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平成 28年度 第１回在宅医療・介護連携検討部会 会議録 

 

１ 日 時 平成 28年８月 23日（火）午後７時～８時 30分 

２ 会 場 三条市役所本庁舎２階大会議室 

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、安田

委員、五十嵐委員、村山委員、石附委員、玉木委員、岩崎委員、橘委員、加藤委員、

渡辺委員 

(2) 欠席委員 

 なし 

(3) オブザーバー 

三条市自治会長協議会 山谷良一 様 

三条市民生委員児童委員協議会 大平和征 様 

三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 高徳幸男 様 

地域包括支援センター嵐北 鈴木泰子 様 

(4) 事務局 

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 

高齢介護課 佐藤課長、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 議事 

(1) 部会長の指名について 

三条市包括ケア推進会議要綱（資料１）第８条第３項に基づき、馬場委員を指名 

(2) 平成 28年度在宅医療・介護連携検討部会開催計画（案）について 

 質問、意見は特になし 

(3) 三条市の高齢者の実態について 

高徳オブザーバー  ４ページの三条市の死因第２位は老衰とあるが、これをどう評価

すればよいかを教えていただきたい。良い方にとれるのか。 

郷委員    老衰が多いのは、特養で亡くなったとき、死亡診断書に「老衰」

と書くことが多いからだろう。看取ってくれる施設であれば、家族

との話し合いで、ちょっとした肺炎であればそこで看てもらう。本

当の死因は、肺炎等になるのだろうが、そこでは検査をしないため、

食べられなければそのまま、という形になり、「老衰」と書く。自分
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はいいことだと思う。 

馬場部会長  自分も同じ意見である。在宅でも施設でも、家族が特別不信感を

持たず、経過の推移に疑問がなければ、「老衰」という診断が一番い

いだろう。現実的に病院に連れて行っても、病院がそれに対応する

のは大変だし、施設であれ在宅であれ、ある程度対応した結果が「老

衰」という診断になる。２倍という数字が説明できるかわからない

が。 

高徳オブザーバー  一般の方のイメージは、寿命を全うしたというプラスのイメージ

でよいか。 

郷委員、馬場部会長  そうだろう。 

馬場部会長  ある程度住民の理解があるのではないかと思う。 

高徳オブザーバー  毎年同様の結果なのか。 

事務局    昨年は、老衰はもっと下位だったが、平成 26年から２位に上昇し

ている。 

郷委員    施設での看取りが多くなってきているのもあるのではないか。 

       10ページの吸引を要する人の数は把握していないか。なんとか把

握できないか。 

事務局    把握していない。レセプトから把握できるか検討している。 

郷委員    病院で聞いたところ、施設から入院し、肺炎で吸引が必要となり、

施設に戻そうとすると戻せない、というケースが増えている。現状

把握をしてほしい。 

事務局    実態把握ができていなかったので、把握したい。 

 

(4) ＩＣＴを活用した利用者情報共有システムの運用について 

ア 主治医が病院医師の場合の使用について 

  馬場部会長  現実的に病院の医師から使用してもらうのは無理であるし、仲

介してくれる人がいるかどうか。一つの病院でどのくらいの患者

数を想定しているのか。 

  武田コーディネーター  病院によって偏りがある。完全に把握はできていない。済生会

だと 100人以上いる。 

  池田委員   医療相談員の仲介についてだが、病院によってワーカー室も違

うし、2 人くらいの人数でいろいろな仕事をしながら仲介ができ

るか分からない。各病院で状況が違う。院内全体で考えなくては

いけない。各病院の意識や認知の違いもある。市内の病院でもシ

ステムについて分かっているところと全く分かっていないところ

があるので、システムのことについて必要性も含めた周知が必要

である。簡単にはいかない。 

  郷委員    病院は困っていないのではないか？ 

  武田コーディネーター  医療相談員からは、情報が欲しいと言われる。医師は、情報が
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欲しいとは思っていないかもしれない。 

  郷委員    情報が欲しいなら、共有するのは構わないのではないか。 

  安田委員   訪問看護としては、本当に緊急のときはダイレクトに連絡をす

る。そうではなく、ちょっと相談したいときに、入力した全部の

記録を見るのは大変だろうが、「異常あり」の枠組みがあるので、

それを使い、１日１回くらいチェックするという使い方をしてい

ただけるとよい。 

  武田コーディネーター  訪問看護は、相談員から間に入ってもらい、情報を入れていた

だけると安心ではある。 

  郷委員    医師の方からの連絡は、要らないか。 

  武田コーディネーター  緊急の場合、写真を見ていただきながら主治医に確認をしてい

ただけるとよいと思うが。こちらの方からの連絡になる。 

         病院によって対象者の人数に違いがあるし、医療相談員の数も

違う。地域医療連携室の有無など、いろいろな状況があるので、

相談しながらになると思う。 

  郷委員    了解がとれた病院だけやればよいのではないか。 

  武田コーディネーター  説明に行き、了解していただけたところに導入していきたい。

後方支援病院になっていなくても、病院の医師のところには行き

たい。説明をし、了解を得たところだけ、導入することとする。 

 

イ 対象者について 

武田コーディネーター  タブレットの台数制限があり、純粋な在宅療養者だけとしては

どうか。市からの補助が出ればさらに広げられるが。説明をして

も実施しないという施設もあるが、それでも足りない。 

石附委員   サービス付高齢者向け住宅入居者を担当し、訪問看護師に入っ

てもらっているが、外部のデイサービスを利用しているため、こ

のシステムがあれば情報共有が出来、便利だろうとは思う。 

五十嵐委員  居宅サービスを利用できる施設と、利用できない施設がある。

居宅サービスを利用できる施設にはあった方がよい。グループホ

ームは居宅サービスを使わず、施設で完結している。 

石附委員   サービス事業所にその都度確認をしないと連携がとれないとこ

ろは、在宅と同じように必要だと思う。 

武田コーディネーター  事務局内で話し合ったときも、ケアハウスの緊急時が一番気に

なると言っていたが、導入機関数やタブレット台数の枠がある中

で、どこかで制限をかけるしかない。 

郷委員    システム業者との契約を変更できるのか。 

武田コーディネーター  業者のほか、市にも依頼をしなければいけなくなる。 

       できれば対象を絞らない方がよいかという意見か。 

事務局    ケアハウスは自立に近い方が入居しているが、より連携した方
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がよい方が入居しているのは、どちらかというとサービス付高齢

者向け住宅や有料老人ホームになるのか。 

石附委員   施設によって考え方や、よく見てくれるかどうかが違うため一

概には言えないが、ケアハウスの利用者について、今すぐ連携は

必要ないのではないかと思う。 

郷委員    施設には聞いてみたのか。 

武田コーディネーター  訪問看護ステーションに聞くと、ケアハウスと繋がりたいと聞

く。ケアハウス側も導入したいと聞く。全部は聞いていない。 

郷委員    施設全部に聞いて、導入したいところが何件あるか確認をする。

その上で、業者に相談してはどうか。公平にやらないといけない。 

武田コーディネーター  要望を聞き、数をはっきり出し、業者及び市と相談をすること

とする。対象者については、ケアハウス入居者等の制限をはずし

たいと思う。 

   

(5) 救急医療情報キットについて 

 大平オブザーバー   基本的には、第三者へ情報提供することを承認した方に渡す。

市の案では一番下に同意欄があるが、大崎地区では、始めから嫌

な方には渡していないため、この項目は省略している。 

         きっかけは、近所に救急車が来たが、家族の勤務先が分からず、

なかなか搬送されなかったケースがあり、これではまずいと思い

考えた。また、いつも老人会に来る人がこないため、見に行った

ら倒れていたのを見つけたこともあった。同居家族がいたが、知

的障害があり、どこにも連絡をしていなかった。親戚の連絡先を

聞いても答えられなかった。それらをきっかけに、考えたもの。

三条市が地域防災研修会を開催したときに緊急カードを作っては

どうかと提案をしたところ、当時の高齢介護課長から、大崎地区

の民生委員で作ってみないかと言われ、作った。 

         現状として、大崎地区 4,300世帯あるが、400～500枚程度出て

いる。当初は災害時要援護者を対象とした。災害時要援護者名簿

をもらっているため、自分の方でデータを入力し、各民生委員が

配った。 

         今回の見本は、幅も広く、これなら書きやすいと思った。 

         市から一人暮らしの人の名簿が民生委員に送られてきて、緊急

連絡先がない方を拾い出し、民生委員が訪問調査をし、高齢介護

課に提出している。提出期限はない。どの程度回っているか分か

らないが、今年の会議以降、７月 23日付けで、地区会長に対し調

査結果を高齢介護課に届けるよう通知した。８月 25日には、更に

民生委員児童委員個人宛に文書を出し、一人暮らしで緊急連絡先

が無い方は調べて報告するよう通知した。 
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         今回の案であるが、費用もかかることから、できれば三条市で

統一した様式を作成していただきたい。 

         更新についてであるが、緊急連絡先が変わったことが分からな

いため、ある程度定期的に見直さなければいけないだろう。 

         大崎では、更新はしていない。そこが課題である。 

今回、三条市で取り組んでもらい、更新も含め考えて欲しい。 

  馬場部会長  キットを持たなければいけないという訳ではないのか。 

  事務局    強制するつもりはない。 

  石附委員   これは登録制ということではないのか。 

  事務局    登録制ではない。自分の手元に情報を置いてもらい、どこにそ

の情報があるかを全市で統一するやり方である。民生委員が把握

した情報は、高齢介護課で管理している。 

  石附委員   あると非常にいいと思う。 

  事務局    一斉に配るより、必要な方に対し、ケアマネジャーや民生委員

から配ってもらうところから始めてはどうかと考えるがどうか。 

  鈴木センター長  ケアマネジャーが付いていて、在宅療養手帳があり、その置き

場所が分かれば、緊急時の対応はできると思う。キットの場合、

誰が書いてくれるかが課題。現実的にやっている地区はあるし、

燕市は全市でやっているため、できるのだろうと思うが、そのや

り方についてどうするかである。 

  大平オブザーバー  療養手帳を写して書くようお願いをしている。ケアマネジャー

から記入してもらったケースもある。救急隊からは喜ばれたと聞

く。 

  事務局    地区によって、民生委員から協力していただけるかどうか違い

はないか。 

  大平オブザーバー  対象者をまず選定する必要がある。一人暮らしなので、民生委

員やケアマネジャーが関与してもらう必要があるだろう。 

  鈴木センター長  どのくらいの期間をかけて配ったのか。 

  大平オブザーバー  まだ 400～500 枚程度なので、全員に配り終わった訳ではない。

他にも対象者がいると思う。 

  横山委員   利用対象者を見ると、ウの要件に当てはまるかどうかを誰が決

めるのか。 

         75歳以上ということは、後期高齢者医療の保険証に切り替わる

ときであるため、そのタイミングで用紙を配布し、記入について

は友人やケアマネジャー等から支援をしてもらい貼ってください、

と通知してはどうか。その人がどういう状況か分からない。確認

をしてから配るのではなく、一斉に配っておき、その後で民生委

員等が必要な方に支援をしてはどうか。 

  事務局    ウについて。容器も配布すると考えたときに、費用もかかるこ
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とから、誰でもよしではなく、ある程度条件付けをする必要があ

るのではないかと考えた。しかし、容器は使わず、ひとまず用紙

のみを配るとすれば、今の御意見のように一斉に配布することも

可能である。 

  横山委員   資料３の３ページから、高齢者世帯数を見ると、年々増えてい

く。それを全て民生委員に依頼するのは無理である。関係する課

と連携し、用紙を配布してはどうか。その上で民生委員やケアマ

ネジャーから声かけをしてもらってはどうか。 

         現実的に普及させるためには、コストを考えてもその方がよい

のではないか。 

  高徳オブザーバー  いい案だと思う。更新が課題となっているが、後期高齢者医療

の保険証更新のタイミングを捉えて、情報の更新をしてはどうか。 

         保険証の更新は毎年でも、情報更新は何年ごとと決め、保険証

更新のタイミングと併せて通知してはどうか。既存のシステムと

連動させた方がよいと思う。 

  事務局    今の御意見を参考に、整理してみたい。 

  横山委員   記入を支援する人も広げた方がいいかもしれない。 

      

(6) 平成 28年度第 1回多職種連携研修会について 

 質疑、意見特になし 

 

６ その他（事務局説明） 

  第 2回目の部会開催について、10～11月頃を予定 

  

 （午後８時 30分閉会） 

 


