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令和２年（2020年） 840,835人

令和１年（2019年） 865,239人

平成３０年（2018年） 918,400人

平成２９年（2017年） 946,146人

平成２８年（2016年） 977,242人

平成２７年（2015年） 1,005,721人

日本の出生数統計
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団塊世代とは、日本において、第一次ベビーブー
ムが起きた時期に生まれた世代。
第二次世界大戦直後の1947年（昭和22年） ～

1949年（昭和24年）に生まれた戦後世代のこと。

・年間の出生数は260万人超え

・3年間の合計出生数は809万人にのぼり、他の世
代と比べ突出して人口が多くなっている

団塊世代とは
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団塊ジュニア世代とは、日本において、
第2次ベビーブームの1971（昭和46年）～1974
年（昭和49年）生まれを指し、団塊世代の子供たち
の世代。

・年間の出生数は200万人超え

・団塊世代より出生数は、減少しているが、やはり
他の世代と比べ突出して人口が多くなっている

団塊ジュニアとは
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令和３年の函館の出生数は

１,１７４人（男591人，女583人）

ちなみに・・・

令和３年の函館の死亡者数は

４,０５０人（男2,004人，女2,046人）5



人 口 高齢者数 高齢化率

２４４，４３１人 ８９，５５６人 ３６．６％

要支援・要介護
認定者数

２０，１２５人

函館市の概況（令和４年１２月現在）

全国

北海道

２９．１％

３２．５％
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• 高齢化社会・・・高齢化率が７％を超えた社会

• 高齢社会・・・高齢化率が１４％を超えた社会

• 超高齢社会・・・高齢化率が２１%を超えた社会

• ということは・・・
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・函館はもちろん日本もとっくに超高齢社会

・日本は2007年に超高齢社会に突入

２９．１％

高齢化率

３６．６%

日 本函 館
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2025年問題

2040年問題

9



団塊世代が２０２５年に、全員後期高齢者となるな

ど、今後しばらくは高齢化が進行すると予測される。

それに伴い、在宅で療養する高齢者の増加が見込ま

れている。

2025年問題
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団塊ジュニア世代が65歳に到達し始め、生産年齢人

口が大幅な減少に向かうのが2040年。この年を

ピークに徐々に高齢者の人口は減っていくが、逆に

加速するように、生産年齢の人口は減少していくの

で、高齢化率はどんどん高くなっていく。

2040年問題
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出展：厚生労働省ホームページ
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出典：厚生労働省ホームページ「在宅医療・介護連携推進に係る全国担当者会議」
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地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医
療・介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討

函館市医療・介護連携推進協議会

函館市医療・介護
連携支援センター
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函館市医療・介護

連携推進協議会

多職種連携

研修作業部会

連携ルール

作業部会

急変時対応

分科会

退院支援

分科会

情報共有

ツール作業部会

函館市医療・介護

連携支援センター
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（ア）地域の医療・介護の資源の把握、情報提供

（ウ）切れ目のない医療・介護の提供体制の構築

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

（オ）医療・介護連携に関する相談支援

（カ）医療・介護関係者の研修

（キ）地域住民への普及啓発

センターの事業内容
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 日常の療養支援

 入退院支援

 急変時の対応

 看取り

医療・介護連携の４つの場面
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○「在宅医療」もしくは「在宅医療
の後方支援」に取り組む市内の病院、
診療所、薬局、介護事業所などにつ
いてインターネット上で位置情報の
確認や医療・介護機関の情報を表示

（ア）地域の医療・介護の資源の把握、情報提供

在宅医療・介護連携マップ

『在宅医療・介護連携マップ・リスト』の作成、普及

日常の療養支援
入退院支援
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介護保険の知識を有する医療ソーシャルワーカー、看護師を配置し、

支援対象者や地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等か

ら相談を受け付け、必要に応じて情報提供や支援を行う。

（電話・訪問・来所メール等で対応）

（オ）医療・介護連携に関する相談支援

日常の療養

支援 23件

退院支援

・調整 108件

急変時の

対応 2件

看取り

4件
その他 25件

Ｒ４年度（2/22まで）相談内容別件数

（計181件）
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在宅医療や介護サービス等に関する出前講座等を開催

リーフレットの作成、配付等により、理解促進を進める

（キ）市民への普及啓発

市内の高齢者大学等へ出前講座を開催
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ケアマネジャーはご存知ですか？

介護に関する相談役
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在宅のケアマネジャー
主に居宅介護支援事業所に勤務。
介護保険のサービスを利用する方などか
らの相談に応じ、利用者の希望や心身の
状態等を考慮して適切なサービスが利用
できるようにケアプランを作成し、サー
ビスの調整を行う。

介護に関する相談役
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施設のケアマネジャー
施設に勤務。
勤務している施設に入所されている方や
ご家族からの相談に応じ、入居者の希望
や心身の状態等を考慮して適切な支援を
受けることができるようにケアプランを
作成し、支援の調整を行う。

介護に関する相談役

25



いずれのケアマネジャーも…

・ケアプランを作成するのは一緒。
・勤務先や対象となる利用者さんが異な
る。

介護に関する相談役
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ちなみに・・・

在宅のケアマネジャーは自分で選ぶことも出来ます

★探すのが難しければ・・・

入院中なら医療相談員へ，自宅等で生活中なら
地域包括支援センターや医療・介護連携支援セン
ターへご相談ください
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医療相談員（医療ソーシャルワー
カー）はご存知ですか？

医療に関する相談役
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医療相談員（医療ソーシャルワーカー）

主に病院に勤務。
社会福祉の視点で、患者や家族の方々の相
談に乗る事で、経済的・心理的・社会的な
悩み等の問題解決のお手伝いをする仕事を
しています。

医療に関する相談役
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医療機関 相談窓口

亀田北病院 地域連携室
認知症疾患医療センター

亀田花園病院 地域連携室

亀田病院 地域連携室

共愛会病院 入退院支援室

国立病院機構函館病院 相談支援室

市立函館恵山病院 看護科

市立函館病院 患者サポートセンター

市立函館南茅部病院 事務

高橋病院 医療福祉相談・地域連携室
入退院支援室

富田病院 地域医療連携室

西堀病院 地域連携課

函館おおむら整形外科
病院 地域連携課

函館おしま病院 医療相談室

出典：はこだて療養支援のしおりより
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函館記念病院 地域医療連携室

函館協会病院 地域医療福祉相談室

函館五稜郭病院 医療相談課・在宅療養支援室

函館市医師会病院 医療・介護連携課
医療福祉相談係

函館新都市病院 医療支援課連携係

函館赤十字病院 医療相談室

函館中央病院 医療福祉相談室

函館脳神経外科病院 医療相談室

函館稜北病院 医療福祉相談課

函館渡辺病院

渡辺病院 患者総合サポート
センター
一般科、精神科診療の窓口
（入院・受診等の予約）
渡辺病院 医療福祉支援科

入院中患者，通院中患者の総合相談
ゆのかわメンタルクリニック
精神科診療の窓口
（入院，受診等）

森病院 医療相談室

出典：はこだて療養支援のしおりより
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出典：北海道ソーシャルワーカー協会南支部



もっと医療相談員を頼ってください

≪所属先≫

医療相談室or地域連携室or入退院支援室etc

≪配置されている職種≫

医療相談員（医療ソーシャルワーカー）
退院支援看護師 など

≪相談対応内容≫

・医療相談
・介護保険新規申請説明・代行申請
・退院支援 など
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どう生きるのか？

決めるのは支援者ではありません

主役は皆さんです

医療・介護面での選択場面では，必ず相談先があります！

皆さんが自分らしく人生を生ききる為に

専門職として，知恵をしぼります！！
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在宅医療とは

外来（通院）医療

入院医療

在宅医療

医療法～

「医療を受ける者の居宅等において、提供さ
れる医療。」
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在宅医療とは

訪問診療：医師が定期的に自宅に診療に行くこと

（例：毎月第2月曜日、毎週水曜日など）

往診：患者側からの要望に応じて、臨時で自宅に

診療に行くこと

（例：熱が出たので来て欲しい）
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在宅医療とは

・訪問診療 ・訪問薬剤指導

・訪問看護 ・訪問栄養指導

・訪問歯科

・診療訪問リハビリテーション
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在宅医療の対象者

在宅で療養を行っている患者であって

疾病、傷病のために通院による療養が

困難な者
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例えば・・・

・高齢で筋力が低下し、家族が病院に連れて行くのも
難しい方

・認知症があり、通院に強い抵抗を示される方

・腰椎の骨折をきっかけに自力での通院が困難となった
独り身の方

・夫が付き添ってなんとか通院していたが、その夫が亡
くなり通院ができなくなった方

・車椅子で通院していたが、病状の進行に伴い車椅子へ
の移乗が困難となった方 など

39



本当は元気な時から・・・

『人 生 会 議』

ご存知ですか？ ？

ＡＣＰ

アドバンス・ケア・プランニング
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もしもの時のために

『人 生 会 議』

＝

ＡＣＰ

どう生きたいか

もしもの時のために

どこで暮らしたいか
どう暮らしたいか
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ご清聴ありがとうございました
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