
 

平成 28年度 第１回包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 28年７月 19日（火）午後１時 15分～２時 45分 

２ 会 場 三条市役所第２庁舎 301会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

中村委員、郷委員、羽生委員、横山委員、石附副会長、岩崎委員、玉木委員、峰

村委員、阿部委員、川瀬委員、鍋島委員、加藤委員、大平委員 

(2) 欠席委員 

 名古屋委員、山谷委員 

(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 

(4) 地域包括支援センター 

鈴木センター長、川井センター長、西丸センター長、小柳センター長 

(5) セカンドライフ応援ステーション 

 石黒コーディネーター 

(6) 在宅医療推進センター 

 武田コーディネーター、加藤コーディネーター 

(7) 事務局 

高齢介護課 佐藤課長 

地域包括ケア推進室 野水室長、渡邉主任、松平主任、本間主任、田口主事 

 

４ 事務局説明 

(1) 三条市の地域包括ケアシステム構築について 

(2) 在宅医療推進センターの設置について 

(3) 三条市包括ケア推進会議専門部会の設置について 

 

５ 意見交換 

  議題 「入退院時における医療・介護・生活支援の提供に関する課題と、各分野が協

働した対応策について」 

(1) グループ協議（2グループに分かれて意見交換を実施） 

（１グループ） 

峰村委員   介護事業所で喀痰吸引等の支援を受けづらいとのことだが、事業所の

受け入れ体制だけではなく、本人の健康状態にもよる。送迎時の体調変

化により受け入れられない場合もある。デイサービスで 1日過ごすだけ

の体力がないと難しい。 

羽生委員   体調変化や緊急時の医療側のサポート体制を構築するべきである。ま

た、どの医療機関が対応できるかを紹介するセンターも必要である。 

阿部委員   訪問看護では、急変時に誰に連絡をするか、誰が救急車に同乗するか



等、あらかじめ決めておく。決めておけば対応は簡単である。 

   在宅介護関係者は、医療関係者に対し、入院中の状況や退院がいつ頃

かなどの話を聞きにくいようで、病院からの連絡待ちになっている。早

めに退院調整をするためには、ケアマネジャーは待っているだけでなく、

連絡がほしいと病院側に伝えておくことが必要である。 

  岩崎委員   病院によっては、入院をすると連絡をくれるところがある。 

  西丸センター長  救急キットは知っているが、緊急連絡先が無く書けない、書きたくな

いという人もいる。仕方なく包括が連絡先になっているケースもある。

親族がいても対応したくない、連絡が取れない場合でも、病院は第三者

に説明をしたいからと、こちらに連絡が来る。 

退院調整が早めにできれば良いが、いずれ軽快するだろうと思われる

場合、急性期での要介護認定調査はできないため、認定結果が出るまで

1か月はかかる。 

骨折等でも三条市内で入院できなくなりつつあると感じる。新潟市等

に搬送されるが、結局入院できず、自宅に戻る場合もある。高齢者世帯

だと、市外までは行けないからと、救急搬送を断るケースもある。 

事務局    一人暮らしや介護者が高齢の場合、それまでなんとか生活できていて

も痛み等で動けなくなったときは、入院の適応ではなくても、在宅介護

サービスで全てがカバーできない場合がある。以前のように家族の状況

を考え、入院させてほしいといっても、できない。 

加藤コーディネーター  そうなると④と関係してくる。有料老人ホーム等で、低額で入れる施

設があるとよいが難しい。減免制度等もない。 

西丸センター長  先々のことを考え成年後見制度を考えても、手続きに費用がかかるこ

とや、「今元気なのに何故」とタブー視され、なかなか先に進めない。 

中村委員   ⑤について。補助人という後見制度の一番軽い制度がある。意思能力

がはっきりしているときに将来ビジョンを決め、「事実実験公正証書」

といって、例えば尊厳死を望みますか等、将来認知機能が低下し、意思

表示ができないときにどうしたいかを公正証書に記しておくもの。入院

時の通知者、葬儀の通知者、葬儀はどの程度にするか、残った財産は遺

言するかしないか等、一連のものを作成しておく。 

ただ、独居老人で通常の生活をしていていきなり緊急入院となると、

対応は難しい。 

  事務局    補助人を申請しようとしたきっかけは何か。 

中村委員   施設職員からの相談である。例えば財産を持っている方で、普通に会

話できるが完全には自分で対応できないため、怪しい契約を交わす危険

があるなど、診断すると補助程度だろうと思われるときに、意思能力が

十分あるうちに将来ビジョンを決めておく。 

ただし、司法書士と被補助人との間で契約を交わしても無理なので、

「事実実験公正証書」というものがある。遺言と違い安い。  

補助、保佐までは、先々のことを話し合って決めておける。遺言能力



があると判断される。診断書の費用はかかる。 

被対象者と亡くなった後のことについて話をすると、その人の考え方

が見えてくる。医療、介護で使えるか分からないが、いつまでも医療・

介護が続くわけではない、いずれは亡くなる。どの辺で終止符を打つの

か。「事実実験公正証書」は、尊厳死を謳っている。経管栄養での長生

きはしたくないのか等、いろいろ聞ける。「延命治療はいらない、高額

治療はいらない、自然死がいい、お墓は実家か夫の墓か」等、話が広が

っていく。終活ノートのようなもの。 

高徳オブザーバー  今は、職員が必要だと思ったときに相談につなげているが、そうでは

なく、例えば、介護保険の認定審査で、ある程度認知機能などのスクリ

ーニングをしているので、独居で親族がいない、認知がどの程度なのか

スクリーニングして後見制度をお勧めするなど、システム化してはどう

か。「このような状態の人には勧める」とすれば、「何故」と思われても、

「三条市では、このような方には皆さんにお勧めすることにしている」

と言いやすい。孤立する人は親族からも敬遠される。それをどうシステ

ムに乗せるか。 

加藤コーディネーター  「三条市全体で終活に取り組んでいる」とすると言い易い。 

後見制度は、包括は考えるが、ケアマネジャーはどうか。包括に相談

をしているか。 

  西丸センター長  元気な人からの相談はない。ケアマネジャーが関わって困ってきたと

きに相談に来る。 

石黒コーディネーター  全般的に、一般市民はこれらの話は分からない。関係機関だけで話を

していても、市民には浸透しない。このようなことをまとめて、市の方

針を打ち出し、勉強会があれば市民にも大事であることが分かってもら

える。終活に向けて考えてくれる人が増えるのではないか。 

   

 （２グループ） 

  横山委員   ⑤について。ある一定の年齢になると健康手帳が配られているが、そ

の活用や、お薬手帳等、現在、高齢者の手元にあるものを活用してはど

うか。 

  大平委員   65 歳以上の高齢者については、毎年高齢介護課から民生委員に対し

名簿が送られてくる。一人暮らしについては、緊急連絡先を調査して報

告することになっている。ただし期限はない。民生委員が一生懸命にな

り、連絡先に漏れがないようにしなければならない。自分からもまた話

をしておくが、市からも調査協力について全市一斉に声をかけていただ

いた方が、172 人の民生委員が一斉に動き出す。「漏れがあるところは

調査をして報告してください」と伝えてほしい。自分たちの仕事だと思

った。 

石附副会長  警察も調査をしており、ある程度把握していると思うが、そことの連

携は難しいのか。 



 事務局    連絡先の共有等の連携は図られていない。 

石附副会長  病院で連絡先が分からないと、市に連絡をするのか。 

事務局    病院から連絡が来れば、民生委員から調べてもらった高齢者台帳で緊

急連絡先を確認するが、必ずしも全員把握しているわけではない。 

武田コーディネーター  地域によって緊急連絡先を筒に入れ、冷蔵庫に入れておくという取組

をしているところがある。市内も一部の地域がそのような取組をしてい

ると聞いた。緊急連絡先の筒が冷蔵庫に入っていることを玄関に貼って

おけば、夜間、市に問合せをするよりも、救急隊がそれを確認して連絡

できるのではないか。 

大平委員   大崎地区では、民生委員が一人暮らしの方の緊急連絡先のカードを作

った。前高齢介護課長のときに一緒に作った。65 歳以上で体調が悪い

という方に作成し、住所、氏名、血液型、健康保険、かかりつけ医、緊

急連絡先最低 2人を記入し、冷蔵庫にマグネットで貼っている。筒はお

金がかかるため、ビニールのシートを使用している。どこの病院にかか

っているかが分かれば、そこに運ばれれば本人の情報は分かる。 

        病気になり運ばれたが、どこに連絡をしてよいか分からないという事

例があり、4日かかって判明した。そこで、テストケースとして大崎で

作成したもの。作るのはよいが、管理が大変で更新が面倒である。それ

でも 400～500枚は出ている。 

武田コーディネーター  地区単位で維持するのは大変だが、市全体で取り組めば有効なのでは

ないか。 

大平委員   本当は市が取り組んでほしい。 

加藤委員   八幡町でも実施している。筒に入れている。民生委員が一生懸命であ

る。 

武田コーディネーター  独自にいろいろなところで取り組んでおり、バラバラである。統一し

た方がよい。 

事務局    管理、情報の更新があるため、地域の民生委員の協力が必要である。 

大平委員   確かに、配布したはよいが、更新のタイミングが難しい。 

加藤委員   ②について。自分たちは、退院後の手伝いをよくする。病院や科にも

よるが、退院前に必ず病院の相談室で担当者会議を開いてくれるところ

があり、家族、ヘルパー、訪問看護等の役割分担ができ、助かる。自宅

を訪問し、退院後の導線を考え、ベッドの配置場所のアドバイスをして

くれるところもある。そのような対応がきちんとできていると、ヘルパ

ーとして入るとき楽でありがたい。そのようなことが全体で行き届くと

よい。 

石附副会長  今、病院の相談員は協力的で、退院前のカンファレンスをよくやって

くれる。 

鈴木委員   ケアマネジャーがいる人は連携できるが、サービスを受けるか受けな

いか分からない程度の方は、突然包括に連絡が来て、「今週退院で、認

定も受けていない」とか、家族から「医療相談室には相談していないが



心配だ」と相談が来る。入院患者全部を相談室が把握するのは難しいと

思う。退院してから連絡がきたこともあった。相談員というよりも、病

棟の看護師が必要と思うケースを相談室につなげる、院内の連携が必要

なのではないか。 

  郷会長    急病で入院してきて、すぐ治ってしまう、でも完全には治らず、家に

帰そうとすると一人暮らしで心配となると、うちは急性期病院のため早

く帰したいと思うが、そこから相談員が関わると時間がかかる。そこで、

退院許可が出てからではなく、入院のときから関われと言っている。入

院時はバタバタしており難しいが、やっていかなければならない。 

川瀬委員   病院では、リハビリ職が在宅での生活を考える役割なので、リハ職が

いるところは任せてもらえたらと思う。ケアマネジャーがいなくても、

自宅で自立した生活ができるのかを考え、リハビリ計画を立てるのがリ

ハ職である。ただ、ケアマネジャーが居ない場合に、包括に相談してよ

いということを、病院で働いているリハ職が認識しているかどうかが分

からない。そこの連絡を取っていけば、家族だけではなく包括に連絡を

すればいいということが分かるのではないか。 

鈴木センター長  リハ職が、包括に相談するよう家族に伝え、家族から連絡がきたケー

スがあった。相談ルートはそれでもよいのかもしれない。 

事務局    ケアマネジャーがついていない場合のルールがはっきりするとよい

のか。 

石附副会長   介護になりそうだと、ケアマネジャーに連絡が来るが、どちらにな

るか分からないと病院はどちらに連絡をしようか迷う。 

川瀬委員   医療保険で訪問リハの点数がある。継続の必要性は無くても、訪問し

在宅での環境をみるため、介護認定が出る前に訪問することはできない

のかと思う。 

  石附副会長  ③について。ヘルパーから、この 4月からゴミ出しの時間が 8時まで

となり、どんどん早くなっている。なんとかならないかと相談された。 

事務局    ゴミ出しは自治会ごとのルールもあるようだ。 

鈴木センター長  場所によって全然違う。本町が一番早い。 

加藤委員   自治会の理解があり、前日にヘルパーが籠を立て、ゴミを入れておい

てもよいという特別なルールにしてくれたところがあった。 

たすけあいネットワークでは、15分のポイントサービスを開始した。

今のところ依頼は 2件程度、ゴミ出しとゴミステーションの後片付けな

どである。 

石附副会長  できれば、有料であっても個別収集のシステムがあるとよい。 

大平委員   ゴミ袋は透明だが、透明にする規程はあるのか。近所に不自由だがな

んとかゴミを出している人がいる。いずれ手伝わなければならないと思

っているが、中が見えて嫌だと言われるのではないかと心配。まだ声か

けはしていない。 

事務局    大崎のように地域での見守りがあると在宅生活の調整がしやすいの



ではないか。 

石附副会長  ①について。医療処置が必要な人の受入れで、一番困るのは短期入所

である。短期間入所したいが、吸引が必要な人は受け入れてくれるとこ

ろがないのが現状である。夜間の吸引が対応できないと言われる。 

武田コーディネーター  吸引を実施する事業所でも、1日６回まで等、条件が付くところがあ

る。ALS等の難病の方は、レスパイト入院となる。この近辺では、難病

系は燕労災病院が受け入れている。ベッド数が限られているため、予約

をしてレスパイト入院に入る。老健の短期入所でもう少し受けてくれて

もよいのではないか。看護職がいるが、人数が少ないし、夜間の対応が

大変とのこと。施設が受け入れられるよう、看護・介護職が、医療処置

ができるスキルを身に付ける必要がある。 

石附副会長  介護職員対象の吸引の講習が混んでいて、順番が回ってくるまでなか

なか受講できない。1年に 1施設 1人くらい。もう少し機会を増やして

もらえるとよい。県が主催し、つばめ福祉会等が受けて研修を実施して

いる。枠が決まっているため、増やせないらしい。 

  事務局    介護側で医療処置がある人を受け入れる場合の問題点は何か。 

玉木委員   ヘルパーが不足している。若い人に入ってきてほしいが、条件が悪い

せいか、入ってこない。それが深刻。若い人は施設に就職する。これか

ら在宅医療が必要となっていき、訪問介護の役割が増えてきている割に

は、土台が解決されていない。65 歳以上のヘルパーも多い。その方々

に、さらに上の資格を取って、吸引の勉強をしてきてほしいと、負担は

かけられない。 

市や病院が、もう少し訪問介護にスポットを当ててもらい、必要とし

ている部門だということを盛り上げてほしい。人手不足が一番の問題。 

総合事業で資格がなくてもサービスができるため、ヘルパーの地位が

よくない方向に進んでいる。実際は利用者に密着した大切な仕事だが、

プロとして生活を支援していくという方向ではなく、困っているところ

の家事を手助けすると思われがち。 

このような実態から、医療の手伝いができるようレベルを上げていき

たいところだが、事業所内のヘルパー全員が吸引等を実施するのは難し

いのが現状であり、事業所内の数名のみが関わっているため、依頼があ

ったときに対応が難しい。 

吸引は訪問看護との連携があるので、訪問看護が関わってくれるのが

条件になってくる。 

武田コーディネーター  介護関係の学校が増え、そこで卒業と同時に吸引ができる資格を持っ

た人が増えたというイメージがあったが、そのような方は施設に就職し、

訪問介護には来ていないということか。生活を支える、というのは、経

験のない若い人には難しいかもしれない。 

  加藤委員   自分たちも吸引が必要な人がいた場合、研修に行き、そういうヘルパ

ーを作っていかなければいけないという方向である。 



たまたま、会に看護師だった会員が何人かいるため、その人たちに率先

して訪問してもらっている。看護師で、子育て等で現場から離れている

人から地域の活動に参加してもらえないか。 

鈴木センター長  総合事業開始で生活援助が増えている。身体介護が重要だが、要の部

分を担う人がいない。 

  事務局    今は生活支援もヘルパーがやっているが、総合事業の生活支援の部分

に資格がない人を雇うのは難しいのか。基準を緩和し、そのような制度

にしたのは、ヘルパーが身体介護に集中できるようにするというねらい

があったのだが、その辺はどうか。 

玉木委員   職安に求人を出しているが、職安ではなく違うところに募集をかける

べきなのかと思う。訪問介護のイメージが、家事援助ができないとだめ

というイメージがあるのか。生活全体をみていかなければいけないため、

資格があれば一番だが、なくても是非やってみたいという人がいればよ

いが、募集しても来ないのが現状。 

加藤委員   ハローワークに出したり、広告を出したりするが、簡単には増えない。

資格がなくてもヘルパー2級を取りに行ってもらい、意欲がある人には

介護福祉士を取ってもらう等、専門的な方向に進んでもらう。それを常

にやっていかなければだめ、常に人を入れていかなければだめだという

ことが、ここ数年でよく分かった。のんびりしていてはだめだ。 

石附副会長  社協もヘルパーは登録が中心だが、ずっと募集しているがなかなか来

ず、70歳を過ぎて働いている人もいる。施設も足りているかというと、

足りていない。施設に聞くと、吸引ができる人を入所担当に集めている

ため、入所者の夜間吸引は対応できるが、短期入所はできないと言われ

る。 

加藤委員   市独自で、各施設にもう 1人看護師を雇うという制度を設け、予算を

付けてもらうのはどうか。短期入所でどなたでも対応できるとなれば、

在宅で看取ろうという人はもっと増えると思う。 

川瀬委員   三条市で、横断的な看護師のチームを作るというのはどうか。患者の

情報を得るのが大変だが。 

武田コーディネーター  そのようなときに ICTを活用できる。 

石附副会長  ICTは、使いこなせば情報が集まってよいと思う。 

川井センター長  ICTについて、これだけ包括ケアシステムと言われていても、包括は

一切関わりがない。いつになったら回ってくるのかと思っているが、そ

れでよいのか。 

包括が関わる人で、自宅に戻る際にお金がなく、行き先がない人が困

る。看取りと同じくらい住まいもなんとかならないか。お金がかからず、

自宅ではない別な住まいで。 

鈴木センター長  家族が同居しない人が増える。重度になると 1人か 2人での在宅生活

は無理。そのような人が入院し退院するときに行くところがない。かと

いってお金がない。 



事務局    ④の課題になるが、これからどのような住まいがあるとよいか。 

川井センター長  如法寺団地で、NPO法人が 1件家を借り上げ、格安で１階と２階で共

有していると聞いた。 

鈴木センター長  空き家を使った知的障がい者のグループホームが 10 戸近くある。管

理者が１人いて、そこから作業所に通う。高齢者も同じようにできると

よい。そこに３人居れば、ケアマネジャーが３人を担当し、ヘルパーは

全員に支援する、デイサービスも３人一緒に行くなどができる。 

武田コーディネーター  ICTについて、包括が入っていないというのは、訪問看護の緊急対応

が必要な人から導入しているため、タブレットの台数制限があり入って

いない。訪問看護の全利用者に活用することとし、現在広げている。 

  事務局    いろいろ出たが、次回以降特に検討したいところはどこか。 

石附副会長、武田コーディネーター  ⑤が具体的になりそうなのではないか。 

大平委員   民生委員は全市に広がっているため、自分の担当地区をきちんとこな

していけば、必然的に緊急連絡先は全部分かるはずである。民生委員が

調べたものは、高齢介護課へ届けてあるので、高齢介護課で分かる。 

緊急連絡先を調べて高齢介護課へ提出する、ということを徹底するよ

うに、私から民生委員に通知を出したい。 

横山委員   高齢介護課が持っている情報を、消防と共有しておけば、市に連絡を

しなくてもよくなるのではないか。 

武田コーディネーター  高齢介護課は夜間休日もつながるのか。 

  事務局    夜間休日も、連絡が来れば高齢者台帳を調べに来る。 

石附副会長  緊急連絡先が冷蔵庫にあると消防も分かれば、それをもって病院に行

ける。一番手っ取り早い。 

大平委員   後で様式を高齢介護課へ持って行く。他地区のものもあるから、どれ

がよいのか考え、市が全市に広めてほしい。 

石附副会長  それがあれば、ケアマネジャーが入ったときも、いちいち確認しなく

てもよい。 

鈴木センター長  ケアマネジャーなど支援者が入っているケースは、関わりながら管理

するのがよいのではないか。 

大平委員   必要最低限で、全員同じものを使用できるとよい。 

武田コーディネーター  予算をかけずに広められれば。 

大平委員   印刷代等で、１枚 22 円程度だった。大崎地区民生委員の会費を使っ

ている。市がやり、全地域が同じシステムであれば、安心できる。もう

できそうである。 

 

(2) 各グループから出た意見の発表 

 

(3) まとめ 

（郷会長） 

今年度中に取り組めそうないい案もあったし、なかなか難しいものもある。引き



続き皆さんで話し合っていきたい。 

医者が不足しているからといって、他から連れてくるというのは難しい。医療人

も地産地消、この地域から生んでいかなければいけない。お子さん、お孫さんに、

医療・介護職に就くよう協力していただきたい。中学・高校に対し、医療・介護は

やりがいがある仕事だとアピールしていきたい。 

 

６ その他（事務局説明） 

  平成 28年度からの包括ケア推進会議予定について説明 

  今年度このテーマであと２回開催する。事務局で出た意見を整理し、次回９月頃に

日程調整をさせていただきたい。その間に部会を実施する。 

  

 （午後２時 45分閉会） 

 


