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在宅医療・福祉の拠点整備と今後の活用について

彦根市福祉保健部健康推進課

～彦根市保健・医療複合施設～

○ 彦根医療福祉推進センター

○ 彦 根 休 日 急 病 診 療 所

○ 彦 根 市 保 健 セ ン タ ー

建設の背景と目的

湖東医療圏（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）
面積 ： 392.16㎡ 人口 ： 約15万人
病院 ： 彦根市立病院470床 彦根中央病院350床

友仁山﨑病院157床 豊郷病院338床
診療所 ： およそ90か所

主な課題
◆ 医師数の減少により産科や小児科に大きな影響

◆ １次救急・２次救急の周知不足等による病院の負担増

◆ 在宅医療の推進
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建設に至る経過

平成２１年 ６月 国において第１次補正予算成立

（地域医療再生基金の設置）

平成２１年１２月 滋賀県において基金設置

平成２２年 １月 滋賀県地域医療再生計画策定

平成２２年 ６月 地域医療再生計画推進協議会発足

平成２２年 ８月 地域医療支援センター整備委員会発足

平成２３年１０月 建設場所を彦根市立病院敷地に決定

平成２４年 ５月 設計業務開始

平成２５年 １月 建設工事着工 (同年１２月竣工予定)

地域医療支援センターの基本構想

休日急病診療所の移設（１市３町）

在宅医療を推進するための拠点施設（１市４町）

医師会等関係団体の事務局を設置（各団体）

彦根市健康推進課を移転（市）

施設の設置と運営 ： 彦根市

事業の実施主体 ： １市３町・４町または彦根市
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休日急病診療所の移設

課題や問題点

★ １次救急の役割が住
民に充分伝わってい
ない

★ 設備面の老朽化など

⇒ ２次救急を担う病院
の負担増の要因

解決の方向性

★ １次救急医療機関と
しての休日急病診療
所の役割の明確化

★ 利用しやすい施設へ
の転換

⇒ 限られた医療資源の
役割分担と連携の
強化

在宅医療の推進

課題や問題点

★ 高齢化の進行による
医療や介護サービス
の環境変化

★ 生活の質向上からみ
た療養環境のあり方

⇒ 在宅で療養できる諸
条件の整備

解決の方向性

★ 医療や介護サービス
の柔軟な対応

★ 限られた医療、介護
資源の有効な活用

⇒ 在宅医療、療養の
充実に向けた体制
整備（多職種協働）
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関係団体の事務局を設置

彦根医師会

彦根歯科医師会

彦根薬剤師会

滋賀県看護協会第５地区支部

彦愛犬介護保険事業者協議会

彦根市保健・医療複合施設の使命

休日急病診療所の充実により、１次救急の役
割を強化し、２次救急病院との機能分化を進
める。

在宅医療、療養の推進を図り、生活の質向
上や限られた医療資源の有効活用を図る。

多職種が連携・協働して地域医療の推進を
図る。

湖東地域において、広域的な観点に立った
事業を展開する。
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推進体制

(仮称)彦根市在宅医療推進協議会

在宅医療福祉の仕合せ検討会

ことう地域チームケア研究会

推進
協議会

仕合わせ検討会
（多職種の現場代表者が集まり、
在宅医療福祉の推進に向けて、課
題や対策など具体的に話し合う検
討会）

ことう地域チームケア研究会
（在宅医療福祉に携わる人が集まり、他職種の役割を
知り、顔の見える関係をつくる。事例をもちより検討
し、それぞれの実践に活かしスキルアップを図る。）

湖東地域リハビリ推進センター

チームドクター

制度検討会

在宅看取りが必要となっ

た場合の医師同士の連

携体制の構築

在宅医療や看取りについての啓発出前講座
在宅療養生活を考えている人や周りで見守る人の理解を深める

在宅医療福祉の推進体制イメージ

花かたばみの会
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医療・福祉推進センターの業務
～在宅医療福祉を推進するために～
滋賀県在宅医療推進地域モデル事業を核として

(１)在宅医療を担う人材の育成

①在宅医療を理解するための研修会

(病院勤務の医療職)

②在宅医療に関する研修会

(医療・福祉職)

施設の竣工記念講演会の開催

(２)在宅医療福祉の連携強化

①ことう地域チームケア研究会

②在宅医療を行う医師同士の連携

チームドクター制度検討会

③服薬支援向上のための医療福祉の連携強化

(３)在宅医療機器の貸出し

在宅療養者や在宅医療医師に短期間、貸し出す。

**ネブライザー/喀痰吸引器/超音波画像診断装置**



10

(４)在宅医療・在宅看取りに関する啓発

①在宅医療フォーラムの開催(市民向け)

と き:平成２６年２月９日(日)

場所:文化プラザ(メッセホール)

講師:村上智彦さん(夕張市)

②在宅医療・在宅看取りに関する「出前講座」

ほっと旅立ち応援事業

「花かたばみ(あなたと共に)の会」に委託

③啓発冊子の作成

(５)在宅医療福祉に関する情報の提供

ホームページ「医療福祉情報の森」

◆地域の医療・介護保険・相談窓口

◆在宅医療福祉に関するイベント等

◆ことう地域チームケア研修会

◆医療機器貸出状況

◆各種医療福祉連携シート

◆１市４町・彦根保健所のサービス・相談

◆ 関係機関・団体へのリンク
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お知らせ
在宅医療福祉に関する
イベントや新しい機関
ができたこと、新しい
シートの作成などの情
報

ことう地域
チームケア研究会

開催日、予定、実施結果
などの情報

医療機器
貸出状況

医療機器貸出状況など
の情報

在宅医療推進室
貸出状況
在宅医療推進室の貸出
状況などの情報

入居団体の
リンク

入居団体の
リンク

入居団体の
リンク

入居団体の
リンク

入居団体の
リンク

彦根市情報
在宅療養生活支援に関
する独自サービスの情
報（配食、緊急通報、
徘徊捜索etc…）
愛荘町情報
在宅療養生活支援に関
する独自サービスの情
報（配食、緊急通報、
徘徊捜索etc…）
多賀町情報
在宅療養生活支援に関
する独自サービスの情
報（配食、緊急通報、
徘徊捜索etc…）
甲良町情報
在宅療養生活支援に関
する独自サービスの情
報（配食、緊急通報、
徘徊捜索etc…）
豊郷町情報
在宅療養生活支援に関
する独自サービスの情
報（配食、緊急通報、
徘徊捜索etc…）

その他関係機関のリンク

医療福祉従事
者の方向け

クリック
すると施
設情報が
見られま
す。

彦根保健所情報
在宅療養生活支援に関
する相談窓口等の情報
（相談日、相談先
etc…）

医療に
関すること

介護保険の

在宅サービス
に関すること

地域の身近な
相談窓口に
関すること

各種医療福祉連携
シート
各種シートの情報

介護保険の

施設サービス
に関すること

各市町の

医療福祉施設
マップ

（中学校区）

平成２６年度以降の課題

(１)訪問歯科診療の促進

(２)５団体の連携促進

(３)多職種による医療福祉情報の共有

(４)地域リハビリテーションの充実

(５)地域ケアシステムの構築に向けた取組


