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Ⅰ　超高齢社会における医療の課題	



日本人の平均寿命	

・女性が世界１位の86.8歳	
・男性が世界６位の80.5歳	

日本人の平均寿命は世界１の83.7歳	



　これからのわが国の高齢化の状況等	

○65歳以上の高齢者数は、2025年に
は3,658万人となり、その後ほぼ横ば
い。若年層人口の減少に伴い、2055
年の高齢化率は約４０％に	

○75歳以上の高齢者数は、2025年に
は2,179万人となり、2055年でも2,336
万人と人口の４人に１人以上となる。	



　これからのわが国の高齢化の状況等	
万人	
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　これからのわが国の高齢化の状況等	
％	



◎超高齢社会における医療の課題	

・慢性疾患、複数の疾病を抱える患者が増加	
・手術だけでなく、その後のリハビリも必要となる	
　患者が増加	
・自宅で暮らしながら医療を受け、最後を迎える　	
　患者が増加	

これまでの急性期
中心の病院医療
では対応できない	



起源 19世紀後半 21世紀
寿命 50歳まで 85歳以上
原因 外的・母子 老化
疾病 単一 複数
経緯 単一エピソード 継続発症
目標 治癒・救命 機能改善・人生支援
目的 治す医療 支える医療
場所 病院 地域
特徴 施設医療 ケアサイクル

医療の転換	

長谷川俊彦「地域連携の基礎理論としてのケアサイクル論」高橋絋士・武藤正樹編『地
域連携論』	



 医療の課題	

健康長寿社会	

地域包括ケア	 	

超
高
齢
社
会	

深

関
連	

自治体の役割	



Ⅱ　健康寿命をのばす	



○寿命の大幅な伸びにより、リタイア後の生
活の持つ意味が大きく変わってきている。	

定年後８０歳まで生きるとすると、就職中の
労働時間と、定年後に使える時間はほぼ拮
抗し、いずれも10万時間になる。	
就職中　40年×250日×10時間＝10万時間	
定年後　20年×365日×14時間＝10万時間	

＊１日の労働時間を10時間、リタイア後の睡眠時間を除いた活動時間を14時間
と仮定	



リタイア後の10万時間を自分らしく生活して
いくためには、	

要介護となる期間を短縮し、可能な限り、健
康で毎日を過ごすことが重要	

奈良県では、「なら健康長寿基本計画」を
策定し、健康寿命日本一を目指している。	



平均余命	＝	
健康寿命	

	
－	

平均要介護
期間	

（平均自立期間）	

健康寿命とは　⇒　	
　　　　　　　　　　　　	
要介護期間とは　⇒　	

６５歳の方が元気で自立した生活を	
送ることができる期間	
要介護２以上の状態にある期間	

健康寿命とは	

１．要介護にならないため、病気予防と病後の機能回復（リハビリ）	
２．若くして亡くならないための、適切な医療の提供	
３．自殺の予防も含めた精神衛生の維持	

【健康寿命を延ばすために必要なことは】	
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○奈良県の男性の６５歳時の平均自立期間は、平成１９年から平成２６年の７年間で０．８

６年上昇しており、全国順位も１６位から４位に上昇しています。	

健康寿命の現状は	

６５歳時の平均自立期間（健康寿命・男性）	
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○奈良県の女性の６５歳時の平均自立期間は、平成１９年から平成２６年の７年間で０．４

７年上昇していますが、全国順位はほぼ同じです。	

６５歳時の平均自立期間（健康寿命・女性）	



なら健康長寿基本計画	
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なら健康長寿基本計画と関連計画との関係	

計画期間：Ｈ２５～Ｈ３４（１０年間）	
最終目標：１０年後の健康寿命を男女とも日本一にする	

健康寿命日本一	

基本的 
方向性 

要介護とならないための	
予防と機能回復の取組の

推進	

若くして亡くならないための
適時･適切な医療の	

提供	

５つの柱の推進	 →　基本計画及び関連計画に基づき対策を推進	

（１）健康的な生活習慣の普及　（→運動、食生活、禁煙等の普及） 
（２）要介護原因となる疾病の減少　 
　　　　　　　　　　　　　（→健診による高血圧、糖尿病等の早期発見） 
（３）要介護とならないための地域の対応 
　　　　　　　　　　　　　（→介護予防や機能回復の取り組み） 
（４）早世原因となる疾病の減少 
　　　　　　　　　　　　　（→がん、心臓病、精神疾患等の早期発見） 
（５）早世・疾病の重症化を防止する医療体制の充実 
　　　　　　　　（→がん、脳卒中、急性心筋梗塞等の医療提供体制の構築） 

「奈良健康長寿基本計画」から抜粋	



	
	
第１位　喫煙率	
第２位　塩分摂取量	
第３位　飲酒量・頻度	
第４位　身体活動（運動）	
第５位　血圧	

健康寿命を延ばすために、どんな「健康行動」をとればよいか？	

男　性	 	
	
第１位　塩分摂取量	
第２位　身体活動（運動）	
第３位　血圧	
第４位　喫煙率	
第５位　飲酒量・頻度	

女　性	

上記以外にも、例えば大腸がん検診を受けないと死亡リスクが約４
倍になることが分かりました。	

○健康指標のうち健康寿命の延長に特に寄与する指標の数値改善に取り組む
ことが効果的であることから、健康寿命の延長に寄与する要因等について研究 	

健康寿命を延ばすために効果的な「健康行動」は	



 
　健康寿命を延ばすために、	
　　　①　がん検診受診	
　　　②　野菜の摂取	
　　　③　減塩	
　　　④　健康測定	
　　　⑤　運動	
　　　⑥　外出	
　　　⑦　禁煙・節煙　　　などについて	
　専門家の助言のもと、科学的な根拠に基づく	
　効果的な対策を県内市町村と連携し、実施し	
　ている。	



健康づくりのためには、単に歩
数を増やすだけでは効果がな
く、「中強度」（うっすら汗ばむ程
度の速歩きなど）の歩行時間
がどれくらい含まれているかが
重要。 
健康づくりに最適な「中強度の
歩行」を増やすには、「おでか
け」が効果的。	

1日の『歩数』・『中強度の歩行」と病気予防の関係	

予防できる病気	 歩数	
うち中強度の	

歩行時間	

①寝たきり	 2000歩	 0分	

②うつ病	 4000歩	 5分	

③認知症・要介護	 5000歩	 7.5分	

④動脈硬化・骨そしょう
症	 7000歩	 25分	

⑤高血圧症・糖尿病・	
　脂質異常症	 8000歩	 20分	

※「おでかけ健康法」は青栁研究（群馬県中之条町研究）に基づくもの	

運動（おでかけ健康法）	



○誰でも気軽に健康をチェックでき、日常生活の工夫で取り組める「おでかけ健康法」を
普及させるため、橿原健康ステーション（平成２６年１月～）、王寺健康ステーション（平
成２６年９月～）を設置しています。また、市町村営の健康ステーションの設置も支援し
ています。	

奈良県健康ステーションを設置しています。また、市町村営の健康
ステーションの設置も支援しています。	

【橿原健康ステーション】	
○場所：近鉄百貨店橿原店６階	
○来場者：１０３，６２１人（１日平均１１８人）	
○活動量計２週間体験者：１，８１７人	
○おでかけ健康モニター※登録者：９９９人	
　※活動量計を携帯し、長期間にわたり健康	
　　 づくりを実践するモニター　（H２８年７月末時点）	

【王寺健康ステーション】	
○場所：リーベル東館５階(JR王寺駅スグ）	
○来場者：３０，８４１人（１日平均６６人）	
○活動量計２週間体験者：１，２１０人	
○おでかけ健康モニター登録者：８３８人	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （H２８年７月末時点）	

	
　　　　	

王寺健康ステーション	

橿原健康ステーション	

＜市町村営健康ステーショ

ン設置状況＞	
	
【天理市健康ステーション】	
○設置日：平成２８年４月１
日	
○場所：天理市立メディカル	
　　　　　 センター２階	
	

【大和高田市健康ステーショ
ン（通称：健康チャレンジ）】	
○設置日：平成２８年４月２４
日	
○場所：市民交流センター	

　　　　　 コスモスプラザ４階	



Ⅱ　地域包括ケアのまちづくり	



年齢	 ６５～７４歳	 ７５歳以上	

区分	 要支援	要介護	要支援	要介護	
人数	
（千人） 

213	 473		 1,282		 3,489		

割合	 1.4%	 3.0%	 8.4%	 23.0%	

○75歳以上になると要介護の認定を受け
る人の割合が大きく上昇する。	

◎年齢別要介護認定の状況	

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」（平成24年度）よ
り算出	

◆高齢者と要介護認定	
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慢性期ケア（水平統合）            生活圏域で体制整備	
医療・介護・生活支援の連携	

ケア領域における２つの統合	

急性期	

回復期	

慢性期	

病
床
機
能
分
化	

地域包括ケア	

病院から地域へ	
シームレスなケア	
の流れをつくり、	
地域包括ケアを	
実現	



いつまでも元気に暮らすために･･･  	

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿	

※　地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学

校区）を単位として想定	

■在宅系サービス：	
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護　	

・小規模多機能型居宅介護	

・短期入所生活介護	
・24時間対応の訪問サービス	
・複合型サービス	
		　（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等	

　・自宅	
　・サービス付き高齢者向け住宅 
等	相談業務やサービスの	

コーディネートを行います。	

■施設・居住系サービス	
・介護老人福祉施設	
・介護老人保健施設	
・認知症共同生活介護 
・特定施設入所者生活介護 
　　　　　　　　　　　　　　　　等	
	

日常の医療：	
　・かかりつけ医、有床診療所	
　・地域の連携病院	
　・歯科医療、薬局	

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

・地域包括支援センター	
・ケアマネジャー	

通院・入院
通所・入
所

病院：	
　急性期、回復期、慢性期	

病気になったら･･･  	

医　療
	

介護が必要になったら･･･  	

　　　介　護

■介護予防サービス	

地域包括ケアシステムとは

○　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援
が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。	

○　今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるため
にも、地域包括ケアシステムの構築が重要。	

○　人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。	

○　地域包括ケアシステムは、保険者である市町村が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。県は、市町村の取組を支援。	

１ 



地域のケアの統合を進めるのは自治
体の重要な仕事	

超高齢社会にふさわしい医療提供
体制の構築に向けて	

 奈良県地域医療構想の策定	



奈良県地域医療構想（2016年3月策定） 

　超高齢化社会を迎え、「病院完結型」の根本的治療から、病気
と共存しながら生活の質の維持・向上を目指して、地域全体で治
し支える「地域完結型」の医療への転換が必要となっている。 

　新しい地域医療の仕組みを構築するには、地域の医療機関が役割分担
して連携し、高度急性期から、在宅医療・介護までの一連のサービスを地
域において総合的に確保し、適切な医療・介護の提供体制の実現に向け、
超高齢化社会にふさわしい地域医療体制づくりを目指すための地域医療
構想を策定し、新しい地域医療の仕組みを構築していく。 
 
　・「医療機能の分化・連携」の推進 
　・「在宅医療の充実」を含む「地域包括ケアシステム」の構築	



地域完結型医療を進めるため自治体	
が直面する課題①	

●急性期中心の病床をその機能に応じ
て回復期病床等にどのように転換させ
るか？	
●慢性期医療のあり方について	
　①療養病床のあり方をどうするか？	
　②在宅医療をどうするか？	
　	



地域完結型医療を進めるため自治体	
が直面する課題②	

●医師のあり方や配置、医師の地域偏
在の問題等をどうするか？	
●地域包括ケアシステムをどのように
実現するか？	　	



①県が自らモデルプロジェクトを実施	
	
②市町村への財政的・人的支援	
	

奈良県の地域包括ケアシステム構築への取組	

 地域包括ケアは地域の実情に応じて構築するもの	
→市町村とともに自ら現場で学びながらシステム構築
に取り組む	



○地域の実情に対応してケアシステムの５つのパ
ターンを想定し、それぞれのプロジェクトを進行させ
ながら異なるタイプの地域包括ケアシステムの形成
プロセスを学ぶ。	
○県と市町村が連携して行うまちづくり（奈良モデ
ル）において、地域包括ケアシステムの導入を図る。	
○地域包括ケアシステムのプレーヤー（地区の看護
師、保健師、介護士　等）の多職種間連携ネットワー
クを構築する。	

構築のプロセス	

奈良県における地域包括ケアシステム構築	



Ⅰ　県有地を活用したプロジェクト	
　	
　①　総合医療センター跡地活用プロジェクト（拠点型、病院跡地全体活用）	
	
　②　県立医大周辺まちづくりプロジェクト（病院隣接型）	
　　　	
Ⅱ　市町村の広域連携によるプロジェクト	
	
　③　西和地域在宅医療・包括ケア推進プロジェクト（在来住宅地展開型）	
　	
　④　南和地域在宅医療・包括ケア推進プロジェクト（過疎地型）	
　	
	
Ⅲ　保健師を活用したプロジェクト	
	
　⑤　宇陀市在宅医療・包括ケア推進プロジェクト（保健師活用型）	
　	
	

○県が実施している地域包括ケアモデルプロジェクト	



健康長寿まちづく り モデルプロジェ クト

④ 南和地域在宅医療・包括ケア推進プロジェクト

① 総合医療センター跡地活⽤プロジェクト

⑤ 宇陀市在宅医療・包括ケア推進プロジェクト

③ ⻄和地域在宅医療・包括ケア推進プロジェクト

① 総合医療センター跡地活⽤
プロジェクト

② 県⽴医⼤周辺まちづくりプロジェクト
■事業概要

総合医療センター移転後の跡地に、地域
包括ケアシステムの拠点となる医療（診療
所）・介護（訪問看護、地域包括支援セン
ター）・交流の場の拠点を導入し、健康長寿
まちづくりを推進。

③ ⻄和地域在宅医療・包括ケア
推進プロジェクト

■事業概要

西和医療センター、県保健師のサポートに
より、西和７町に健康長寿・地域包括ケアシ
ステムの基盤を整備。

⑤宇陀市在宅医療・包括ケア
推進プロジェクト

■事業概要

宇陀市立病院を在宅医療連携拠点とする
多職種連携の取り組みを県保健所がサ
ポート。
在宅医療・包括ケア連携会議を通じて、多
職種の顔の見える関係を構築。

④ 南和地域在宅医療・包括ケア
推進プロジェクト

■事業概要

公立３病院の再編に併せて、へき地診療
所の人員強化、電子カルテシステムを活用
した情報共有により、地域に応じた地域包
括ケアの充実を図る。

② 県⽴医⼤周辺まちづくり
プロジェクト

■事業概要

県立医科大学の教育・研究部門の移転及
び同部門の移転後の現敷地の機能充実と周
辺のまちづくりを一体的に推進。

地域包括ケアシステムは、それぞれの地域の実情
を踏まえて構築することが必要なため、県内の特徴
的な地域でモデルプロジェクトを展開する。	
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　モデルプロジェクトの推進	



○市町村において、地域包括ケアシステム構築に向けて様々な職種の
関係者と協議する体制を立ち上げ、市町村自らの地域が目指す将来
像について、具体的なイメージや課題を共有します。（全体構想の策定） 
 
○市町村において、地域の実情に応じて地域包括ケアシステムの構築
に必要な社会資源を整備します。（構成要素の充実） 
 
○県において、構想策定の過程における検討のあり方や社会資源の
整備方法等の事例やノウハウを収集し、地域包括ケアシステム構築に
取り組む他市町村に提示します。（県は補助金による財政支援とともに
、地域包括ケア推進支援チームによるソフト面での支援を実施）	

市町村の地域包括ケアシステムの構築を支援	



辻村病院

開業医

保健所

市立病院

訪問看護ステーション
薬局

医療介護あんしんセンター

市役所　介護福祉課

ケアマネージャー
介護関連事業所

①在宅医療介護市民意識調査の実施及び分析	
②調査結果をもとに地域ケア会議、ネットワーク会議、庁内横断会議で協議	
③行政の、医療介護関係者の役割、市民の主体的な取り組みの方向性を明らかにする	

宇陀市	

ＮＰО
ボランティア地域ケア会議（懇談会）	

ネットワーク会議	

ネットワーク	

地域課題	
の協議	

地域課題の把握	
在宅医療介護市民意識調査	

分析	

健康増進課

社会福祉協議会

包括ケア・地域医療検討会議（年2回）	
　【県】医療政策部・地域包括ケア推進室・保健所	
　【市】副市長・健康福祉部長・宇陀市立病院・健康増進課・介護福祉課・医療介護あんしんセンター	

ウェルネスシティプロジェクト会議（庁内横断会議）	
　副市長・健康福祉部長・市民環境部長・宇陀市立病院・部課長28名	

行政、医療介護関係者の役割、
市民の主体的な取り組みの	
方向性を明らかにする	

地域包括ケアシステム全体構想の策定	



　	

	
また、医療と介護が連携して、	

病院から在宅へのスムーズな移行を行うことが	
その後の在宅生活の鍵となることから	

	



○医療・介護連携の具体的な仕組みとして、退院調整ルールづくりに取り組み
、県内全域への普及を目指します。 
○医療（病院）と介護（ケアマネジャー）の連携により、円滑な在宅生活への移
行を促進します。 
○県は、退院調整づくりに取り組む市町村に対して、財源とノウハウの両面か
ら支援します。 

退院調整ルールづくりを推進しています。	

	
	
	

■病院とケアマネジャーの情報交換・協議によりルールを作り上げる



超高齢社会におけるまちづくり	

健康長寿・地域包括ケアのまちづくり	

高齢になってもできる限り健康で活動的に
生活し、身体機能が衰え、慢性疾患を抱え
たり介護が必要になっても、住み慣れたまち
で生活を継続し、そこで最後を迎える。	

こういったことが実現できるようなまちづくり	
→健康・医療・福祉の視点からのまちづくり	



近鉄電車	

国道２４号 
（大和高田BP）	

国道 
169号	

国道 
24号	

県道 
161号	

国道 
166号	

農業研究開発センター 
（新キャンパス移転地） 

B 

医大・附属病院 
A	

○医⼤周辺図

拡張候補地 

新設橿原市道	

教育・研究ゾーン 
・大学本部 
・教育部門 
・研究部門 
・緑地、駐車場	

地域交流ゾーン 
・図書館 
・交流ホール、ゲストハウス 
・健康増進施設 
・駐車場	

医⼤・周辺まちづくりプロジェクト

新駅候補地 

まちづくり想定エリア	



• 農業研究開発センター跡地に再創成	教育・研究ゾーン	

• 現医大敷地において既存の施設を活用しな
がら再整備	病院ゾーン	

• 医療拠点である医大を最大限活かし、民間資
本　　　　による福祉・医療関連施設等を招致	まちづくりゾーン	

新しい奈良県立医大キャンパスは次の３つのゾー
ンで形成されると考えています 



	
	

障害があっても、認知症になっても、誰もが
安心して暮らせるまちづくり	

奈良県が考えるこれからのまちづくりのコンセプト	

インクルーシブなまちづくりへ	

「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会
づくり条例」（Ｈ２８．４．１施行）	

高齢者からスタートした地域包括ケアを全ての人たちへ	


