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第５章 生涯を通じた保健医療供給体制の整備 

１ 救急医療 

現状と課題 

和歌山市医師会（以下「市医師会」）、和歌山市歯科医師会（以下「市歯科医師会」）、和

歌山県病院協会、和歌山市薬剤師会（以下「市薬剤師会」）、和歌山県立医科大学附属病院

（以下「医大」）、日本赤十字社和歌山医療センター（以下「日赤」）、和歌山市消防局（以

下「消防局」）、その他関係機関と緊密な連携のもとに一次、二次、三次救急医療体制を整

備しています。しかし、市民の大病院、専門医志向などを背景に、三次救急医療機関であ

る医大及び日赤への患者の安易な受診が問題になっています。 

 

表１ 三次救急医療機関、二次救急医療機関における救急受診者数の推移 

 

三次救急医療機関 二次救急医療機関 

医大及び日赤救命

救急センター受診

者数(人) 

救急告示医療機関

の全救急受診者数

(人)  B 

Bの内、医大及び日

赤の受診者数(人) 

    A 

割合 A／B(％) 

平成 24年度 5,733 67,984 37,570 55.2 

平成 25年度 5,533 64,192 35,998 56.0 

平成 26年度 5,608 62,763 34,142 54.4 

平成 27年度 5,423 53,655 26,397 49.2 

平成 28年度 5,632 49,884 23,535 47.2 

【救急患者数調査】 

 

（１）市民への情報提供 

「和歌山県広域災害・救急医療情報システム」では、電話対応とインターネット検

索により、24時間 365日体制で、受診可能な医療機関の情報や様々な医療機能等の情

報を提供しています。市内の医療機関の登録率は、医科及び歯科ともに 99％以上です。

より正確な情報を市民に提供できるよう、医療機関の開設時や開設事項の変更時に情

報提供の協力を呼び掛けています。 

また、表２のとおり、救急車出動件数及び救急車搬送人員数はおおむね横ばいです

が、高齢化に伴い 65歳以上の割合が増加傾向にあります。また、軽症患者の割合が６

割以上を占めていることから救急車の適正利用について、継続的な啓発が必要となり

ます。 
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表２ 救急車出動件数及び救急車搬送人員数の推移 

 
救急車 

出動件数(件) 

救急車搬送人員数 

総 数(人) 

（再掲）65 歳以上人

員数(人)とその割合 

      (％) 

（再掲）軽症患者人員

数(人)とその割合  

（％) 

平成 24年度 19,260 17,888 9,672   54.1 11,914   66.6 

平成 25年度 19,724 18,307 10,014   54.7 12,254   66.9 

平成 26年度 20,091 18,518 10,240   55.3 12,476   67.4 

平成 27年度 19,040 17,703 10,096   57.0 11,736   66.3 

平成 28年度 19,417 17,851 10,295   57.7 11,569   64.8 

【和歌山市消防年報】 

（２）救急医療情報システム 

救急患者の発生時に、発生現場から最短距離で傷病状況に応じた医療機関の応需情

報を 24時間体制で迅速かつ正確に提供するため、「和歌山県救急医療情報システム」

が運営されています。市内で 30医療機関（平成 29年９月現在）が参加しており、本

市における救急医療体制を情報面からサポートする重要な役割を担っています。関係

機関と救急医療情報センターとの連携強化、精度の高い情報収集と参加医療機関の維

持、増加が課題となっています。 

 

（３）一次救急医療体制 

一次救急医療機関は救急患者を最初に受け入れ、軽症患者に対応する一方、重症患

者については適切な後送医療機関へ転送する役割を果たすものです。 

本市では、「和歌山市夜間・休日応急診療センター（内科、小児科、耳鼻咽喉科、歯

科）」を開設し、一次救急医療を実施しています。なお、外科については、市内 14医

療機関（平成 30年 3月現在）の協力を得て、外科系当番医制度を実施していますが、

土日等の協力医療機関の確保が問題となっています。 

 

（４）二次救急医療体制 

二次救急医療機関は、一次救急医療機関からの転送患者及び入院治療を必要とする

救急患者の医療を確保することを目的としています。 

本市では、二次救急医療体制として、市内 21か所の救急告示医療機関（表３）が重

症患者や一次救急医療機関からの転送患者を受け入れています。 

また、平成 24年度から労災では、休日昼間の救急外来において、市医師会の会員が

自己受診した患者を診察する協力体制を整えています。平時の救急医療だけでなく、

災害時の協力体制にもつながるシステムとして、期待されています。 

平成 22 年度消防法の改正に伴い導入された「傷病者の搬送及び受入れの実施に関

する基準にかかる医療機関リスト」が運用されています。なお、平成 28年度における

救急車の覚知から医療機関収容までに要する平均時間は 28分 32秒となっています。 
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（５）三次救急医療体制 

高度の医療機能を有し、24時間診療体制にある救命救急センターは、医大及び日赤

に設置されています。平成 23年度には、共に高度救命救急センターに指定されていま

す。 

しかし、前述したとおり、一次、二次の救急患者が両医療機関に集中していること

から、高度医療を必要とする患者の受入れに支障が生じないよう、他の救急医療機関

の患者受入体制の向上を図るとともに、市民に対し、適正な受療行動についての周知、

啓発を徹底する必要があります。 

 

（６）和歌山市救急ワークステーションの導入 

高度専門化する医療の中で、消防行政が行う救急業務の役割が拡大し、より質の高

い対応が求められています。これに応えるべく、救急業務の高度化に対応した知識及

び技術を有するとともに、市民目線で救急業務を提供できる救急隊員の育成を図るた

め、日赤において、平成 29年１月 16日から救急ワークステーション(※１)の 24時間

運用を開始しました。同年９月末でのドクターカーの出動は331件（１日平均1.28件）

で搬送人員は 289人となっており、重症が 25％（73人）、中等症が 42％（120人）を

占めています。救急医の早期治療による救命率の向上や後遺症の低減、救急隊員の教

育面からもドクターカーは有効です。 

救急ワークステーションには、消防局の専任救急隊のローテーション方式により職

員を派遣していますが、より充実した救急業務を行うには、派遣方法の検討やドクタ

ーカー要請基準の精査等運営方法の見直しを図る必要があります。また、通報時、緊

急性があると判断された場合には、救急車に加えドクターカーも出動する可能性があ

ることを市民に理解していただくことが重要です。 

今後も、救急ワークステーションを継続して運営するためには、救急高度化に必要

不可欠な救急医の確保が必要です。 

 

施策の方向 

一部の医療機関に救急患者が集中している現状が続くと、現状の救急システムが疲弊し

てしまいます。必要な人が必要な救急医療を受けられるように、関係する全医療機関で救

急医療を支える必要があります。 

（１）市民への情報提供 

市民に救急医療の現状を正確に伝えるとともに、救急車の適正利用とかかりつけ医

の推進を継続します。 

（２）一次救急医療体制の充実 

市医師会、協力医療機関等の関係機関との密接な連携を図り、和歌山市夜間・休日

応急診療センターにおける受入体制の充実や利用者の満足度向上に努めます。また、

外科系当番医制度については、協力医療機関の確保に努めます。 

（３）二次救急医療体制の連携推進 

和歌山県医務課及び消防局と連携し、救急告示医療機関の体制充実を図ります。 
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また、消防局と連携し医療機関リストの適切な運用を継続します。 

（４）三次救急医療体制の連携推進 

一次、二次救急医療体制及び消防局と密接な連携と協力体制の整備を図ります。 

（５）救急医療情報システムの連携 

   救急医療活動は、医療機関と消防局との密接な連携が必要であり、その媒体として

機能する救急医療情報システムから精度の高い情報の提供を求めるとともに、より多

くの医療機関に対し、システムへの参加及び活用を促します。 

（６）救急ワークステーションの充実と強化 

救急高度化に必要不可欠な救急医の確保及び救急ワークステーションの充実と強化

に努めます。 

 

目標の設定 

市内救急告示医療機関の救急受診者総数に占める医大及び日赤の受診者数の割合を

40％以下にする。 

 

 

 

 

《用語説明》 

※１ 救急ワークステーション 

救急ワークステーションは、救急隊員の知識、技術向上を目的とする教育の拠点です。 

緊急度が高いと予想される通報内容の場合、救急隊とともに医師、看護師が救急車に乗車し、ドク

ターカーとして出動することで、早期から質の高い医療を開始することができます。 

項 目 
現 状 

(平成 28年度) 

目 標 

(平成 35年度) 

市内救急告示医療機関の救

急受診者総数に占める医大

及び日赤の受診者数の割合 

47.2％ 40％以下 



 

 

図１ 救急医療 地域医療連携図（本市） 
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表３ 救急医療機関の状況 

 

一次救急 二次救急 三次救急 

内科、小児科、 

耳鼻咽喉科、歯科 

外科系当 

番医制度 

救急告示 

医療機関 

救命救急 

センター 

1 
和歌山市夜間・休日応急 

診療センター 
〇    

2 
和歌山県立医科大学附属

病院 

 
 〇 〇 

3 
日本赤十字社和歌山医療

センター 

 
 〇 〇 

4 和歌山労災病院   〇  

5 済生会和歌山病院  〇 〇  

6 今村病院  〇 〇  

7 上山病院  〇 〇  

8 宇都宮病院   〇  

9 河西田村病院   〇  

10 向陽病院  〇 〇  

11 古梅記念病院  〇 〇  

12 嶋病院   〇  

13 須佐病院  〇 〇  

14 角谷整形外科病院  〇   

15 誠佑記念病院  〇 〇  

16 高山病院  〇   

17 中江病院  〇 〇  

18 中谷病院   〇  

19 橋本病院  〇 〇  

20 伏虎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院   〇  

21 堀口記念病院  〇 〇  

22 和歌浦中央病院  〇 〇  

23 和歌山生協病院  〇 〇  

24 月山ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｸﾘﾆｯｸ   〇  

【平成 30年 3月現在】
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２ 災害保健医療 

現状と課題 

 地震、風水害等の災害により多くの傷病者が同時に発生した際に、迅速かつ的確に

医療を提供することができる医療体制を整えておくことが重要です。 

 また、近い将来起こることが懸念されている南海トラフ巨大地震等が発生した場合、

本市においても医療機関に甚大な被害が生じる可能性があり、災害時の保健医療体制

の整備強化が必要です。 

 

（１）災害時の初動医療体制の整備 

   和歌山県下の広域的な災害時医療体制として、県下全域をカバーする総合災害

拠点病院が、医大及び日赤の２か所に指定されています。また、地域災害拠点病

院として和歌山労災病院（以下「労災」）が、災害支援病院として済生会和歌山病

院（以下「済生会」）が指定されています。災害拠点病院である３病院（医大、日

赤、労災）には、DMAT(※1)が計８チーム設置されています。 

本市においては、大規模災害時の多数傷病者に対応するため、市医師会及び市

薬剤師会等と協議の上、開設予定の屋内避難所のうち、22か所を医療救護所に選

定しています(図１)。 

また、発災時には医療従事者で組織される医療救護班が、医療救護所等でトリ

アージ(※2)を行い、重症度等に応じた医療機関への患者搬送手配、軽症の傷病者

の対応、避難者の健康観察等を行う予定です。 

中等症の患者対応では、市内 17 医療機関を和歌山市救護拠点医療機関として

指定し、災害用医薬品の備蓄に関しても協定を締結しています。 

重症者に対しては、災害拠点病院、災害支援病院をはじめ、県内外への広域搬

送も視野に入れ検討しています。 

このように、患者の搬送、最適な医療活動の調整を行うため、災害時には、保

健所に保健所長を長とする保健医療調整本部を設置し、県災害対策本部、市災害

対策本部、関係機関等と連携を取りながら、災害医療体制の構築及び運営を行い

ます。市医師会及び市薬剤師会とは、災害時の医療救護に関する協定書を締結し

ており、両会の本部も保健医療調整本部と同じ場所に設置し、初期医療活動を行

います。また、保健医療調整本部には、医師である地域災害医療コーディネータ

ー(※3)が配置され、医療活動に係る技術的な助言、調整業務等を担います。また、

関係機関の代表者が災害医療調整組織(※4)のメンバーとして保健医療調整本部

に配属され、連携体制が構築されています。この他、医薬品等について、和歌山

県薬務課及び市薬剤師会等関係機関と協力し、医薬品、医療用資器材、血液製剤

等を調達、確保します。 

平成 23 年度から関係機関との定期的な検討会、訓練を繰り返しながら、体制

の検証を行っています。 

   平成 29 年度は、政府合同訓練に参加し、救護拠点医療機関、専門科医療分野

である周産期及び透析医療機関において EMIS(※5)訓練を実施し、同時に日本産婦

人科学会大規模災害対策情報システム等を利用した訓練も行いました。 
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   和歌山市保健医療調整本部は、その情報を整理、分析し、精神医療、人工呼吸

器装着患者への対応も含めて、県災害医療本部、DMAT活動拠点本部へリエゾン(※

6)を派遣し、市災害対策本部との連携等を行いながら、広域的に様々な取組の訓

練を実施しました。 

   今後も、医療機関の本部訓練を含めた連携訓練など関係機関の災害対策の強化、

連携強化につながる訓練を提案実施していく必要があります。 

   また、訓練毎に災害医療救護マニュアルの見直しを重ね、災害時に使用できる

内容に改善していく必要があります。 

 

（２）情報収集及び伝達 

保健医療調整本部は、災害時の限られた通信手段の中、迅速に医療機関の情報

を把握し適正配分するために、EMIS、日本産婦人科学会大規模災害対策情報シス

テム、日本透析医会災害時情報ネットワーク等災害関連システムを通じて、各医

療機関の被災、復旧状況及び収容可能状況を把握します。そのため、各医療機関

が速やかに EMIS 等で情報を発信できるように平時から周知、啓発に努めていま

す。今後も、各医療機関において継続的な入力訓練が必要となります。 

また、衛星電話、SNS を使った情報伝達の検討等災害時の情報収集伝達手段の

整備を継続していく必要があります。 

 

（３）専門医療体制の確保 

災害時には、人工呼吸器、透析医療、周産期医療、精神科医療等の専門医療体

制を継続する体制づくりも必要となります。平成 29 年度訓練において、新たに

周産期をはじめ、専門医療分野の各リエゾン等の配備が必要であることが確認さ

れ、今後もリエゾン配備やネットワークの構築に取組む必要があります。 

 

（４）保健所における受援体制の強化 

   災害時には、保健所の役割として医療、保健、環境衛生等の対策を行うため、

ライフライン、物流等の社会インフラの状況を勘案しながら、保健医療需要（ニ

ーズ）と保健医療資源（リソース）を迅速に把握分析し、最良の対策を指揮調整

（マネージメント）する機能が求められます。混乱した状況の中、保健所の指揮

調整機能を支援するため、DHEAT(※7)の養成が全国的に進められています。 

   本市では、平成 28 年度から DHEAT の養成研修に職員を派遣するとともに、研

修受講者が中心になり、災害対策の研修を企画、運営するなどの取組を始めてい

ます。また、大規模災害時は様々な支援チームが応援に訪れることを想定して、

指揮調整機能を高め、受援体制の整備を図る必要があります。 

 

（５）亜急性期以降の保健医療体制の整備 

   亜急性期以降は、被災者の健康管理をはじめ、要配慮者対策等の保健予防、生

活衛生環境に関わる様々な対策が必要です。 

ア 健康管理活動 
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被災後の二次的健康被害を予防するために、健康、医療、感染症予防、栄養、

口腔ケア等様々なニーズを把握し、被災者の健康管理に努める必要があります。 

イ 精神保健福祉活動 

    災害時のメンタルヘルス、PTSD(※8)の早期発見等、被災者の精神保健福祉活

動を行う必要があります。 

ウ 食品衛生 

    避難所等に開設される臨時給食施設や営業施設の監視、指導を徹底し災害時

の食品衛生を確保する必要があります。 

エ 防疫活動 

災害に伴う衛生状態の悪化による感染症の発生と流行の予防等を健康管理

活動と連携を図りながら実施する必要があります。 

オ 愛護動物 

    災害で被災、放置された愛護動物の救助、収容や飼い主とともに避難した動

物に関する対応を支援する必要があります。 

カ 要配慮者支援 

    要配慮者の避難生活において、避難所や在宅での安全確保、福祉避難所への

受入などの支援を行っていく必要があります。 

これらの対策を今後、更に検証し関係機関と連携しながら、最善の方法で整

備していく必要があります。 

 

施策の方向 

（１）市医師会、市薬剤師会、救護拠点医療機関、災害拠点病院、災害支援病院、災

害医療調整組織等関係機関と、災害時における医療救護体制について定期的な会

議を継続して行い、体制強化に努めます。 

（２）地域災害医療コーディネーターや災害医療調整組織等との連携を含む災害医療

訓練を継続的に実施します。 

（３）透析医療、周産期医療、精神科医療等の専門医療体制における災害時のネット

ワークを構築、整備していきます。また、専門医療分野の各リエゾンの配備に取

組みます。 

（４）医療救護所への救護物品の事前配備を整備し、対応職員の確保と対応訓練を実

施します。 

（５）和歌山県薬務課、市薬剤師会、医薬品卸売業者等関係機関と連携し、医薬品、

医療資器材の備蓄等迅速な供給体制の確保に努めます。 

（６）DHEAT の育成及び職員の災害対応能力向上に努め、支援、受援体制の構築を推

進します。 

（７）亜急性期以降の保健医療体制の整備に取組みます。 
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目標の設定 

（１）和歌山市救護拠点医療機関の本部訓練実施率の向上 

項 目 
現 状 

(平成 29年度) 

目 標 

(平成 35年度) 

和歌山市救護拠点医療

機関の本部訓練実施率 
17.6％ 90％以上 

（２）関係機関と連携し、災害保健医療訓練を年１回以上実施する。 

項 目 
現 状 

(平成 29年度) 

目 標 

(平成 35年度) 

関係機関との連携によ

る災害保健医療訓練 
１回 １回以上 

（３）周産期、透析医療機関の災害対策会議を年１回以上実施する。 

項 目 
現 状 

(平成 29年度) 

目 標 

(平成 35年度) 

周産期医療機関 

災害対策会議 
２回 １回以上 

透析医療機関 

災害対策会議 
２回 １回以上 

（４）保健所職員を対象にした災害保健医療研修会及び訓練を年１回以上実施する。 

項 目 
現 状 

(平成 28年度) 

目 標 

(平成 35年度) 

研修会 １回 １回以上 

訓 練 １回 １回以上 

（５）亜急性期以降の災害時保健医療活動マニュアルを整備する。 

 

 

 

 

《用語説明》 

※１ DMAT 

災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance Team）で、大震災及び航空機、列車事

故といった災害時に被災地に迅速に駆け付け、救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医

療チーム。 

※２ トリアージ 

災害や事故などで同時発生した多数の負傷者を治療する際、負傷者に治療の優先順位を設定

する作業。限られた医療資源で最大限の救命効果をもたらそうとするもの。 

https://www.weblio.jp/content/%E7%81%BD%E5%AE%B3
https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E6%95%85
https://www.weblio.jp/content/%E5%90%8C%E6%99%82
https://www.weblio.jp/content/%E5%90%8C%E6%99%82
https://www.weblio.jp/content/%E8%B2%A0%E5%82%B7%E8%80%85
https://www.weblio.jp/content/%E6%B2%BB%E7%99%82
https://www.weblio.jp/content/%E8%B2%A0%E5%82%B7%E8%80%85
https://www.weblio.jp/content/%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%AD%E5%AE%9A
https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%AD%E5%AE%9A
https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%9C%E6%A5%AD
https://www.weblio.jp/content/%E9%99%90%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F
https://www.weblio.jp/content/%E9%99%90%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F
https://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%BA%90
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%99%90
https://www.weblio.jp/content/%E6%95%91%E5%91%BD
https://www.weblio.jp/content/%E6%95%91%E5%91%BD
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%9D%E3%81%86
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※３ 地域災害医療コーディネーター 

県の災害医療コーディネーター設置要綱に基づき、二次保健医療圏単位に置かれる。被災地

における医療救護班等の派遣及び配置に関する助言並びに調整、患者搬送及び収容先医療機関

の確保に関する助言並びに調整、その他、災害時における適切な医療体制の確保に関し必要な

助言及び調整等を行う。 

※４ 災害医療調整組織 

保健所単位に設置される、各医療関係団体で構成する災害時の医療調整組織。行政担当者と

地域の医師会等の医療関係者、救護班等が被害状況、保健医療ニーズ等について、緊密な情報

連携を行うことを目的とする。保健所の災害医療調整組織は、市医師会、市薬剤師会、市歯科

医師会、県病院協会、県看護協会、県助産師会の代表者で構成している。 

※５ EMIS 

広域災害・救急医療情報システム（Emergency Medical Information System）で、災害時に

おける全国ネットの災害医療に係る総合的な情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療、

救護に関わる各種情報の集約及び提供を行うもの。最新の医療資源情報、超急性期の診療情報、

急性期以降の患者受入情報、DMAT活動情報等を収集する。 

※６ リエゾン 

組織間の連絡、連携を意味しており、災害時には、関係機関との橋渡し的な役割を担う。 

※７ DHEAT 

災害時健康危機管理支援チーム（Disaster Health Emergency Assistance Team） 

大規模な災害などが発生した場合、迅速に被災地に入り、被災者の飲料水や食料、生活環境

の衛生状態、感染症の発生などといった現状を速やかに把握し、被災地で必要とされる人的、

物的な支援や供給体制を確保する公衆衛生チーム。厚生労働省に研究班が設けられ、DMATの公

衆衛生版として創設が準備されている。 

※８ PTSD 

PTSD（Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害）は、強烈なショック体

験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間がたってからも、その経験に対

して強い恐怖を感じるものです。震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害などが原

因になるといわれている。 



 

 

 

 図１　和歌山市災害保健医療地域連携図

和歌山県災害対策本部

和歌山県災害医療本部

和歌山市災害対策本部

（消防局本部）

医療機関等の被災状況把握 傷病者受入可能数の把握

医療救護所の設置・運営 医薬品集積所の設置・運営

医療品等必要物品の確保 避難所等の衛生指導

外部支援に関する指揮・連絡、避難所等への派遣調整

市民への情報提供、対応 等

和歌山市保健医療調整本部（和歌山市保健所、災害医療コーディネータ―、災害医療調整組織）

和歌山市医師会本部

和歌山市薬剤師会本部

和歌山市医師会

和歌山市薬剤師会

和歌山市歯科医師会

和歌山県病院協会

和歌山県看護協会

医薬品卸組合

医療機器等関係業者

他自治体等からの支援

和歌山県助産師会

凡例： 傷病者の動き 会員等の派遣、医薬品等の供給 連絡、報告、依頼、要請

傷病者

重症

（赤色）

中等症

（黄色）

軽症

（緑色）

ト
リ
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ジ

【総合災害拠点病院】和歌山県立医科大学附属病院、日本赤十字社

和歌山医療センター

【地域災害拠点病院】和歌山労災病院

【災害支援病院】済生会和歌山病院

【救護拠点医療機関】

今村病院、上山病院、宇都宮病院、河西田村病院、向陽病院、嶋病

院、誠佑記念病院、月山チャイルドケアクリニック、中江病院、中

谷病院、西和歌山病院、橋本病院、伏虎リハビリテーション病院、

堀口記念病院、向井病院、和歌山生協病院、和歌浦中央病院

医療救護所、自主防災組織による手当

専門医療機関

（災害拠点・支援病院、救護拠点医療機関

以外）

【透析医療機関】

児玉病院、半羽胃腸病院、宇治田循環器科

内科、紀泉KDクリニック、和歌山生協病

院附属診療所、オリオン、きたクリニック

【周産期医療機関】

岩橋産婦人科、粉河レディスクリニック、

こうざき産婦人科、はまだ産婦人科、花山

ママクリニック、稲田クリニック

【精神科医療機関】

田村病院、宮本病院、和歌浦病院

【その他】

人工呼吸器医療機関等

ボランティア

6
9
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３ 周産期医療 

現状と課題 

周産期とは、妊娠 22週から生後満７日未満までの期間をいいます。合併症妊娠や分娩

時の新生児仮死など、母体、胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性があり、 

突発的な緊急事態に備えて産科、小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要であるこ

とから、周産期医療と表現されています。 

近年、出生数は減少傾向にあるにもかかわらず、晩婚化等による高齢出産の増加や低

出生体重児等のリスクの高い新生児の出生が増加するなど、周産期における母体、胎児の

危険性が増大する傾向にあります。このような中、リスクの高い母体、胎児、新生児に高

度な医療を 24時間体制で提供するため、平成 17年に医大が総合周産期母子医療センター

に指定されました。総合周産期母子医療センターには、母体胎児集中治療管（MFICU）、

新生児集中治療管理室（NICU）とその後方病床である回復期治療室（GCU）が整備され、

医師が同乗して治療を行いながら搬送することができる新生児ドクターカーが配備されて

います。また、高度救命救急センターを併設し、産科･小児科（新生児）を備え、周産期

に係る比較的高度な医療行為を常時担っている日赤が平成 23年に地域周産期母子医療セ

ンターに指定されました。妊婦の安心・安全な出産につながるよう、一部の総合病院では

助産師の健康相談やローリスク妊婦の健診や出産を実施しており、産科医との役割分担を

図っています。 

産科医不足は全国的に逼迫した状況にありますが、本市においても分娩を中止する医

療機関が増え、平成 17年頃にはローリスク妊婦や里帰り妊婦が総合病院に集中した一方

で、ハイリスク妊婦の増加等により総合病院の産科医に過剰な負担がかかり、受入制限や

妊婦搬送の辞退等、周産期医療の安全確保が危惧される状況となりました。そこで、安

心・安全な周産期医療体制を確保し、将来に向けての周産期医療体制を構築するため、平

成 19年度から和歌山県立医科大学に和歌山周産期医療ネットワーク事業の運営と実施を

委託しました。大学内に周産期医療支援学講座を開講し、産婦人科医の確保及び新たな周

産期体制の構築に向けた調査、研究を行っています。また、和歌山・有田保健医療圏にお

ける「周産期医療ネットワーク協議会（以下「協議会」）」を設置し、医療機関、関係団

体、行政が一堂に会し、周産期医療の課題について検討しています。 

和歌山・有田保健医療圏における周産期医療対策として、妊婦健診は自宅や職場近く

の通いやすい診療所で受診し、出産は高度な設備を持つ総合病院でというセミオープンシ

ステムを平成 20年から開始しています。総合病院である医大、日赤、労災と地域の産科

医療施設と共に推進しており、妊産婦の利便性を保ちながら、それぞれの医療機関のメリ

ットを上手に活用した連携システムで安心安全な出産を実現しています。 

協議会においては、大規模災害時における継続した周産期医療体制についても検討し、

周産期リエゾンの配備や更なるネットワークの構築が必要であることが確認されました。

そのほかにも、産科救急講習会や周産期セミナーを開催し、周産期医療従事者等の資質向

上や連携及び情報交換を行っています。 

また、和歌山周産期情報センターを設置し、和歌山・有田保健医療圏内の分娩施設の予

約状況を把握し、専門の相談員が県外から里帰り分娩の希望者に対する分娩場所等の情報
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提供を行っています。また、周産期情報センターのホームページ「わかやまお産ネットワ

ーク」を開設しており、近年、アクセス数は増加傾向です（表１、表２）。 

周産期を取り巻く現状は厳しく、平成 29年 12月現在、分娩を取り扱っている医療機関

数は、総合病院３か所を除いた本市にある診療所は７か所、助産所は２か所です（表３）。

周産期母子医療センターを核に、病院、診療所及び助産所との適切な役割分担と連携をよ

り一層進め、安定的な周産期医療体制の確保が今後も求められています（図１）。 

 

表１ 和歌山周産期情報センター稼動実績（相談妊婦の住所別対応件数） 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

妊婦が県外在住 121 94 143 89 106 

妊婦が県内在住 32 16 19 11 17 

不明（無回答） 1 2 2 1 0 

合 計 154 112 164 101 123 

表２「わかやまお産ネットワーク」ホームページ稼働状況 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

アクセス数（回） 6,910 9,083 16,370 18,322 15,929 

閲覧されたページ数 14,290 17,406 28,088 30,895 28,099 

閲覧者数（人） 5,358 6,832 12,054 13,218 11,363 

表３ 分娩取扱い施設の状況 

施設 平成 26年（件） 平成 27年（件）   平成 28年（件）  

和歌山県立医科大学附属病院 680 613 588 

日本赤十字社和歌山医療センター 859 862 815 

和歌山労災病院 402 317 330 

A診療所 743 745 718 

B診療所 303 249 219 

C診療所 251 269 206 

D診療所 358 359 320 

E診療所 41 41 30 

F診療所 358 566 666 

G診療所  －  － 7 

A助産院 28 20 22 

B助産院 26 28 17 

 計 4,049 4,069 3,938 

＊ G診療所は、平成 28年９月に開設。                       【県医務課調べ】 
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施策の方向 

（１）今後も分娩制限がなく、総合病院への妊婦の集中や偏りを無くすため、分娩医療機

関、健診医療機関とのセミオープンシステムでの役割分担を図り、安定的な周産期医

療体制の確保に努めます。 

（２）周産期医療ネットワーク協議会を年１回以上開催し、和歌山・有田保健医療圏の産

科医療の現状について情報共有、連携を進めていきます。 

（３）市民に対して産科医療体制の現状について普及啓発を行うとともに、妊婦健診や里

帰り分娩等の情報提供にも努めます。 

 

目標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 
現 状 

（平成 28年度 ） 

目 標 

（平成 35年度） 

協議会の周産期

医療機関加入率 
100％ 100％ 



 

73 

 

周産期医療連携図

受診

【ハイリスク妊婦＆ローリスク妊婦】

和歌山周産期医療情報センター

分娩取扱施設③
三次医療機関

情報収集・情報提供

妊婦健診対応施設

稲田クリニック

岩橋産科婦人科

こうざき産婦人科
粉川レディスクリニック

花山ママクリニック
はまだ産婦人科

岡本助産院
むとう助産院

葵町クリニック
秋月レディースクリニック

うつのみやレディースクリニック
尾谷産婦人科
かさの医院

かわばた産婦人科
佐々木産婦人科医院
産婦人科My Clinic

瀧口レディースクリニック
根来産婦人科

森女性クリニック
レディースクリニック三木町

【ハイリスク妊婦＆ローリスク妊婦】

分娩取扱施設②
二次医療機関

分娩取扱施設①
一次医療機関

和歌山県立医科大学附属病院
（総合周産期母子医療センター）

日本赤十字社
和歌山医療センター

（地域周産期母子医療センター）

和歌山労災病院

情報収集・情報提供

紹介・搬送
（母体搬送）

紹介・搬送
（母体搬送）

里帰り分娩
希望者

情報収集・情報提供

妊

娠

紹介・受診

セミオープン
システム

問合せ・相談・情報提供

分娩
施設

選択
・
紹介

分娩
主治医と

妊婦・家族が
相談し決定

【母子手帳交付】

岡本助産院
むとう助産院

稲田クリニック

岩橋産科婦人科

こうざき産婦人科
粉川レディスクリニック

花山ママクリニック
はまだ産婦人科

7
3
 

図１ 
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４ 小児救急を含む小児医療 

現状と課題 

少子高齢化が進み、小児人口は減少傾向にありますが、核家族化や共働き家庭の増加な

ど社会環境の変化を背景に小児救急へのニーズは多様化しています。その一方で、全国的

な小児科医の減少により、地域においては小児救急体制を確保することが困難な状況とな

っています。 

本市では、和歌山市夜間・休日応急診療センターにおいて平成 19年 10月から「和歌山

北部小児救急医療ネットワーク“すこやかキッズ”」（以下「すこやかキッズ」）として、深

夜帯を含めた広域的な運営を行っています。また、症状により、緊急の検査や入院が必要

な場合は、後方支援体制として、医大、日赤、労災が輪番で対応しています。 

 

表１ すこやかキッズ及び二次救急医療機関の小児科受診者数の推移 

（単位：人） 

   

すこやかキッズ 

小児科受診者数 

本市における 

二次救急医療機関 

小児科受診者数 

和歌山（海南、紀美野）、

那賀、橋本、有田、御坊保

健医療圏での二次救急医

療機関 

小児科受診者数 

平成 24年度 18,302(市内 12,729) 6,033 7,306 

平成 25年度 17,927(市内 12,521) 4,629 7,373 

平成 26年度 18,598(市内 12,978) 4,857 7,460 

平成 27年度 17,400(市内 12,075) 3,394 8,282 

平成 28年度 16,452(市内 11,406) 3,347 8,032 

 【応急診療センター実績報告、救急患者数調査】 

 

少子化の影響を受け、すこやかキッズの受診者数は減少傾向にありますが、市内におけ

る二次救急医療機関の小児科受診者数は、より大きな減少を示しており、救急医療の適正

受診が促進できています。三次の救急医療機関の負担軽減を図るため、啓発活動や広報活

動をより一層強化し、引き続き、軽症患者の集約に努める必要があります。 

小児救急に関する市民のニーズは様々です。毎年５月から７月に実施する３歳児健康診

査対象児の保護者を対象に、小児救急に関するアンケート調査を実施しています。アンケ

ートにおける小児救急への満足度は、平成 26年度 75.2％、平成 27年度 71.2％、平成 28

度 72.2％となっています。 

夜間・休日応急診療センターでは、利便性の向上を図るため、平成 28年度に番号受付シ

ステムを導入しました。平成 29年度からは、インフルエンザが流行する時期を中心に、休

日昼間の小児科医を１名体制から２名体制に増員し、待ち時間の短縮に努めています。 

すこやかキッズのリーフレットや小児救急ハンドブックを母子健康手帳交付時や乳幼

児健康診査の機会に配布し、かかりつけ医の推進や「子ども救急相談ダイヤル（＃８００

０）」(※1)の活用など適正受診の啓発に取り組んでいます。 
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また、かかりつけ医の推進については、乳幼児期の健康管理やワクチン接種等において

も重要であるため、今後も市医師会等と連携して取り組む必要があります。 

 

施策の方向 

（１）すこやかキッズの運営に係わる関係機関とともに、今後も体制維持に努めます。 

（２）すこやかキッズにおける質の向上及び小児救急医療体制の充実に努めます。 

（３）すこやかキッズの更なる利用促進を図るため、近隣市町や小児医療機関等に広報活

動の協力を求めます。 

（４）保健所や保健センターが行う母子保健事業等を活用し、保護者を対象とした小児の

急病や事故の予防などについて知識の普及に努めます。 

（５）市医師会など関係団体と連携し、市民にかかりつけ医や子ども救急相談ダイヤル（＃

８０００）の普及啓発を行い、適正受診を推進します。 

 

目標の設定  

（１）子どものかかりつけ医を持つ人の割合 100％を目指します。 

項 目 
現 状 

(平成 28年度) 

目 標 

(平成 35年度) 

子どものかかりつけ医を

持つ保護者の割合 
88.3％ 100％ 

（２）３歳児健康診査を受診する保護者を対象としたアンケート調査で、小児救急に対す

る満足度 90％以上を目指します。 

項 目 
現 状 

(平成 28年度) 

目 標 

(平成 35年度) 

小児救急に対する満足度 72.2％ 90％以上 

 

《用語説明》 

※１ 子ども救急相談ダイヤル（＃８０００） 

小さなお子さんをお持ちの保護者の方が、休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいの

か、病院の診察を受けたほうがいいのかなど判断に迷った時に、看護師（必要に応じて医師）への電

話による相談ができます。 



 

 

図１ 小児（新生児も含む）救急医療 地域医療連携図（本市） 

 救急搬送 

受診、紹介、搬送 

問い合わせ、情報収集・提供 

                                    

                           三次救急 

（最重症） 

    

                             

                                       救命救急センター 

和歌山県立医科大学附属病

院（総合周産期母子医療セ

ンター） 

 

日本赤十字社和歌山医療セ

ンター（地域周産期母子医

療センター） 

 

 

救 

急 

患 

者 

                                     

                                      

                  二次救急 

（中等症、重症） 

              

                       

     一次救急 

（軽症） 

      救急告示医療機関 

和歌山県立医科大学附属病院、日本赤十字社和歌山医療セ

ンター、和歌山労災病院、和歌山生協病院、月山チャイル

ドケアクリニック 

    

             

    平日昼間 

かかりつけ医 

 

夜間・休日 

和歌山市夜間・休日応急診

療センター小児科（すこや

かキッズ） 

       

           

           

                           
 

   

          
すこやかキッズ後方支援病院 

       

           
和歌山県立医科大学附属病院 

日本赤十字社和歌山医療センター 

  

         
和歌山労災病院 

   

           

                               

                                                  

                                                  

 
和歌山県救急医療情報センター、子ども救急相談ダイヤル（＃８０００） 
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５ 小児成育医療 

現状と課題 

少子化が進み、子どもの数は減少の一途をたどっていますが、いじめや非行、不登

校、ひきこもり、児童虐待の増加など子どもを取り巻く環境が社会的な問題となり、

専門的かつ多角的な支援を必要とする子どもやその家族が増えています。 

 子どもの心のケアを専門的に扱う医療従事者を養成、確保し、虐待やその他の理由

により、心のケアを要する子ども及びその家族に対する身体的、精神的健康を支援す

る小児保健医療体制を確立するため、平成 18 年度に和歌山県立医科大学に小児成育

医療支援事業の運営と実施を委託しました。大学内に小児成育医療支援学講座を開講

し、「小児成育医療支援室」を設置して、小児科医師や臨床心理士及び相談員を配置し、

子どもの発育発達のこと、子育ての悩み、学校での問題などの相談に対応しています。

また、医大小児科でも小児成育外来診療を行っています。さらに、和歌山市要保護児

童対策地域協議会のサポート連絡会議や和歌山市自立支援協議会こども部会等の会

議にも参加し、保健、医療、福祉、教育機関の多職種とも連携を図り、子どもの健や

かな発達の促進や児童虐待予防にも取り組んでいます。 

平成 24年度からは、５歳児相談事業として、学校教育課、保育こども園課と連携し

て取り組み、保育所（園）、こども園、幼稚園に通う全年長児を対象として、就学前に

発達障害の疑われる子どもの発見に努め、円滑に就学につなげています。これらの取

組により相談件数は年々増加し（表１）、フォローが必要な子どもに対して早期に医療

機関や相談場所の紹介ができるだけでなく、保護者の育児支援や不安解消等などにも

繋がっています。しかし、相談員の確保困難、相談室の不足などで、相談者の予約待

ちが長期化しているなどの課題も出現しています。 

 

表１ 小児成育医療支援室の相談件数      （単位：件） 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

新規（件） 312 366 265 227 204 

総件数（件） 1,946 2,111 2,063 2,118 2,009 

 

 

施策の方向 

（１）身体的、精神的な支援が必要な子ども及びその家族に対して、医療と相談の面

から一人ひとりに見合った支援体制を構築し、子どもの健やかな成長、発達を目

指します。 

（２）子どもの心のケアを専門的に扱う医療従事者の養成として研修会等を開催し、

医療従事者等の質の向上を目指し、安定した小児成育医療体制の充実を進めます。 

（３） ５歳児相談事業の実績を積み、そのフォローの場として支援室の活用をすすめ

ます。 

 

 



 

78 

 

第５章 生涯を通じた保健医療供給体制の整備 

目標の設定 

保健医療従事者を対象に年１回以上の研修会等を開催します。 

 

項 目 
現 状 

（平成 29年度） 

目 標 

（平成 35年度） 

研修会開催回数 １回 １回以上 
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６ 在宅医療 

現状と課題 

在宅医療とは、医療を受ける方の居宅等において提供される医療であり、高齢者の増加

に加え、がん、精神、難病、小児など個別疾患への対応や緩和ケア、服薬及び栄養指導、

口腔の健康管理、褥瘡、リハビリ等への対応などが求められています。 

全国的な特徴として、亡くなる方の多くが病院で最期を迎えていますが、その中には、

長年過ごした場所で人生最期のケアを受けたいという希望を持っていた方も少なくない

といえます。高齢者の多くは、たとえ支援や介護が必要となっても、できる限り住み慣れ

た地域で暮らしを続けたいと望んでいます。そのような中、住まい、医療、介護、予防及

び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）を構築す

ることがますます重要となります。医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、自宅

等の住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を人生の最期まで続けることが実現で

きる社会を目指し、地域の医療及び介護の関係団体が連携して、包括的かつ継続的な在宅

医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うことが求められています。 

 

（１） 本市の高齢化の現状と将来予測 

2015 年（平成 27 年）国勢調査によりますと、本市の人口は 364,154 人で、男性

171,215人、女性 192,939人となっています。そのうち、65歳以上の人口は、105,954

人で高齢化率は 29.1％となっています。国立社会保障・人口問題研究所による本市の

将来推計人口では、2020年の高齢化率は 31.7％、いわゆる団塊の世代が 75歳以上と

なる 2025 年には、高齢化率は 32.6％と予想され、後期高齢者の割合が更に進展する

ことが予想されています（図１-１、図１-２、図１-３）。 

高齢化の進展に伴い、要介護及び要支援認定者数は今後も増加するとされ、高齢者

のみで構成される世帯も増加傾向にあります。平成 29年 11月に実施された「和歌山

市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」においては、人生の最期を迎える場所として、

自宅が 50.4％で割合として最も高いです。また、自宅で最期まで療養するために必要

なこととして、主治医の定期的な訪問診療（37.3％）、急変時における入院先の確保

（36.7％）、訪問介護の充実（35.4％）と回答しています。要介護状態の持病を抱えな

がらも、最期まで住み慣れた地域、在宅等で、自分らしく満足度の高い生活を過ごす

ことは市民の願いであり、こうした社会を実現するためには、適切な医療と介護サー

ビスが提供され、QOL(※1)の高い在宅生活を実現する体制が前提となります。 

【国立社会保障・人口問題研究所】 
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（万人） 図1-1 本市の将来推計人口
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日本の地域別将来推計人口（平成 25年（2013）年３月推計） 



 

 

 

80 

第５章 生涯を通じた保健医療供給体制の整備 

      
【国立社会保障・人口問題研究所】 

（２）在宅医療の医療資源等の状況 

医療施設静態調査（平成 26年９月実施）において、病院 39施設のうち、医療在宅

サービス実施施設は 28施設（72％）、医療介護在宅サービス実施施設は 17か所（44％）

であり、在宅療養支援病院(※2)は８施設（うち強化型は５施設）です。また、診療所

466施設のうち、医療在宅サービス実施施設は 243施設（52％）、医療介護在宅サービ

ス実施施設は 73施設（17％）であり、在宅療養支援診療所(※3)は 87施設です。歯科

診療所 242施設のうち、医療在宅サービス実施施設は 66施設（27％）です。さらに、

往診、訪問診療、訪問看護ステーション指示書交付、訪問リハビリ実施施設数は、中

核市 43市の中でも最も多い状況です（図２、図３）。 

患者が安心して、在宅療養生活を継続していくためには、入院初期からの退院支援

や、急変時の入院及びレスパイト入院(※4)への対応が重要になってくることから、回

復期機能病床を有し、かかりつけ医からの要請に応じて専門相談やチーム等で訪問、

往診を実施するなどの在宅医療の後方支援機能を担う病院を県が独自に「地域密着型

協力病院(※5)」として指定しています。本市においても、在宅療養を支える在宅療養支

援診療所などの医療資源も増加してきていますが、今後増大するニーズに対応するた

めには十分とはいえない状況です。また、今後ますます在宅療養者が増加すると見込

まれている中、市民が安心して在宅での療養生活を送るには、多職種協働による支援

がさらに必要であり、24時間対応可能な診療所や事業所等の整備なども求められてい

ます。 
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図1-2 和歌山市人口ピラミッド
（2020年：高齢化率31.7％）
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図1-3 和歌山市人口ピラミッド
（2025年：高齢化率32.6％）
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図２ 在宅医療の医療資源等の状況  
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図３ 在宅医療の医療資源等の状況  

 

（３） 医療と介護の連携強化 

  ア 「わかやま市在宅医療推進安心ネットワーク」 

本市においては、平成 27 年度から在宅医療・介護連携推進事業を開始し、在宅

医療希望の患者やその家族が安心して療養できる在宅医療提供体制として「わかや

ま市在宅医療推進安心ネットワーク（以下「ネットワーク」）」を構築しました。ネ

ットワークは、和歌山市、市医師会、市医師会在宅医療サポートセンター(※6)（以

下「サポートセンター」）、市歯科医師会、市薬剤師会、和歌山県歯科衛生士会、和

歌山県栄養士会、和歌山県介護支援専門員協会・和歌山市支部、和歌山県訪問看護

ステーション連絡協議会、和歌山市在宅医療・介護連携推進センター(※7)（以下「連

携推進センター」）で構成されています。ネットワークにおいては、これらの構成

員からなる「和歌山市在宅医療連携推進連絡調整会議」を開催し、在宅医療と介護

連携の現状把握と課題の抽出、対応策等の検討を行い、住み慣れた地域で療養でき

る切れ目のない支援体制の充実を図っています。また、「時々入院、ほぼ在宅」を目

指し、市民公開講座を通して、在宅医療についての普及啓発も行っています（図４）。 

入院から在宅医療への円滑な移行を促進するためには、病院における退院調整機

能の充実として、退院調整部門の設置や専従職員の配置など院内の体制整備が必要

です。平成 29年 11月現在、地域医療連携体制に関する窓口を設置している病院

は、市内 29か所あります。また、患者の在宅療養生活を支えるためには、患者の

状態変化等に応じて、医療及び介護関係者間で速やかな情報共有が行われることも

重要です。本市では、平成 29年３月に医療介護間の円滑な連携を目指し、在宅で

の生活や療養に困る患者や家族をなくすことを目的として、「わかやま市退院支援

ルール」を作成しました。今後は、ルールの運用状況を関係者間で定期的に検証

し、必要な見直しを行っていきます。 

多職種間での迅速で効率的な情報共有等の実現のためには、ICT(※8)を活用した

情報通信技術の活用が今後ますます不可欠になります。今後、本市においても県の

方針を踏まえながら進めていく必要があるといえます。
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イ 在宅医療を支える人材の確保及び育成 

在宅医療を支えるためには、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り

についての対応が必要で、今後のニーズ増加を見据えた安定的な在宅医療サービス

の供給に向け、在宅医療のサービス基盤の整備と在宅医療に係る人材の確保及び育

成が必要です。現在、サポートセンターを中心として在宅医療に関わる医師の確保

を行っています。また、サポートセンターや連携推進センターが核となり、多職種

を対象とした人材育成のための研修会や事例検討会を行い、顔の見える関係の構築

も行っています。 

患者の意思が尊重され、最期まで穏やかに過ごすことができるよう、患者及び家

族の意思決定に基づく医療及び介護の提供体制の構築を進めていく必要があり、人

生の最終段階の医療に係る意思決定を支援する医療職等の育成も求められています。

患者やその家族が住み慣れた地域で安心して在宅療養ができるよう、入院時から在

宅への切れ目のない継続的な医療提供の充実と患者自らの意思に沿った人生の最終

段階における医療体制の整備を図っていく必要があります。 

 

（４）市民への普及啓発 

在宅での療養が必要になったときに、市民が必要なサービスを適切に選択できるよ

う、市民の在宅医療及び介護に関する理解を促進する必要があります。現在、市内５

か所に開設された連携推進センターが拠点となり、地域の各種団体と協働しながら、

市民を対象として看取り、在宅での緩和ケア、在宅介護等をテーマとしたシンポジウ

ム等を開催し、普及啓発を行っています。 

今後は、市民自らが人生の最終段階の医療や介護をどのように受けたいかを考えて

おく必要性について、講演会やホームページ、リーフレット等を活用して、広く啓発

を行っていく必要があります。 

 

施策の方向 

（１）医療及び介護の現状や課題、目指すべき方向性を共有し、切れ目のない在宅医療及

び介護体制を整備し、包括的かつ継続的な在宅医療及び介護の体制づくりを確保しま

す。 

（２）県の在宅医療参入促進支援事業制度を活用し、在宅療養支援病院や在宅支援診療所

の拡大を推進します。 

（３）市医師会と協働して在宅医療に関わる医師の確保を目指します。また、在宅医療に

関係する各種関係団体と連携して、在宅医療に従事する人材の確保及び育成に取組み

ます。 

（４）和歌山市在宅医療連携推進連絡調整会議を核として、現状把握と課題の抽出、対応       

策等を検討し、多職種連携をさらに推進していきます。 

（５）医療及び介護に携わる多機関、多職種間での迅速で効率的な情報共有ツールの整備

に努めます。 

（６）看取りを見据えた在宅医療及び介護を提供するにあたり、本人等の意思決定を尊重



 

85 

 

第５章 生涯を通じた保健医療供給体制の整備 

した支援が行えるよう医療職等の理解を促進し、更なる支援の充実と強化を図ります。 

（７）在宅医療や人生の最終段階における医療の意思決定等に関して、リーフレット等を

作成し、市民へ普及啓発を行っていきます。 

 

目標の設定 

（１）入院時、介護支援専門員（ケアマネジャー）から病院への情報提供率 

 

 

 

 

（２）退院時、病院から介護支援専門員（ケアマネジャー）への退院調整実施率 

 

 

 

 

（３）人生の最終段階における医療について家族と話し合ったことのある者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

《用語説明》 

※１ QOL 

  Quality of Life（クオリティ・オブ・ライフ）の略語で「生活の質」などと訳される。 

※２ 在宅療養支援病院 

診療所のない地域において、在宅療養支援診療所と同様に在宅医療の主たる担い手となっている病

院。 

※３ 在宅療養支援診療所 

地域において在宅医療を支える 24時間の窓口として、他の病院、診療所と連携を図りつつ、24時

間往診、訪問看護等を提供する診療所。 

※４ レスパイト入院 

  介護する家族等が休息をとるための一時的な入院。 

※５ 地域密着型協力病院 

急変時の入院、介護する家族等が休息をとるために一時的な入院ができ、かかりつけ医からの要請

に応じて専門相談やチーム等で訪問診療、往診を実施するなどの在宅医療の後方支援機能を担う病院

のこと。和歌山県が指定している。 

項 目 
現 状 

（平成 28年度） 

目 標 

（平成 35年度） 

情報提供率 50.4％ 75.0％ 

項 目 
現 状 

（平成 28年度） 

目 標 

（平成 35年度） 

退院調整実施率 73.7％ 90.0％ 

項 目 
現 状 

（平成 28年度） 

目 標 

（平成 35年度） 

人生の最終段階における医療に 

ついて家族と話し合ったことの 

ある者の割合（県民意識調査） 

47.1％ 70.6% 
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※６ 在宅医療サポートセンター 

訪問診療を実施する医師や後方支援機能を担う病院の登録、在宅医療を実施するかかりつけ医のい

ない患者への専門医の紹介、医療職、介護職の相談などを実施する在宅医療の相談窓口。 

※７ 在宅医療・介護連携推進センター 

医療及び介護の各関係機関に対する情報共有の支援や研修、地域資源に関する情報提供など、地域

における医療及び介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的なサービスを提供できるよう支援する

地域の拠点となる機関。 

※８ ICT  

Information and Communication Technologyの略語で情報通信技術のこと。 

 


