
1 

 

 

平成 28年度 第２回三条市包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 28年９月 30日（金）午後７時から８時 25分まで 

２ 会 場 三条市役所本庁舎大会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

中村委員、郷委員（会長）、羽生委員、横山委員、石附委員（副会長）、岩崎委員、

玉木委員、峰村委員、阿部委員、川瀬委員、名古屋委員、鍋島委員、加藤委員、 

山谷委員、大平委員 

(2) 欠席委員 

 なし 

(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 課長 高徳幸男 

(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、佐藤管理

者 

(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 報告 

(1) 地域包括ケアシステム構築に向けた取組の進捗状況について     …資料１ 

 

 質疑 

 郷会長    認知症による徘徊高齢者はどのくらいいるのか。ステッカーはどのくら

い配布するのか。 

 事務局    今年度の配布は、50 件を見込んでいる。事前に地域包括支援センター

やケアマネジャーに、担当利用者のうち徘徊するおそれがある高齢者の数

を調査し、その件数に基づいたものである。現在まで 10 人の申請があっ

た。 

 横山委員   資料１の２ページ目、認知症初期集中支援チームの概要、構成メンバー

はどのようになっているのか。意見聴取会ではどのような検討がなされて

いるのか。 

 事務局    認知症地域支援推進員が各地域包括支援センターと認知症疾患医療セ

ンターに配置されている。また、認知症サポート医を川瀬神経内科クリニ

ックの川瀬院長と坪井内科医院の坪井院長にお願いしており、認知症ケア
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サポート検討部会で、医療と介護の専門職から検討していただいている。

どのようなチームを作っていけばよいか、細かい部分については、意見聴

取会で他市町村の実態を踏まえながら、三条市でできそうなやり方につい

て検討している。 

現段階では、認知症初期集中支援チームのメンバーの職種として、医療

的な判断ができる看護職、認知症の日々の専門的なケアに対応できる認知

症の知識がある介護福祉士、薬の管理のための薬剤師、リハビリ専門職、

精神保健福祉士という意見が出ている。 

相談が入る窓口は地域包括支援センターであるため、チームと地域包括

支援センターが一緒に動く、そこにサポート医が加わる形を考えている。

具体の人選はまだ行っていない。 

川瀬委員   地域ケア会議は各地域いろいろあり、参集者も地域によって違う。テー

マの決定と、参集者はどのような経緯で決定するのか。 

事務局    地域包括支援センターが日々の個別ケアを通じ、地域に共通する課題で

あると判断したものを吸い上げ、ケア会議を開催している。 

参集者は、そのテーマを検討するに当たり誰から意見を聞けばよいかを

各地域包括支援センターで考え、声を掛けている。 

 川瀬委員   今後の実施回数はどうか。 

 事務局    目標を決めており、地域の課題解決以外に関係者のネットワーク作りと

いう目的もあるため、各圏域で１回は必ず開催することとしている。自治

会長や民生委員にも入ってもらい、顔の見える関係作りを推進したいこと

から、できれば小学校区単位での開催を目標としている。 

 

(2) 救急医療情報カード（仮称）の配布案について           …資料２ 

 質疑 

 

 大平委員   市全体でカードを作成してくれて、ありがたいと思っている。 

        一番下の本人の自署又は押印の欄であるが、字を書けない人がいる。人

口は減っているが世帯数は増えており、高齢者が一人暮らしになるケース

が多くなり、家族から印鑑を持たされていないケースもあることから、自

署又は押印が問題になるのではないか。そのときどうするか。この場合、

医療機関が救急医療に活用するのだから、個人情報保護法の例外である

「生命財産を守るためには、承諾をとらなくてもよい」という項目に当た

るはず。緊急時であるため、個人情報保護法の対象外として扱ってよいの

ではないか。 

 高徳オブザーバー  個人情報保護法で、生命財産を守るためであれば法の適用除外となるの

で、自署を無くし、この情報を使う目的を書いておけばよいのではないか。

例えば「この情報は救急隊員と搬送先の医療機関が、救急医療に活用する

ためのものです。それ以外には利用しないでください」等を明記し、その

目的のために使用するのであれば、個人情報保護法の適用除外になるので、
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自署がなくても大丈夫ではないか。同じ情報を別の目的で利用することは

できないため、「それ以外には利用しないでください」と記載し、目的外

使用をしないようにすることも一案ではないか。 

事務局    個人情報について役所の組織にも担当部署があるので、担当と相談をし

ていきたい。また、場合によっては情報公開・個人情報保護審議会にも諮

っていきたい。 

羽生委員   75 歳以上の人に配るとのことだが、受け取る側のレベルもどのくらい

か分からない。中には署名が嫌だという方もいるだろうし、将来、何年か

後には分からなくなるだろうから署名がなくてもてやってほしいという

方もいるし、一括して署名なしでできるような形を模索してもらえたらと

思う。 

郷会長    「救急隊員や医師に伝えたいこと」とあるが、意識がなく救急搬送され

れば間違いなく治療が始まり、心臓マッサージ等される。救命救急の処置

は不要、静かに看取ってほしいと思っている方もいる。自署をするのは面

倒なので、救命処置が要・不要等、〇を付けてもらえれば救急隊も助かる

し、運ばれた病院も助かる。具体的に書いてもらえればありがたい。難し

いと思うが。 

高徳オブザーバー  尊厳死はとても大事であると思う。今の提案に当たり、その部分だけは

署名欄が必要だと思う。記名押印でよいのか分からないが、意思確認が必

要。全体として情報を使うことには署名は不要だが、救命処置をする・し

ないの希望については、特別に書き入れるような工夫が必要なのかもしれ

ない。全体としては、個人情報に関しては簡単な方がよいが、意思確認の

部分は工夫が必要である。 

 

５ 意見交換 

議題「高齢者が地域で暮らし続けるための、病院と介護事業所における切れ目のない

支援に向けた連携の在り方について」 

…資料３ 

(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） 

 川瀬委員  訪問リハビリの立場からだが、例えば本当は自分で入浴できるレベルの

人なのに、ケアマネジャーが本人の希望を聞きデイサービスを利用させる

こともあり、もったいないと感じる。軽症の場合は、入院中にリハビリが

関わらないことから残存機能が十分把握できなかったのかもしれないが、

訪問リハビリが入り、家で入浴できるようになる仕組みがあるのにもった

いない。 

郷会長   施設から入院し、治療して帰すときに吸引や尿道留置カテーテルが入っ

ていて膀胱洗浄等の処置が必要になると、入所していた施設に戻そうとし

ても対応できないと言われ、他を探さざるを得なくなり、更に入院が延び

るということがあった。 
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岩崎委員  入院すると、病院からの連絡があったりなかったりする。家族からはも

ちろん連絡があるが、１か月以上連絡が入らない場合がある。 

   これからリハビリをする、いつまで入院するのか等の情報があれば、い

つ頃家に戻りそうかを踏まえ、調整が可能になる。 

小柳センター長 入院したときにケアマネジャーから病院に提供する情報を記載する様

式が統一されておらず、病院側としては困るのではないか。統一されたも

のがあれば連携がスムーズにいくのではないかと思う。 

病院に地域連携室があればよいが、直接病棟看護師長が担当だったり、

そうかと思えば看護師から連絡があったりして迷うケースがある。 

地域包括支援センターは要支援認定者の担当だが、歩行器や杖が必要だ

と福祉用具利用のタイミングが難しいケースもある。 

事務局   入院中に、リハビリ等で在宅に帰るに当たっての評価をしてもらえると

よいのか。 

小柳センター長 最近はリハビリ職から電話がきて、連携が取れていると感じている。 

川井センター長 地域包括支援センターの立場から、病院側の、在宅に戻す際にどこかに

つないでおきたいという思いを感じる。これまで関わりのない新規の相談

が増えている。地域包括支援センターが、相談窓口であるということの周

知が進んできたということだと思うが、家族と病院の話合いがないままに

病院から地域包括支援センターに直接連絡があると、もう一度家族と病院

の話に戻さないといけない場合があり難しい。 

山井委員  人から聞いた話だが、病院で治療を受け回復すると退院させられ、施設

に入ることを余儀なくされる場合、大変家族は苦労すると聞いたことがあ

るが、今はそのようなことはないのか。順番待ちとか。 

事務局   今も同じである。 

峰村委員  デイサービスでは、病院と直接というよりもケアマネジャーを通して連

絡をもらう。とりあえず入院になったという報告だけで終わり、１か月以

上過ぎる人もいれば、こまめに連絡をくれる人もいて様々である。退院前、

病院でカンファレンスをするときに呼んでもらい参加したこともあるし、

気付いたら退院していたこともあり、急にサービスを再開すると言われる

ことがあるが、事前に連絡があるとよい。 

入院中に状態が変わり、例えば歩けていた人が車いすになると、デイサ

ービスの受入れ以前に家の環境設定も重要になる。退院が分かったら早め

に連絡してほしい。病院側から言うのか、ケアマネジャーから言うのか、

デイサービスから「そろそろ退院か」と聞くのがよいのか、順番が分から

ないが。正直１か月以上連絡がない人は、もう利用する気がないのかと思

う。悩んでいるより、こちらがケアマネジャーに連絡をして、いつ退院す

るのか、退院したらデイサービスを再開したいのかを聞けばいいのかもし

れない。 

事務局   医療保険における退院支援のスピードと、介護保険における要介護認定

等の対応スピードが違うと前から言われているが、済生会はどのような対
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応をしているか。 

郷会長   来年の４月から本格的に動き出すが、入院したところから退院支援を始

めることを目的に、ケアマネジャーがいれば最初からケアマネジャーに入

ってもらい、済生会の医療ソーシャルワーカー、看護師、リハビリ職、栄

養士等が入って、支援を始めるというシステムを構築しつつある。各病棟

に薬剤師、栄養士、地域包括ケア病棟にはリハビリ職などの多職種を置く

ことが目標だが、医療ソーシャルワーカーはまだ足りない。 

武田コーディネーター 元現場職員としては、介護事業所、例えば短期入所利用中に具合が悪

くなったとき、施設は家族に連絡し、一旦家に帰してから受診になる。、

家族は現場を見ていないため病院との連絡がうまく取れず、訪問看護に

頼ってくるということがある。実際どういう状況だったか分からないの

で、訪問看護が施設に連絡し確認するといった、困ったことがあった。

施設から直接病院へ連絡できないかと感じていた。 

また、入院するときに事業所からサマリー（状況をまとめたもの）を直

接病棟に持っていくと、病棟の看護師は忙しいため、紙を持ってきたので

あれば置いていってほしいと言われた。説明がしたかったのにできないと

いう思いがある。 

ケアマネジャーは、入院しなくても家族は頑張れそうだし、本人も入院

したくないという人を、入院させようとして必死になって調整することが

ある。特に認知症があると家族の付添いを求められるため、入院させなけ

ればよかったと家族から言われることが何回かあった。入院すると生活が

変わるということまでケアマネジャーは家族に説明しないといけない。 

高徳オブザーバー 入院する場合と退院する場合の二つの流れがあり、連絡が来る場合と来

ない場合がそれぞれあるということなので、連絡が来る状態を作ればよい

のだと思う。 

たとえば、入院時にケアマネジャーから情報提供があった場合はフィー

ドバックするなど。医療機関であれば紹介されれば返礼するのが通例であ

るように、介護との間でも情報提供があれば返すという流れがあるのか。

それであれば、最初の流れを作れば、返ってくるのではないか。 

事務局   資料で示した実証事業もガイドライン的なものを作ったのだと思う。連

絡を取りやすく、連絡を取る対象がどういう場合か、皆が分かるよう示せ

るものがあるとよいのかもしれない。 

高徳オブザーバー ケアマネジャーから病院に情報提供した場合は戻ってくる、しなかった

場合は戻らないのか。 

小柳センター長 情報提供していなくても、サマリーが欲しいと電話で医療ソーシャルワ

ーカーに頼んだケースがある。 

高徳オブザーバー 最初に情報提供をするときに、「退院調整を行うときには呼んでほしい」

と伝えておけばよいのではないか。その方が病院側もやりやすい。ただの

情報提供ではなく、積極的に「このようなときには連絡が欲しい」と要請

しておくのはどうか。 
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郷会長   ４月から、退院支援加算の関係でケアマネジャーがいる患者については

病院に来てもらう。 

事務局   ケアマネジャーがいない方に対して、病院はどのタイミングで誰につな

げばよいか迷うようなケースはあるのか。 

川井センター長 病院によってはあると思う。しっかりと本人・家族の意向の確認やケア

マネジャーの有無の確認、在宅生活に向けた準備について病院内でカンフ

ァレンスをして明らかにしてもらえると、いきなり明日退院だと言われる

場合よりも対応が全然違う。病院によって違いが出ている。 

郷会長   済生会では医療ソーシャルワーカーが対応し、ケアマネジャーがいな

い場合は、近くの地域のケアマネジャーに連絡をしていると思う。 

事務局   病院によって医療ソーシャルワーカーに求められている役割が違うと

感じるがどうか。病院の中で置かれている立場や求められている機能が違

うのだと思う。済生会で行っていることを他の病院で求めようとしたとき

に、全部同じようにしていただけるとは限らないのかもしれない。病院に

よって違うと、こちらもどこまで依頼し求めていいのか分からない。 

郷会長   済生会は、無料低額事業として経済的に困難な人に医療を提供しなけれ

ばいけないため、他の病院とは違うかもしれない。医療ソーシャルワーカ

ーも多めにいるし、そういった面では恵まれている。 

高徳オブザーバー ケアマネジャーが知らないうちに入院していることがこの地域でもあ

るのか。解決するには、何か方法はあるか。 

小柳センター長 入院した人が要支援１など低い介護度の場合は、病院としても要介護認

定を受けていると知らない。入院したときに病院側が介護保険情報を確認

し、ケアマネジャーがいると確認できれば病院から連絡が来るのではない

か。福祉用具のレンタルだけの利用者の場合、いつの間にか入院していた

ケースがあった。 

高徳オブザーバー 入院するときには、介護保険証はあまり持っていかないのか。 

例えば、医療保険証は必ず出すため、医療保険証に「入院した場合はケ

アマネジャーに連絡してください」という紙を入れておくのはどうか。裏

面に入院時連絡先等をシールで貼るとか、後期高齢者の受給者証に、連絡

が欲しい旨を記載した用紙を入れる等はどうか。 

事務局   在宅療養手帳は、受診や入院のときはどう活用しているか。 

武田コーディネーター 一応持って行くよう伝えている。 

事務局   今出た意見としては、入院したことが分かる仕組みを何か作った方がよ

いことと、退院に向けた準備がスムーズに行くためには、ケアマネジャー

が退院時に呼んでもらえるような働き掛けをするという意見が出た。 

課題解決策として三条市として取り組んだ方がよいものはあるか。 

高徳オブザーバー 情報提供書の中に、退院時カンファレンスに呼んでほしいかどうか、丸

を付けるようにするなどはどうか。 

 

（２グループ） 
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石附副会長 ケアマネジャーから病院に出す情報提供については課題どおりである

が、独自の様式でよいのか疑問である。三条市内で統一した様式にしては

どうか。家庭での状況や住居の状況を記入することが、退院に向けたリハ

ビリに有益な情報になるのではないか。 

名古屋委員 病院で医療的な処置が終わり退院できるかどうかと、在宅生活ができる

かどうかは別である。病院は医療機関なので医療的部分だけの判断で退院

となる。サービス付高齢者向け住宅として受け入れるときも、介護スタッ

フ、看護スタッフがいて、ある程度の医療依存度の高い利用者を受けるよ

うにしているが、看護師がいるからといって医師がいるわけではないため、

当然できないことが多くあるが、その体制があれば大丈夫だろうと任され

ることがある。実際、在宅でどのようにケアをしているのか病院の医師や

スタッフは知らないのではないか。病院側にも、在宅に戻ったときにはど

うなっているかを知ってもらうことがよいのではないか。家族はこちら側

との間に立ち、どうしたらよいか分からないことが多々ある。 

羽生委員  要介護認定では、病院に外傷等で入院する場合、身体機能が衰えて要介

護度が上がってしまう。退院するときは改善するので、基本的に要介護度

が下がるが、施設や家に帰ると限度額内ではサービスが利用できないとい

うケースがある。実際に病院は退院後の日常生活でどのようなサービスが

必要かの連絡がないと、難しいのではないか。 

名古屋委員 ソーシャルワーカーが退院調整をすると思うが、地域の在宅ケアの状態

を知っていない方が多い。病院によって違うと思うが病院内の異動が頻繁

にあると聞く。短期間で異動すると退院調整の担当者に情報が蓄積されな

い。常に同じ説明、検討をゼロからしなければいけない。医療法人の組織

の問題なのでこちらは何も言えないが、退院して在宅ケアを継続するとい

う同じ目的を持つには、その辺も病院側で工夫していただけるとよい。 

石附副会長 病院によって温度差があり、病棟の看護師によっても違う。病棟の看護

師と医療ソーシャルワーカーとの連携、情報共有がうまくいっていないこ

とがある。 

阿部委員  退院時カンファレンスをするか否かで全然違う。 

石附副会長 退院時カンファレンスまでつながらないうちに退院ということもある。

最初にケアマネジャーがきちんと「自分がケアマネジャーなので退院のと

きは必ず連絡をください」と情報を渡しているかどうかにもよる。 

加藤コーディネーター 参考資料２の３ページ目、４つの病棟があるうち、県央圏域は全体の病

床数が下越とほとんど変わらないが、回復期の病棟が少ないのではないか。

急性期の後に本当は回復期というワンクッションがあってから在宅に戻

るのが理想だが、急性期だけが多く、早く退院させることになりすぐに在

宅へとなるのでうまくいかないのではないか。もう少し回復期病棟がある

といいのかなと感じる。 

鈴木センター長 病院によっては退院の準備ができてからの退院でよいと言ってくれる

ときと、いつまでと期限を切られるときがある。 
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石附副会長 最初からソーシャルワーカーが入ってくれていると結構解決できる。 

西丸センター長 ケアマネジャーの能力を買ってくれていると言えば聞こえはいいが、後

は介護でしのげるだろうとの見解で帰される。 

羽生委員  病院側が退院後に戻る環境を把握していないと困る。その辺のやり取り

はどうなっているのか。 

阿部委員  医療ソーシャルワーカーが関わっていると思うが、医療ソーシャルワー

カーにつながらなかったり、件数が重なれば手厚くできなかったりすると

思う。 

石附副会長 要支援１や２の軽度者で話もしっかりできていると、医療ソーシャルワ

ーカーにつながらない。 

事務局   連携という意味では軽度の人の方が大変なことが多いということか。 

鈴木センター長 病院ではバリアフリーであり、機能訓練を受けて大丈夫だと思っても、

家に帰ると環境が変わる。在宅の環境を踏まえた上で、必要に応じてリハ

ビリ職が早めにケアマネジャーに連絡をしてほしい。また、要介護認定申

請をしていない人が、退院後、大変だと急に連絡が来ることがある。ケア

マネジャーがいない場合は、地域包括支援センターに連絡をもらえばよい

と思う。医療ソーシャルワーカーや看護師の温度差がある。 

阿部委員  退院するときにはカンファレンスをしてくださいと言いづらいのか。 

石附副会長 言いづらいのではないが、ケアマネジャーも入院すると安心してしまう。 

加藤委員  こちらでは、退院後にすぐにサービスに入ってくださいと言われること

がよくあるが、ケアマネジャーには悪いが、ケアマネジャーがいかにその

人のことを病院側に伝えているかで大きく違う。ケアマネジャーの能力、

気力が反映される。 

加藤コーディネーター 情報提供様式について医療ソーシャルワーカーと話し合って統一する

ことはとてもよい。あるワーカーから、ケアマネジャーがいろいろな情報

をくれるのは有り難いが、家の状況がよく分からないと言われた。そこを

発信していかなければいけないし、様式を作っていかないといけない。 

石附副会長 退院したら連絡をもらうことでよい人もいるし、退院前には必ずカンフ

ァレンスをしたい人もいる。 

大平委員  そういった様式を作ればよい。その項目があれば、カンファレンスを実

施しなければいけなくなる。  

加藤コーディネーター 課題にあった、ケアマネジャーは月 1回しか家に行かないため、入院し

たのが分からないということに驚いた。ケアマネジャーは、入退院の時は

連絡をくださいと伝えないのか。 

佐藤管理者 ほとんどは分かる。デイサービスを利用していれば休むから分かるが、

福祉用具だけの利用だと関わりが少なく、分からないこともある。 

鈴木センター長 家族は、ばたばたしていると、ケアマネジャーへの連絡が二の次になり、

事後報告になることもある。 

石附副会長 三条市の場合は在宅療養手帳があるので、通院、入院の時にも持ってい

くことが意識付けされれば、病院も誰がケアマネジャーかが分かる。 
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加藤委員  通院介助をよく行うが、医師によっては手帳を開かないことや、見ても

記入されないこともある。 

鈴木センター長 今日、主任ケアマネジャー数人と地域包括支援センターで話合いをした

中で、以前ケアマネジャーが使用しているフェイスシートの様式がばらば

らで、今後統一しようという話が出ている。それに連動して病院への情報

提供書も一緒に見直す時期にきている。ケアマネジャー、サービス事業所、

医療関係者の意見を聞いてとなるとすぐには難しいが、これから話合いの

場を設けていく予定だ。 

石附副会長 情報提供書の方を優先した方がよい。他のケアマネジャーがどのような

情報提供書を作成しているか、ケアマネジャー同士も分からない。 

西丸センター長 入院時は治療中心なので、家庭のことは医療側も聞かないが、そろそろ

退院となったとき、家に段差が 20㎝あるから訓練しなければとなる。リ

ハビリ室に行く機会があれば情報提供し訓練してもらえるが、伝えるタ

イミングが難しい。介護者の状況や住居の段差等の情報提供が一番有益

だと思う。 

阿部委員  入院中にケアマネジャーが頻繫に病院に来て伝えてもらうことがよい。

病院では、常に情報提供書に戻って見るかというと、そうではない。退院

時に初めて見る人と最初に見る人とばらばらである。 

羽生委員  情報提供で難しいのは、情報を受けたい側はできるだけいろいろな情報

が欲しいし、情報を送る側は、できるだけシンプルにしたいと思う。 

鈴木センター長 例えば社協は、書式が決まっているのか。 

石附副会長 一応決めているが、家庭状況、既往歴、サービス利用状況、その他、な

ど欄を設けており筆記で書くため、ケアマネジャーによって詳しく書く人、

シンプルに書く人と違う。 

西丸センター長 看護師、リハビリ職が知りたい情報が違い、聞かないと分からない。 

家族図を書くと、大家族だから心配ないと思われても、実際は家族とは疎

遠で高齢の夫も認知症ということがある。文書だと読む方も難しい。会っ

て話す機会が必要。対面すれば、心配な状況が伝えられる。 

事務局   全員のケースについて対面するのは病院も大変ではないか。 

阿部委員  カンファレンスであれば、その人のことに集中できる大切な時間になる。 

加藤コーディネーター 病院の窓口になる人は誰なのかは分かっているのか。窓口が分からない

から行きにくいということはないか。 

鈴木センター長 医療ソーシャルワーカーに言えば大丈夫である。 

西丸センター長 退院前カンファレンスが必要なケースか否かを情報提供書に入れれば

よいのではないか。 

石附副会長 退院が決まったら連絡をいただければ十分である。 

鈴木センター長 では、情報提供書を早めに統一することとし、医療関係者、ケアマネジ

ャー、サービス事業所の話合いを早めにすることとする。 

加藤コーディネーター 要介護認定が遅くてサービスプランが作りづらくて困ることはないか。 

鈴木センター長 暫定プランで対応することが多い。 
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石附副会長 認定が出ていなくても、調査の段階でどのくらいになりそうか教えても

らえると一番良い。 

西丸センター長 区分変更申請中の暫定期間中は却下になるかもしれないと思うと、サー

ビス利用を増やすわけにいかない。 

事務局   医療側が在宅ケアの知識を持った方がいいのではという現状が上がっ

ていたが、それについてはどうか。 

横山委員  多職種連携研修会にもっと病院のスタッフ、特に医師に参加してもらえ

ないか。診療所の医師の参加はあるが病院からは少ない。是非医師会にプ

ッシュしてほしい。 

阿部委員  自分は訪問看護なので、一回でも二回でも利用してほしい。訪問看護は

医療と介護両方のサービスを実施している。薬剤師も同様である。薬の管

理をお願いされるが管理しきれない。薬の詳しい知識は薬剤師が専門だ。 

横山委員  薬剤師は、多く入る必要はない。訪問看護やヘルパー等が毎日サポート

し、そこで間違って飲んでいるという情報をもらったら訪問すればよい。

あとは配薬など、月１回くらいでもよい。何が原因で入院したのか、薬剤

師も全く情報がない。例えば燕労災病院の場合は、お薬手帳に退院処方が

書いてあったり、立川綜合病院の場合は入院中にどのようなリハビリをし

たか書いてあったりするが、医師と違い紹介状もなく、それでしか分から

ない。病名も分からない。 

加藤コーディネーター まさしく、ICTによる情報共有が必要である。 

横山委員  先ほどの情報提供書もデジタルで共有できるとよい。 

 

(2) 各グループから出た意見の発表 

 別紙まとめのとおり 

 

(3) まとめ 

まずは、ケアマネジャー、地域包括支援センターから病院へきちんと情報を伝え

る。病院に入院している方について、病院から情報をもらえるような体制を作る。

そのためには、入院した段階でケアマネジャーが情報提供書を渡す。 

情報提供書様式の統一に向けた検討を行う。 

 

６ その他（事務局説明） 

 本日出た意見について、在宅医療推進センターと相談しながら、11 月に実施予定の

第２回多職種連携研修会に反映させていきたい。 

次回の会議開催は来年２月の予定 

  

 （午後８時 25分閉会） 

 


