
産業競争力会議 第3５回実行実現点検会合
（医療・介護分野）

地域医療連携推進法人
～けいじゅヘルスケアシステムにおける展開を考える～

社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 理事長
神野正博
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地域包括ケアシステム|厚生労働省ホームページより
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地域包括ケアシステムの拡大
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【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】

【在宅介護サービス】

【急性期病院】

【高度急性期
病院】

【回復期病
院】

・医師・看護師を多く配置
・質の高い医療と手厚い看
護により、早期に「急性期
後の病院」や「リハビリ病
院」に転院可能

・いつでも必要な場合に往診してくれ
る医師が近くにいて、必要な訪問看護
サービスを受けることができる。

在宅
医療

・サービス付き高齢者向け住
宅や有料老人ホームなど高齢
者が安心して暮らせる多様な
住まい

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

【生活支援・介護予防】

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見守り、
配食、買い物支援等の生活支援サービスが充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充実

・２４時間対応の訪問介護・
看護サービス、小規模多機能
型居宅介護等により、高齢者
の在宅生活を支援

入院医療 介護

「地域包括ケアシステムの整備」
医療、介護、住まい、予防、生活支援
サービスが身近な地域で包括的に確保
される体制を構築

連携強化

・病院の退院調整スタッフが連携先
の身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要がない

【慢性期病院】

・身近なところで集中的なリハ
ビリを受けることができる。

・早期の在宅復帰、
社会復帰が可能

発症
住まい

（患者さん・家族）

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に展開

外来
医療

歯科
医療 薬局

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関与
のもと、患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。

有床
診療所

※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士等

→ 地域包括ヘルスケアシステム

病院、介護施設、生活支援企業



地域包括ケアの本質

連携 同盟、統合

ガバナンス
ビジョン、ヒト、
モノ、カネ

The Integrated Community Care System
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持続可能な包括ケア体制構築のために

1. 垂直連携する医療

2. 「地域で連携する」医療・介護

3. 「生涯を通じた」医療・介護
▍生涯継続的な健康・疾病管理Life-log

4. 日常生活圏域を基点としたケア
▍施設中心の医療から生活中心のケアDaily Life 

Basisへ→セルフマネジメントへ
→地域振興、街づくりへ

２D

３D

４D
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日本版CCRC | Continuing Care Retirement Community
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内閣官房まち・ひと・しごと創生本部 日本版CCRC構想有識者会議（第１回:2015.2.25）資料より

「生涯活躍のまち」構想へ（2015.8～）



年齢階級別にみた、医療・介護給付費と地方の収入等のイメージ
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※日本版CCRC構想有識者会議（第3回）資料



恵寿総合病院概要
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病床数：一般 426床
診療科：24科
職員数：777名

（常勤医師70名、看護師354名）
平均在院日数：16.5日
病床稼働率：90％
１日平均外来患者数：約750名
年間手術件数：3,500件

内視鏡件数：10,000件
施設基準：

(財)日本医療機能評価機構認定病院
基幹型臨床研修指定病院
石川県地域がん診療連携協力病院
開放型病院
救急告示病院
在宅療養後方支援病院
DPC対象 292床

5:1看護 HCU病棟 10床
7:1看護 282床

回復期リハビリ病棟（Ⅰ） 47床
地域包括ケア病棟 47床
障害者病棟40床
総合入院体制加算・事務補助加算算定

※2015年4月現在
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けいじゅヘルスケアシステム

電子カルテ|仮想化環境

ヘルパーステーション １
在宅総合サービスセンター １

健康管理センター 2

介護福祉ショップ １

医療

健康

介護

情報

サポート

障害

恵寿総合病院 426床
恵寿金沢病院 89床

クリニック 4

介護療養型保健施設 1
介護老人保健施設 2

小規模多機能型居宅介護施設 3

介護老人福祉施設 2
ケアハウス 2

デイサービスセンター 4

障害者就労継続支援センター 1
身体障害者就業・生活支援センター 3

知的障害者支援施設 1
身体障害者支援施設 3

身体障害者福祉ホーム 1 サ高住 1
健康増進センター 1

ＳＰＤ 施設管理セントラルキッチン

電子カルテ|仮想化環境

ヘルパーステーション １
在宅総合サービスセンター １

健康管理センター 2

介護福祉ショップ １
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コールセンター



けいじゅヘルスケアシステムの戦略┃One Keiju
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統合
One Keiju

1 2

3 4

組織、施設、事業 情報

ビジョン 価値観

ガバナンス
 本部機構、けいじゅサービスセンター、在宅総合
サービスセンター、セントラルキッチン、制服

 社会医療法人・社会福祉法人事業
の地域集約

 地域医療連携推進法人設立の模索

KISS ( Keiju information Spherical System )

 患者・利用者情報 医療・介護統合電子カルテ

 法人・業務情報
Microsoft Outlook,
SharePoint, Lync  etc.

 TQM(1987～)
 法人方針に則った目標管理(BSC)

恵寿フィロソフィ クレド
 第1部：すばらしい人生を送るために
 第2部：すばらしい恵寿、一流の恵寿となるために
 第3部：ともに働くために

Keiju Innovation Hub
知の創造 技の熟練
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地域医療連携推進法人制度のチェックポイント

▍改正医療法で規定（2015.9.16成立）
▍競争から協調
▍地域限定：地域医療構想区域、都道府県知事の認可、地域医療構想と整合性を確保

▍複数の医療法人その他の非営利法人を参加法人とすることを
必須、営利法人は参加できない

▍広域法人では当該地域の病院等のみ
▍研修を含めたキャリアパスの構築、医薬品・医療機器の共同
購入、参加法人への資金貸付等を実施できる

▍関連事業を行う株式会社・一般社団法人等への出資可能
▍加入・脱退は任意
▍外部監査の実施や財務諸表の公告
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医療法の一部を改正する法律の施行スケジュール
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地域医療連携推進法人設立のためのキーコンテンツ

▍人事～派遣、交流（医師、看護師、その他）
▍病床再編（病床数の融通）
▍資金の融通
▍情報システム
▍チーム医療

▍地域連携クリニカルパス
▍看護師特定行為にかかわる共通手順書
▍教育・研修

▍共同購入
▍患者送迎共同運航
▍生活支援
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地域医療連携推進法人設立のためのキーコンテンツ

▍人事～派遣、交流（医師、看護師、その他）×
▍病床再編（病床数の融通） ×
▍資金の融通 ×
▍情報システム △
▍チーム医療 ○

▍地域連携クリニカルパス
▍看護師特定行為にかかわる共通手順書
▍教育・研修

▍共同購入 ◎
▍患者送迎共同運航 ◎
▍生活支援 ○
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恵寿の場合



共同購入メニュー
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マスク
注射絆
エプロン
ニトリルグローブ
アルコールワッテ（酒精綿）
舌圧子
ガーゼ
ハイゼガーゼ
作業グローブ
点滴固定テープ
針捨てＢＯＸ
検尿カップ
輸液延長チューブ
翼状針
留置針
シリンジ
注射針
輸液セット
吸引カテーテル
導尿セット

一般材料想定品 ペーパータオル
電池

事務用品想定品

定価（参照価格）
の

70～90％引き



▍安心サービス
▍新たなドアツードアの通院手段として

▍ワンストップサービス
▍診療予約とともにGPSによる配車予約
▍コールセンターを利用

▍会員制無料サービス
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のコンセプト ┃2015年9月16日会員登録開始、10月1日運行開始



知の創造 技の熟練┃Keiju Innovation Hub

Keiju Healthcare System19

 シミュレーション機器を使用した体験型トレーニングを通し
即戦力を養います。

 様々なアイデアから新たな価値を生み出す知的創造を目的とし
ています。



地域における知と技術の共有┃Keiju Innovation Hub

▍講演会、勉強会
▍定期的開催技術研修
▍BLS研修
▍認知症ケア研修
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日本経済新聞朝刊北陸経済面（2016.1.16）
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地域の品質の時代へ

病院の品質の時代から
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