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平成 29年度 第２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 11月 29日（水）午後７時 00分から８時 40分まで 

２ 会 場 三条市役所第二庁舎 101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、難波委員、五十嵐委員、小田委員、佐藤委員、小柳委員、瀬水委員、

渡辺委員 

(2) 欠席委員 

 西潟委員 

(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) 平成 29年度の在宅医療・介護連携推進の取組状況について   …資料１ 

 （質疑） 

  高徳オブザーバー  本日、燕市・弥彦村の在宅医療介護連携会議があり、新潟市の ICT

の取組について聞いた。利用者の同意を得にくい場合があるとのこ

とだが、新潟市は、特に誰が同意を取るか限定しておらず、医師の

場合もあるし、ケアマネジャーでもいいし、訪問看護でもいい。利

用者と関わりが深い人や、最初に関わる人が同意を得ている。その

人にとって関わりが深い職種があれば、その人たちにも利用開始の

権限を広げていくこともよいのではないか。 

  高齢介護課  ワーキングでの協議においても、関わりが深いケアマネジャーの

協力を得た方が良いだろうという意見は出た。検討していきたい。 

  馬場部会長  下田地区は、現在システムは入っているのか。 

  加藤コーディネーター  訪問看護事業所、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターに

導入した。 

  馬場部会長  在宅療養手帳は、医師が訪問すると記入しているが、タブレット

にはあまり入力しない。今後どのように利用していくのかによって、

医師にも伝えないといけない。 

高齢介護課  在宅療養手帳とひめさゆりネットで記録が二重になるというこ

とが指摘されている。在宅療養手帳は介護サービス利用者全員が利
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用しており、定着しているが、ひめさゆりネットはまだ全員が利用

しておらず、一部の事業所だけになっているため、併用している。

ひめさゆりネットのシールを手帳に貼ることで、システム利用者で

あることを示し、その場合は、在宅療養手帳への記入は利用者・家

族向けの内容に絞ってよいこととし、支援者間の情報共有内容は、

システムを活用していただくこととした。 

加藤コーディネーター  医師も同様に、家族に伝えたい内容は手帳に記入していただき、

支援者間でリアルタイムに共有したい内容は、システムに入力して

ほしい。 

馬場部会長  医師によっては、自分で血圧測定をしたりしているが、自分でシ

ステムに入力しているのか。 

加藤コーディネーター  現段階では、残念ながら医師はあまり入力していない。導入を拡

大してきたのはよいが、事業所に出向いての細かい部分の研修など

に手が回らない現状だが、必要だと感じている。 

馬場部会長  他の先進地、長岡市などでは医師は入力しているのか。 

加藤コーディネーター  長岡も三条と同様、拡大しているところである。新潟市もシステ

ムは導入したが、活用していない事業所も多いようで、そのような

事業所のフォローアップとして在宅医療推進センター職員が訪問

したり、事業所職員から医師会に来てもらったりして、質問に答え

るなどの体制を取っていると聞いた。使っていただくのがこれから

の課題である。 

 

(2) 第７期介護保険事業計画における在宅医療・介護連携推進の取組方針（案）

について                           …資料２ 

（質疑） 

  馬場部会長  各指標のデータは集めることができると思うが、本人の意識、ニ

ーズについてはどのようにデータを収集するのか。 

  地域包括ケア推進室長  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査について

は、３年に１回計画の策定に合わせて実施しており、その中に質問

項目を設定したり、市民向け啓発講演会等に出席した方から答えて

いただくなどで変化を捉えていこうと考えている。 

  馬場部会長  データとして、そのようなところに来た人の回答は、市民全体を

現しているのか。全体像を表すのは難しいが。 

  地域包括ケア推進室長  おっしゃるように、ニーズ調査については全数ではなく、サンプ

リング調査となっているため、その結果だけを持って判断すること

がよいのか悩ましいところであり、考える必要がある。 

  高齢介護課  今ほどの住民に対するニーズ調査だが、65 歳以上の方を対象に

5,000 人を抽出し、郵送による調査を実施している。それが、本日

配布した参考資料の５ページ以降である。 

  高齢介護課  指標の中の提供体制については、今ある事業所数等を調べれば分
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かるが、それが充足しているかどうかをどう判断するかは検討が必

要である。 

         成果指標として、在宅での看取り率は、在宅のサービス基盤が整

ったかどうかの指標にはなると思うが、一方では、施設での看取り

も進んでいく中で、どのように考えていけば良いか、どのようにな

ることを目指すのか、在宅での看取りだけを目指すのか迷うところ

である。 

  馬場部会長  基本的に、病院での看取りを減らし、在宅や施設の看取りを合わ

せて見ていけばよいのだろう。その選択は様々な状況によるため、

どうしても在宅で看取らなければいけないとは言えないだろう。 

  高齢介護課  施設での看取りを増やすための働き掛けをした方が良いのかど

うかによって、取組が変わってくる。 

  五十嵐委員  私どもの施設では既に看取りを実施している。結局慣れた所で最

期は見てもらいたいと思う。基本的には自宅での看取りの話をする

が、自宅で看取る方はいない。看取りのため施設に入所してくる人

もいない。ある程度元気なときに来て、自宅と施設を行き来しなが

ら、最期は衰えていって施設での看取りを希望するという方がほと

んどである。 

  郷委員    在宅医療を進めるのと在宅で看取るのはイコールではない。家族

にとっては厳しいところもある。「家で見られなくなったらいつで

も入院しましょう」という気楽な気持ちで在宅医療を進めていかな

いとうまくいかないのではないか。ただ、データを出していくのは

重要だと思う。 

  馬場部会長  少なくとも、会議の趣旨としては、在宅、施設、病院での看取り

の数を出していかなければいけないと思うが、施設での看取りまで

をアピールしていくかどうかは別ではないか。 

現実的には、施設は必然的に看取りをしているのだろう。よほど

予期しない急変で十分な説明ができないような場合は病院にお願

いするが、施設から病院へ入院し、看取るというのはあまりないの

ではないか。 

  羽生委員   個人的な感想だが、身内で、入所相談のときに看取りはどうする

かを聞かれ、私はできれば在宅で看取りたいと答えたが、お願いす

る立場からすると、施設も本人にとっての自宅、部屋は本人の部屋

であるという感覚がある。最後に家族が出向いて看取ってあげられ

れば、それは自宅での看取りと意味は同じではないか。徐々に施設

も自宅と同じように見ていただけるのはありがたいことである。 

  高齢介護課  居宅療養管理指導の件数について、在宅医療に関するサービスの

利用実績を見る指標として考えたときに、算定する人としない人が

いる。算定しなくても指導していると聞く。ただし、それを承知の

上で経過を見ていき比較することはできると思うが、それが全体像
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を表しているわけではない。どのように考えたらよいか。 

  横山委員   薬剤師について話をすると、二つある。ケアプランに位置付けら

れているものといないものがある。位置付けられていなくても、医

師、家族の合意があれば訪問できる。月４回まで算定できるが、５

回訪問するときもある。 

         かかりつけ薬剤師という制度もある。介護認定の非該当になった

ケースがかかりつけ薬剤師を選び、指導を受けている場合もあるた

め、介護だけを見て実施している、いないということは言えない。

また、会社の方針で訪問に出られないところもある。薬局といって

も、眼科や耳鼻科など、直接在宅医療に関わらない診療所に隣接す

る薬局もあるため、居宅療養管理指導の件数を一律に薬局の評価と

することは難しい。 

  馬場部会長  データは直接施設ごとに聞くのは大変ではないのか。 

  高齢介護課  施設ごとではなく、三条市全体の数の把握を考えていた。 

  高徳オブザーバー  三条市全体の数値については、既存の統計があるのか。 

  高齢介護課  介護保険の居宅療養管理指導全体の実績は分かるが、医師による

ものなのか、薬剤師か、栄養士か細かいところの内訳は分からない

かもしれない。今ほどの御意見をお聞きし、指標として使えないか

もしれないと思ったので、出せる数字かどうかも精査したい。 

  羽生委員   以前は、医療行為を伴った場合はなるべく診療報酬を請求するよ

う言われていた。それは分からないのか。 

  高齢介護課  訪問診療の実績で何のデータが出せるか確認する。 

  高徳オブザーバー  全数でないかもしれないが、傾向を追っていくことで増えている

か減っているかを見るのは有効ではないか。 

居宅療養管理指導の分野別には分からないかもしれないが、医師、

歯科医師等全体として増えているかどうかだけでも意味があるの

ではないか。 

 

(3) 入退院時の連携に関する取組について             …資料３ 

（質疑） 

鈴木委員   ルール作りは必要である。病院側からすれば地域のケアマネジャ

ーとの普段からの顔の見える関係づくりがされていればいいこと

だと思うが、急に退院となる場合もあるし、御家族等の事情もある。

ショートステイやデイサービスを利用する場合は、10日前までの連

絡でないとだめだとケースワーカーからの意見をもらったりして

いる。 

病院によっての違いもあるため、基本的なルールとしてはどうか。 

燕と同じにするかどうかだが、最初は三条市で考えてはどうか。 

池田委員   病院の体制、形態により違うと思うが、基本的なルールはあった

方がよいと思う。（アンケートで）ケアマネジャーからいろいろな
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意見が出てきたのは、ケアマネジャーが各病院の特徴や形態を知ら

ないということもあるのではないか。もう少しお互いに話し合い、

私たちも（病院のことを）分かってもらうようにする必要があると

思う。 

小田委員   各病院によって窓口は違うし、先般、多職種連携研修会で窓口一

覧を把握したところである。 

ただ、病院によって余りにも違いがあり、ケースによっての違い

もある。まずは基本的なルールを作って進めていくことにすれば、

対応しやすくなるので、是非お願いしたい。 

富永草野病院もそうなのだが、病棟の看護師への周知がなされて

いないことが課題である。相談員は分かっていても病棟看護師が分

かっていない場合がある。病棟と相談員との関係は病院によって体

制が違うが、ルール策定の検討メンバーに病棟看護師も含むかどう

かとあったが、自分としては可能であれば病棟看護師も出ていただ

ければ一番良いと思う。 

鈴木オブザーバー  燕市の資料の、「ケアマネジャーがいない場合」というのは、地

域包括支援センターが関わることになるケースだと思う。ケアマネ

ジャーがいる場合は、サービスが決まっている。サービスを変更す

る場合は病院とやり取りをしなければいけないため、ルールは必要

だと思う。 

何もサービスを使っていない、認定も受けていない方が入院した

場合、退院時に「在宅が難しい、サービスが必要だ」という判断を

病院側がしてくれないと、包括は全く分からない。そこのルールが

むしろ必要である。そのような場合の病院からの連絡は非常にばら

つきがあり、退院直前の連絡や、退院後に連絡がくることもある。

「退院した、福祉用具だけ紹介しておいたので後はお願いします」

というときもあった。最低限のルールは必要だと思う。 

馬場部会長  ケアマネジャーは、担当利用者が入院したとき、入院中に利用者

の情報を聞きに病院へ行くことはあるのか。 

小田委員   ある。在宅のことを見据えて動くため、早めに準備した方が良い

ときは行くし、家族と連絡を取り合ったり、行けない場合は相談員

に連絡し、状況を聞いたりする。 

馬場部会長  病院ごとに対応する人が違うとのことだが、看護師のこともある

し、それ以外のこともあるのか。 

小田委員   入院したという連絡は、病棟看護師からのこともあれば相談員か

らのこともある。家族からしか連絡が来ない場合もある。こちらが

持っていく情報提供書の提出先窓口も病院によって違う。 

池田委員   市内の各病院が退院支援加算を取り、窓口ができるなど変わって

きており、職員の人数の関係でまだ体制ができていないところもあ

るが、各病院が体制を強化しているところだと思う。ルールが整備
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されることで、それを指標として三条市の形として各病院がそれに

倣った基本を作ることができるのではないか。 

 

加藤コーディネーター  燕市は２病院だが、三条市は７病院あり、それぞれ違うため、統

一することは難しいと思うが、基本的なルールを作るほか、各病院

の体制を知ることも大事ではないかと感じている。 

       アンケートでは、約８割が三条市内の病院に入院し、三条市内の

病院から退院しているため、三条市のルールが必要なのではないか

と思う。三条市が燕市と一番違うところは、要介護と要支援の方の

割合が同じであったということである。ケアマネジャーが入院時に

行う情報提供について、要支援認定者の場合には加算が付かない。

その中でも一生懸命情報提供をしている現状がある。 

横山委員   むしろそちらの加算が付かない、介護になりそうな人についての

ルール作りをしないといけないのではないか。 

鈴木委員   済生会病院では、要支援か要介護か未申請かは関係なく、フロー

チャートに沿って対応しており、65歳以上はスクリーニングを実施

し、入院の連絡をする、連絡した日付を入れておくという仕組み作

りをしている。各病院の仕組み作りも必要だと思う。 

       在宅医療推進センターが中心となり研修を企画してくれている

が、そのようなところでケアマネジャーと病院職員の交流、勉強会

をすることで、仕組みは必然的に決まってくると思う。 

 

(4) 平成 29年度第３回多職種連携研修会について          …資料４ 

 (質疑) 

横山委員   各病院からの紹介について、１病院５分で足りるか。 

加藤コーディネーター  毎回グループワークが短いとの意見があるため、グループワーク

時間を軸に考えた。変更はできる。 

横山委員   全体の時間をもう少し長くしてもよいのではないか。 

加藤コーディネーター  12月にもう１度研修の事前打合せを行う予定である。 

池田委員   打合せで、ケアマネジャーに知ってもらいたい内容、こちらが知

りたい内容を話し合い、項目を決めて必要な時間を決めてはどうか。 

高徳オブザーバー  調整をしやすくするため、一方的に話すのは５分としておき、質

疑応答の時間を取っておいてはどうか。聞く側が質問できる時間も

取ることで、双方向となるのではないか。 

加藤コーディネーター  再度検討する。退院支援は一度では終わらず、来年度もテーマと

して継続したいと考えている。 

 

３ その他 

高齢介護課長 次回の会議は来年２月を予定している。テーマは平成 30 年度の

事業計画について御協議いただきたい。この時期には、在宅医療推
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進センターの機能強化について、ある程度方向感が見えてくると思

われるので、報告ができるのではないかと思う。 

羽生委員   この場を借りて皆さん専門家から御意見をお聞きしたい。 

歯科の在宅医療について、ケアマネジャーから、家族が日中不在

のケースの依頼を受けた。通常、初回はケアマネジャーと同行訪問

し状態を確認するし、全身状態は、主治医の先生からお聞きし資料

を基に訪問する。口腔治療では、麻酔治療もあり、一般の方でも緊

張するため、念のため酸素等を持参している。 

これまでは家族が立ち会った中での治療がほとんどで、どのよう

な処置をしたか、その後起こり得る予測などを説明しているが、第

三者が誰もおらず患者だけのところに行き治療する場合、その後の

フォローをどうしたらよいか。皆さんがそのような家庭に訪問した

ときどのような対応をしているのかお聞きしたい。 

今後、在宅を進めていくと、1 人で訪問した場合、高齢者だと極

端な話だが「物が無くなった」と言われることもあり得る。そのよ

うなことも考えなければいけない。何か御意見をいただければと思

う。皆さんは実際 1人で訪問することはあるか。 

小田委員   御家族への連絡は、緊急でない場合は在宅療養手帳を活用してい

る。 

佐藤委員   ヘルパーも妄想がある方への訪問はあるが、そのようなお宅には、

かばんを持ち込まないなどの配慮をする。あとは信頼関係である。 

馬場委員   家族には会うのか。 

羽生委員   事前にお会いして説明はしている。 

馬場委員   自分も同様のケースがある。処置をするときは、訪問看護に依頼

したりする。 

加藤コーディネーター  訪問看護が入っているのではないか。 

羽生委員   訪問看護とはお会いしていないが、このようなケースでひめさゆ

りネットが有効だと実感した。 

加藤コーディネーター  問い合わせていただければ、ひめさゆりネット登録者かどうか分

かるし、連携設定もできる。相談していただければと思う。 

横山委員   自分も認知症の方に訪問するが、家族には訪問時の報告を話すこ

とはある。 

高齢介護課  診療後に様子を見る必要がある場合、あらかじめ訪問診療予定時

間が分かっていれば、その後に訪問看護等を位置付けることは可能

か。 

難波委員   ケアマネジャーに言ってもらえばヘルパーや訪問看護が入れる。 

羽生委員   そのような連携をしていただけるとありがたい。 

  

 （午後８時 40分閉会） 

 


