」と称して、

地域包括ケアシステムを展開することとなりま

した。米原市長肝いりで、「高齢者等が在宅で

安心して暮らせるよう、地域医療を中心に保健

福祉の多職種が連携する仕組みと、２４時間体制

で支えるサービスを合わせた総合的な事業」を

展開することとしました。

内容は、１．地域包括ケア体制を構築すること、

２．医師の確保に向けた環境づくり、３．重症化予

防対策として、特にリハビリの充実と認知症対

策に力を入れること、４．新たな体制での支え合

い事業を構築することとしました。
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再来年平成２７年度を目途に、米原近江地域に

新しい在宅療養の支援拠点を整備することとし

ました。具体的には近江診療所と米原診療所を

統合した形として複数医師体制とし、在宅療養

支援診療所として活動します。２４時間体制で連

絡できる訪問看護ステーションを整備します。

またリハビリを核として、元気高齢者が増える

ようにリハビリセンターを配置する予定です。

また子育て支援機能の拠点を整備します。具

体的には障害児の放課後デイサービス、療育教

室、児童発達支援センター、病児保育・病後児

保育の充実を目指します。

医師を確保し、継続して診療所が運営できる

ように、研修医が長期研修ができる宿泊施設や

勉強場所の提供を考えています。
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【まとめ】

地域包括ケアシステムを米原市全域で展開す

るために、西部の米原近江地域に在宅療養の支

援拠点を平成２７年度に整備することになりまし

た。地域で安心して暮らしていけるように、在

宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、リ

ハビリステーションを整備します。また子育て

支援のために、障害児の放課後デイサービス、

療育教室、児童発達支援センターを、そしてこ

れまで米原市になかった病児保育ができるよう

施設整備をします。複数医師体制が持続できる

よう、研修医の研修施設として勉強・宿泊が長

期にできるようハード面、ソフト面で整備して

いくこととなり、準備を進めていきます。
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