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平成 29年度 第１回包括ケア推進会議在宅医療・介護連携検討部会 会議録 

 

１ 日 時 平成 29年７月 25日（火）午後７時 00分から８時 20分まで 

２ 会 場 三条市役所第二庁舎 301会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

郷委員、馬場委員、羽生委員、横山委員、佐野委員、池田委員、南雲委員、

鈴木委員、西潟委員、難波委員、五十嵐委員、佐藤委員、小柳委員、瀬水委員、

渡辺委員 

(2) 欠席委員 

 小田委員 

(3) オブザーバー 

三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 高徳課長 

地域包括支援センター嵐北 鈴木センター長 

(4) 事務局 

在宅医療推進センター 加藤コーディネーター、西田コーディネーター 

高齢介護課 佐藤課長 

地域包括ケア推進室 野水室長、渡辺主査、渡邉主任、松平主任、本間主任 

 

４ 議題 

(1) 部会長の選任について                   …資料１ 

    馬場委員を部会長に選任 

 

(2) 在宅医療・介護連携推進に向けた取組の実施状況及び平成 29年度の取組案につ

いて                             …資料２ 

（質疑） 

横山委員   ８ページ目の平成 29年度の取組（案）での市民向け周知につい

て、掲示物、チラシも含めて、地元の新聞やメディア、FM を使い

定期的に入れ込むなど、早目の取組が良いと思う。 

馬場部会長  ７ページの「これまでの取組」についてのアンケートで、17％

が「連携が進んだと思わなかった」となっているが、理由は何か。 

加藤コーディネーター  アンケートの「思わない」の選択肢に自由記載欄を設けなかっ

たため、理由まで把握していない。しかし、統計を取ってみて分

かったのは、「思わない」と回答した人は、多職種連携研修会に

参加していない人がほとんどだった。 

馬場部会長  ひめさゆりネットの問題、費用の問題など以前からの課題だが

どうか。 

加藤コーディネーター  平成30年度末までは公費補助があり事業所負担がないことは確

定しているが、それ以降については公費補助があるか確定してい
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ない。これに関しても、皆さんからアンケートをいただいて、毎

月の利用料が 1,000 円以内なら良い等、様々な意見をいただてい

るので、業者には話をしている。今後についても、８ページにあ

るワーキンググループのメンバーと話を進め、料金に見合ったシ

ステムを作っていくなど話し合っていきたいと考えている。 

高徳オブザーバー  ワーキンググループメンバー案について、今後障がい福祉分野

に広げるということであれば、この時点で障がい福祉の事業所を

入れてはどうか。今後、法改正があり、障がいと介護が相互に乗

り入れてサービスを提供するという流れがあるので、ここからメ

ンバーに加わっていただくと、先々システムを拡大していくに当

たっての力になってくれるのではないか。最初から巻き込んでお

いたほうがいいのではないか。ワーキンググループメンバーとい

うことが難しいのであれば、オブザーバーとして障がい福祉分野

の意見も聞けるような形にするとよいと思う。 

高齢介護課  検討したい。それ以外のメンバー構成案はいかがか。 

加藤コーディネーター  去年４月にモデル事業から本事業になり１年間運用していると

ころであるが、色々な課題がそれぞれの事業所から上がってきて

いる。そこで、最初は今活用している人たちから課題を出してい

ただきたいため、訪問看護事業所を中心に訪問介護事業所、ケア

マネジャー、薬局、後方支援病院などシステムが分かる事業所か

ら意見を聞きたい。なるべく早めにそのメンバーを決めてもらえ

れば、課題も速やかに解決できるのではないかと考えている。部

会メンバーは、実際システムを使っている人だと思うので、部会

の中からメンバーを決め、１回話し合いを持ちたいと思っている

がいかがか。 

羽生委員   内容を知っている人でないとだめか。 

加藤コーディネーター  実際使っている人に出てきてもらいたい。資料にある団体から

メンバーを選出してもらってもよいと思う。 

ひとまず、１回目は部会委員から出席していただき、その後、

次から誰が出るか各団体でメンバーを選出していくというのはい

かがか。早い時期には行いたいと思っている。詳細が決まったら、

部会メンバーに御案内を差し上げるということでよいか。 

（一同、了承） 

加藤コーディネーター  ありがとうございます。では、この案のとおり、第 1 回目は部

会の委員に出席していただき、それ以降については、団体が選出

したシステムを熟知している人、意見が出せる方にお願いしたい。 

鈴木オブザーバー  先ほど救急医療情報カードの説明があったが、私たちが訪問に

行くと冷蔵庫に貼ってあり、とても良いことだと思う。 

それに関連して、先週地域住民の方が警察に通報した案件があ

った。概要は、一人暮らしの高齢者で、夜になっても電気が点か
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ない、回覧板が回ってこない、郵便物がたまっているということ

で、夜だったが警察に通報したもの。 

そこで民生委員と警察官が行き、鍵が掛かっていたのでサッシ

を割って中に入ったが誰も居なかった。テーブルの上に某病院の

領収書があったので、夜９時頃その病院に電話をしたところ、そ

の病院に入院していることが分かった。個人情報ということで病

院側はすぐ教えてはくれなかったらしいが、警察が緊急を要して

いるということでお願いしたところ、入院していることを教えて

くれた。 

亡くなっていたわけではなかったので良かったが、実際このよ

うなケースが年に何回かあり、ケアマネジャーの関わりや、近所

との付き合いがある人は、入院したとかショートステイを利用中

とかどこに行ったか分かるのだが、この方は全く近所とのつなが

りが無く、民生委員が訪問しても「用事はありません」と、人と

のつながりを避けていた人だった。救急搬送されると、消防から

市に連絡があるが、通常の診療で入院してしまうと誰も気付かな

いまま居なくなってしまう。 

たまに民生委員から、高齢者が不在なので調べてもらえないか

と言われることがある。しかし私たちも調べる範囲が決まってい

て、ケアマネジャーがいればそこに聞くことが出来るが、それ以

外は調べようがない。片っ端から病院に電話を架けるわけにもい

かない。どういうシステムがあるとよいのか。警察とも話したが、

警察も困るから何らかのシステムがあるといい、課題であると言

っていた。 

この方は、1か月前から入院していることがやっと分かった。新

聞を取っていなかったし、近所との付き合いがなかったから分か

るまで時間が掛かった。こういった場合に、例えば市に情報が行

くようなルールみたいなものがあればよいのではないかと、今回

つくづく思った。 

警察がガラスを割って中に入ったが、警察から防犯上ガラスを

早く直すように言われている。しかし、その修理費用については、

警察では出せない、包括や市、地域で考えてくれと言われた。あ

とは、本人に負担させてくれと言われた。それには驚いた。こう

いう課題が出たので、医療関係の仕事をされている方々はどのよ

うに考えているのか御意見を聞かせてもらいたい。 

池田委員   今言われたようなことは、私も何度か経験した。ただ、個人情

報はあるとは思うが事情を言ってもらえれば、何が優先かで判断

し、病院としても情報提供はしている。病院としては、まずは家

族に連絡をする。そこのところは安易には広げられないところで

はある。ただ緊急性がある等、重要な内容を言ってもらえれば、
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こちらとしても上司と検討して情報提供はできる。 

鈴木オブザーバー  居ないことが分かった時点ではそのような対応だろうが、それ

は自宅に行くまで分からない。一人暮らしの方が入院した場合、

入院した時点で、ケアマネジャーがいない人についてこちらから

病院に聞くのではなく、病院から役所に情報を渡すというのは難

しいか。 

池田委員   一人暮らしで近所とつながっているかどうかなど、病院は状況

が分からないので、まずは家族への連絡が優先となり、身内を捜

すということになる。その際、こちらも情報がないときは聞いた

りする場合もあるが、市役所に聞くと逆に断られる可能性があり、

包括に聞いたりしている。お互いにそういう感じではないのかな

と思う。 

羽生委員   例えば、個人の家の中に貼ってある個人の医療情報について、

各地区に住んでいる一人暮らしの人の状況をできるだけ把握する

ということで、常に通院している主治医等のデータを、教えても

らえる人だけでもリスト化し把握しておくことはできないのか。

尐しでもそのデータベースができれば、何かあった時にまずはそ

こを当たってみるということができるのではないか。それを許可

してもらえる人だけでも尐しずつ始めてみたら把握できるのでは

ないか。 

鈴木オブザーバー  今回の方は民生委員が行っても「関係ありませんから、用はな

いです。」と情報も全く取れない方だった。今考えると、そうい

う人は結構いる。誰とも関係を持ちたくない人、特に男性が多い

が、そこから民生委員が緊急連絡先を聞き出すことがあるが、な

かなか情報収集が難しい。民生委員の負担も大きい。しかし、そ

れができれば一番良い。 

横山委員   入院をして意識がある場合は、氏名、住所の確認をして病院が

記録を作ると思うが、そこに「関係者に情報提供をさせていただ

く」と同意をいただけるのであれば、関係機関につなげればいい

と思う。 

実際うちの薬局でもあったが、アパートで一人暮らし、誰とも

関わりを持たない、病気をしてたまたまうちに来て顔見知りにな

ったが、そういう人は結構いる。何かしらのやり方でデータベー

ス化して関係者がいつでも見れるような体制を構築しておかない

と、その都度その都度、難儀な思いをするのは現場の皆さんだと

思う。 

馬場部会長  私は、個人的には賛成ではない。その人は普段から自分で受診

していて、救急ではなく自分で受診をして入院をした。病院側か

らすれば、認知症があるとか問題があればその時点で家族なり外

部の人に連絡をする。 
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このような人はたまにいるが、その人はそうやって生きている

わけで、周りがそんなに手を出す必要があるのか。その人のため

に全ての人の情報を誰かが統括するというのは、社会全体的な流

れのようだけれども、全体を救おうというのはそもそも無理だし、

個人の考え方もあると思う。私はどちらかというとそちら側の人

間なので、触ってほしくない。そういうシステムを作っても、最

終的には本人の同意が必要なのだからそこまで入り込んでその人

の同意が得られるとはとても思えない。結局上がって来るのは、

救急医療情報カードのようなものをきちんと書いている人だし、

ケアマネジャーがいる人であり、大変な思いをしてシステムを作

る割には、余り効果はない気がする。確かに大変だとは思うし、

そういうケースに会った時、非常に不幸な場合に立ち会うことも

あると思うが、それはそれでしょうがない気がする。 

羽生委員   先生が言うように、中にはどんなにやっても外れる人はいる。

しかし、将来 10年、20年先のことを考えると、理解してくれる人

だけでも登録してもらうというのはどうか。それにはまらない人

はしょうがない。ただ、できる人だけでもそれをやっておけば、

将来は楽にはなるかもしれない。でも全体の管理は難しい。 

高徳オブザーバー  全員の管理というのは難しいと思う。既存のシステムとのつな

がりを考えたとき、民生委員は要援護者リストを持っているのか。 

高齢介護課長 災害関係の要援護者リストは、民生委員、自治会が持っている。 

高徳オブザーバー  例えば、そういう名簿の中には、かかりつけ医等の情報は入っ

ているのか。 

高齢介護課長 かかりつけ医情報は入っていない。災害の要援護者名簿には緊

急連絡先も入っていない。 

高徳オブザーバー  今回のようなリスクが高そうな人が要援護者なわけだから、ま

ずは要援護者リストの中で、情報を共有してもいいという人につ

いて、緊急連絡先等の有益な情報を登録し、名簿の中身を充実さ

せてはどうか。そういうものがあれば、その人が要援護者名簿の

中に入っていたら、緊急連絡先が分かり、そこに連絡して確認す

ることができたかもしれない。全員は難しいかもしれないが、リ

スクの高い人について、基本的には同意した人について現在の情

報を広げるというのはいかがか。 

郷委員    要援護者は、絶対連絡は取れるはず。先ほどの事例は誰も関わ

っていない人なので、とにかく緊急連絡先だけを聞いておけばよ

い。うちの町内は、要援護者だけでなく全員が緊急連絡先を組長

や班長に伝えてある。個人個人で緊急連絡先を提出するしかない。 

鈴木オブザーバー  今回、緊急連絡先は分かっていて連絡もした。警察も把握して

いて連絡をした。今回はたまたま時間的な問題で電話に出なくて

分からなかったという状況だった。また、居ないことが分かるま
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でに時間が掛かった。どうしても緊急連絡先がないとか、緊急連

絡先が民生委員という人、身内とは全く関係を持たないという人

も結構いる。 

郷委員    入院したときに病院から情報を発信するのは不可能である。 

 

(3) ICTを活用した情報ネットワークシステムに関する運用規程修正案について 

…資料３ 

（質疑） 

馬場部会長  ７条を削ったのはなぜか。 

加藤コーディネーター  今後システムを拡大していくというところから、余り細かくしな

い方がよいのではないかということでこのようにした。三条市内と

限定しているが、今後、二次医療圏で広がる可能性も含め、また、

救急隊にもこのシステムを導入したいという意見もあったため、医

療・介護・行政職員とした。 

高徳オブザーバー  ここで障がい福祉系の人たちを、医療・介護・行政の中で読める

か。 

加藤コーディネーター  福祉も入れたいと思う。「医療・介護・福祉・行政」とする。 

池田委員   使用料について、長岡のフェニックスネットの話を聞いた。三条

地区より 10 倍くらいの数を運用し、費用は市が出しているので負

担はないと聞いた。同じようなシステムを使って、長岡は先駆けて

運用が回っており、各利用者からの負担がないと聞いたが、三条市

としてはどうなのか。 

高齢介護課  長岡市も三条市と同様で、市が介護保険とは違う財源で負担して

いる。このシステムの費用は、介護の保険料等を使うことが出来な

いので、三条市でも市の一般会計から補助を出して運用しており、

現段階では、費用の負担はない。長岡市が今後も引き続き市の負担

になるのかどうかは、こちらでは把握していない。 

池田委員   長岡市が今後どうなるかは分からないが、ちゃんと運用されてい

ると聞いたので、その後のところを聞きたい。 

高齢介護課長 長岡市と同じように三条市も一部支援をしているが、これが一生

続くかというと、長岡市も三条市も分からない。これから拡大して

いくには情報共有ということのほか、業務の効率化としても、ICT

を活用すると楽になるというメリットを広めていかなければいけ

ないと思っている。また、加入者が増えれば増えるほど長岡市や三

条市の負担も大きくなっていくので、そこがお互い悩みどころでは

ある。 

 

 

(4) 平成 29年度第２回多職種連携研修会開催要領（案）について  …資料４ 

質疑なし 
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６ その他（事務局説明） 

  次回開催について。10月頃を予定 

内容は、来年度から始まる介護保険事業計画の基本的な部分が整理できてくるた

め、在宅医療・介護連携について提案できればと思う。 

日程については、部会長と相談し決定する。 

  

 （午後８時 20分閉会） 

 


