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みよし市在宅医療・福祉連携計画　施策・指標マップ
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注釈　サ：在宅医療サポートセンター　市民Hp：みよし市民病院　包：地域包括支援センター　ケアN：豊田みよしケアネット　(ア)～(ク)：在宅医療介護連携推進事業の8項目を示す

成果指標
（長期的）

事業
（アウトプット）

事業の目標
（初期アウトカム）

サービスの目標
（中間アウトカム）

成果指標
（中期的）

住民の目指す姿
（最終アウトカム）

要介護高齢者の生活満足
度（QOL）（Ｏ）

多職種合同研修会・シンポジウムの開催

②
他職種、他機関の専門性・役割が
見え、顔の見える関係が構築され
ている。

医療資源の把握

①
入退院時に必要な支援者へ連絡
が入り、連携が取れる。 1 円滑な入退院支援の体制の構築

退院支援ガイドブックの周知度（P）

退院退所加算　算定数（P)

ケアマネジャー連絡会への支援

2
在宅医療に関わる医療・介護の多
職種の円滑な連携体制の構築

在宅医療スキルアップ研修　満足度（O)
介護者の生活満足度
（QOL）、介護負担感（Ｏ）

在宅医療スキルアップ研修の開催 機能強化型在宅療養支援診療所・支援
病院（連携型）　連携実績数（P)

嚥下セミナーの開催

③
在宅療養を支える人材の確保、育
成支援が推進されている。

みんなで育む
笑顔輝く

ずっと住みたいまち
【第２次みよし市総合計画】

生まれてからずっと、
安心して暮らせるまち

【みよし市福祉・医療・介護　長
期構想】

在宅看取り率（Ｐ）
退院支援ガイドブックの運用 豊田みよしケアネット　登録患者数（S)

地域包括ケア推進会議の開催 入院時情報連携加算　算定数（P)

在宅医療介護推進員の配置

④ 在宅療養支援体制が構築される

訪問看護　常勤換算数（S)

ささえ愛会議（個別地域ケア会議）の開
催

機能強化型在宅療養支援診療所・支援
病院（連携型）　連携時満足度（O)

豊田みよしケアネットの運用 豊田みよしケアネット　登録患者数（S)

在宅医療の相談窓口の運営 豊田みよしケアネット　投稿記事数数（P)

訪問看護　利用者数（P)

機能強化型在宅療養支援診療所・支援
病院(連携型)の連携支援

在宅医療に関する相談件数（P) 

コンサルト医制度の運用

⑤ 訪問看護の普及・活用がされる。 3 急変時の支援体制の構築

退院支援ガイドブック　周知度（P)

主治医・副主治医制度の運用 機能強化型在宅療養支援診療所・支援
病院（連携型）　連携実績数（P)

後方支援病院の確保 機能強化型在宅療養支援診療所・支援
病院（連携型）　連携時満足度（O)

訪問診療医決定支援

⑥
看取りに対応できる医療機関の充
実及び医療、介護関係者相互の
連携体制の構築される

4 看取りの支援体制の構築

看取り時サポート　運用実績数（P)

看取り時サポート体制構築支援

福祉フェスタの開催 訪問看護ターミナルケア加算　算定数（P)

終活フェアの開催

5
市民の在宅医療・介護への理解や
関心を深め、本人が望む場所で最
後を迎えることができる。

看取り時サポート　運用満足度（O)

機能強化型在宅療養支援診療所・支援
病院（連携型）　連携実績数（P)

⑦
人生会議の意識が高まり、これか
らの治療・ケアに関する家族等と
の話し合いが進む。

機能強化型在宅療養支援診療所・支援
病院（連携型）　連携時満足度（O)

⑨
かかりつけ医等の理解・関心が高
まる。

要介護高齢者の在宅療養率（P)

人生の最後を迎えたい場所の自宅・施設
の割合（本人）（P)

市民公開講座、地域講座の開催

⑧
市民の在宅医療・介護について理
解・関心が高まる。

介護予防教室での普及啓発
人生の最後を迎えてもらたい場所の自
宅・施設の割合（介護者）（P)

【施策・指標マップについて】

・施策と施策ごとの目標を整理し、在宅医療・介護連携推進事業の全体像の見える化

・指標を重ね合わせることにより、施策の実施家庭や施策の成果をデータやアンケート結果等により評価

【指標】

・（Ｓ）「ストラクチャー（構造）」 ・・・ 事業所・施設・人員等の量

・（Ｐ）「プロセス（過程）」 ・・・ 各職種により提供されるケアの質や量、内容

・（Ｏ）「アウトカム（結果）」 ・・・ 市民・医療介護従事者の満足度など

みよし市　在宅医療・福祉連携計画　業務計画書

具体的な取り組み 実施主体

（ア） 地域の医療・介護資源の把握 医療資源の把握 調査票回収率 ％ 在宅医療サポートセンター

全体会 4回

作業部会 12回

病院数 5病院

連携数 2件

看取り時サポート体制構築支援 支援数 件

コンサルト医制度の運用 登録数 9人

主治医・副主治医制度の運用 登録数 14人

後方支援病院の確保 病院数 20病院（2病院）

訪問診療医決定支援 決定数 3件

ケアマネジャー連絡会への支援 開催数 12回 みよし市

退院支援ガイドブックの運用 内容の更新 随時 在宅医療サポートセンター

豊田みよしケアネットの運用 登録事業所数 41事業所
豊田市みよし市在宅医療・介護・福
祉総合ネットワーク協議会

在宅医療の相談窓口の運営 相談件数 19件

訪問診療医決定支援 決定数 3件

在宅医療介護連携推進員の配置 相談件数（延） 578件（11月末時点）

ささえ愛会議（個別地域ケア会議）の開催 開催数 回

多職種合同研修会の開催 開催数 1回 みよし市

開催数 4回

参加者数 34人

嚥下セミナーの開催 開催数 1回 みよし市民病院

福祉フェスタの開催 来場者数 3,500人

開催数 1回

参加者数 125人

開催数 6回

参加者数 252人

介護予防教室での普及啓発 開催数 地域包括支援センター

多職種合同研修会・シンポジウムの開催 開催数 2回 みよし市

豊田みよしケアネットの運用 事業所登録率 34%
豊田市みよし市在宅医療・介護・福
祉総合ネットワーク協議会

在宅医療スキルアップ研修の開催 在宅医療サポートセンター（カ） 医療・介護関係者の研修

（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援

在宅医療サポートセンター

地域包括支援センター

（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

終活フェアの開催
みよし市

（キ） 地域住民への普及啓発

市民公開講座、地域講座の開催 みよし市民病院

事業項目

（ウ） 切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
在宅医療サポートセンター

（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援

指標（令和元年度）

地域包括ケア推進会議の開催在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討（イ）

機能強化型在宅療養支援診療所・支援病
院（連携型）の連携支援

みよし市
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成果指標
（長期的）

要介護高齢者の生活満足
度（QOL）（Ｏ）

介護者の生活満足度
（QOL）、介護負担感（Ｏ）

在宅看取り率（Ｐ）

みよし市　在宅医療・福祉連携計画　業務計画書

具体的な取り組み 実施主体

（ア） 地域の医療・介護資源の把握 医療資源の把握 調査票回収率 ％ 在宅医療サポートセンター

全体会 4回

作業部会 12回

病院数 5病院

連携数 2件

看取り時サポート体制構築支援 支援数 件

コンサルト医制度の運用 登録数 9人

主治医・副主治医制度の運用 登録数 14人

後方支援病院の確保 病院数 20病院（2病院）

訪問診療医決定支援 決定数 3件

ケアマネジャー連絡会への支援 開催数 12回 みよし市

退院支援ガイドブックの運用 内容の更新 随時 在宅医療サポートセンター

豊田みよしケアネットの運用 登録事業所数 41事業所
豊田市みよし市在宅医療・介護・福
祉総合ネットワーク協議会

在宅医療の相談窓口の運営 相談件数 19件

訪問診療医決定支援 決定数 3件

在宅医療介護連携推進員の配置 相談件数（延） 578件（11月末時点）

ささえ愛会議（個別地域ケア会議）の開催 開催数 回

多職種合同研修会の開催 開催数 1回 みよし市

開催数 4回

参加者数 34人

嚥下セミナーの開催 開催数 1回 みよし市民病院

福祉フェスタの開催 来場者数 3,500人

開催数 1回

参加者数 125人

開催数 6回

参加者数 252人

介護予防教室での普及啓発 開催数 地域包括支援センター

多職種合同研修会・シンポジウムの開催 開催数 2回 みよし市

豊田みよしケアネットの運用 事業所登録率 34%
豊田市みよし市在宅医療・介護・福
祉総合ネットワーク協議会

在宅医療スキルアップ研修の開催 在宅医療サポートセンター（カ） 医療・介護関係者の研修

（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援

在宅医療サポートセンター

地域包括支援センター

（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

終活フェアの開催
みよし市

（キ） 地域住民への普及啓発

市民公開講座、地域講座の開催 みよし市民病院

事業項目

（ウ） 切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
在宅医療サポートセンター

（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援

指標（令和元年度）

地域包括ケア推進会議の開催在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討（イ）

機能強化型在宅療養支援診療所・支援病
院（連携型）の連携支援

みよし市


