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平成 28年度 第３回在宅医療・介護連携検討部会 会議録 

 

１ 日 時 平成 29年２月３日（金）午後７時～８時 30分 

２ 会 場 三条市役所第二本庁舎 101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、石附委員、玉木委員、岩崎委員、加藤委員、渡辺委員 

(2) 欠席委員 

 村山委員、橘委員 

(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 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 

 

４ 議題等 

⑴  報告事項 

ア 第２回多職種連携研修会実施結果について（資料１） 

イ 市民向け啓発講演会開催結果について（資料２） 

馬場部会長  市民の参加が少なかったのか。 

加藤コーディネーター  事前の周知期間が短かった。ポスター作成等の準備が遅かった。 

       また、ポスターに発表者である馬場先生と済生会三条訪問看護ステ

ーションの阿部さんの名前を出したかったが、名前を出すと馬場先生

のところに患者が殺到してしまうのではないかと懸念し、名前を出さ

なかったのも影響があったかもしれない。発表者の名前を出すと市民

も親しみを持ってもらえたのかもしれない。ポスターを工夫したい。

時期もクリスマスで他の行事と重なったようだ。 

 

⑵  協議事項 

ア ICT を活用した情報ネットワークシステム（三条ひめさゆりネット）の構築に

ついて（資料３） 

馬場部会長  協議事項として、利用開始手続きについて今は訪問看護だが、ケア

マネジャー等とするのはどうかという点について意見をお聞きしたい。 

高徳オブザーバー  とてもいい案だと思う。利用調整を行う機関が窓口となり広がるこ

とで、連携設定がタイムリーになることと、それに加え、導入機関数

をみると、例えば相談支援事業所等は 11機関あるが、実際の導入はゼ
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ロである。自分自身が窓口になり関わることでシステムに参加しよう

とするのではないか。普及にもつながると思う。 

石附委員   ケアマネジャーとして利用し、すごく便利であるが、どこの事業所

が入っているのかが分からないため、例えば入院した等の情報を全て

の利用事業所に１か所ずつ電話で伝えており、非常に手間である。こ

の情報をシステムに入れ、リアルタイムで全ての機関と情報共有でき

るようになれば、非常に便利である。 

       社協のヘルパーには 60歳代の方もいて、タブレット操作が苦手とい

う人もいる。 

横山委員   初めて利用者が介護保険を利用する、要介護認定申請書にひめさゆ

りネットの利用同意欄を付けてもらえば、意向の確認という手間が減

るのではないか。 

       二つ目として、救急医療情報カードを実施することになったが、将

来的には救急隊もひめさゆりネットのシステムを見られるようになれ

ばよいのではないか。 

高徳オブザーバー  必要になったときには、ひめさゆりネットを利用することに同意し

ますとすればどうか。 

加藤コーディネーター  それにはまず市民への周知が必要だが、まだ十分ではない。 

馬場部会長  利用される方たちの対応は今意見が出たが、利用する事業所側の課

題として、もし今後利用者が増えたときに対応できるのか。もう少し

システムの利便性が良くならないと、今の形ですぐ進められる体制が

とれるか。市民への周知は必要だが、受ける側がまだ十分ではない。

現場でスマホも触らないという職員もおり、いろいろな形で仕事をさ

れている方もいるので、並行してもう少しシステムを簡素化し、導入

しやすくして、導入する機関が増えないとだめではないか。 

       例えば、システム導入済みの診療所８施設で市民が皆利用したら困

る。もう少し多職種連携研修でもアピールしないといけない。今皆さ

んが言った案はいい案だと思うが。 

高齢介護課長 今後対象者が増えたときに今までのやり方では対応が難しくなって

いくと思われるため、なるべく効率的に、一度で済む方法はいいと思

っている。要介護認定申請書は市長宛ての申請書であるため、ＩＣＴ

の同意は在宅医療推進センター宛てになるのか、技術的な部分でどの

ようにクリアできるか考えたい。 

高徳オブザーバー  システムを使う側の利便性も大切なところ。保健所も導入準備をし

ているが、保健所はタブレットではなくパソコンにアプリを導入しよ

うと考えている。現場でタブレット操作をするのではなく、事前にパ

ソコンで情報を確認し、現場から戻ってからパソコンで情報を入力し

ようと考えている。タブレットの数が限られているため、パソコンに

よる普及も考えてはどうか。今まではタブレットが前提だったが、パ
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ソコンによる活用を軸とし、幹を太くしてはどうか。タブレットの使

用に抵抗がある人でも、パソコンであれば医療機関や事業所内でパソ

コンができる人にデータを出してもらったり入力を依頼したりできる

のではないか。 

加藤コーディネーター  実際には、タブレットは訪問系のサービス事業所が使っており、そ

のほかはパソコンによる活用になっている。 

       訪問看護事業所からは、タブレットでは入力しにくいため、パソコ

ンで入力しているという声も聞く。臨機応変に対応したい。ヘルパー

１人に 1台は難しく、年齢的にもタブレットの操作が苦手という声も

ある。 

玉木委員   効率化になるかは別だが、写真機能がとてもよく、口で説明するよ

り写真を撮ってきて見せられることがメリットである。 

羽生医院   歯科の立場からすると、訪問依頼が来るとまず１回目は何に問題が

あるのか、噛み合わせなのか、義歯なのか、う歯による痛みなのか、

行って診察しないと必要な道具も分からなかったが、システムの普及

により前もって患者の状態や何を訴えているのかが分かるため、それ

に対応した機械を持ち、即対応できるため、システムに期待している。 

ただ、先ほど部会長がおっしゃったように、我々もいきなり希望者

が増えると対応できる歯科医師が限られており確保できないため、正

直表立って歯科医療連携室でのアピールは控えているが、次年度から

はアピールしていきたい。そのためにはこのシステムが普及するとよ

い。 

石附委員   極端な話からするとデジカメだけあればそれなりの連携はできる。

写真を撮ってきて、事業所に戻ってから入力すればよい。訪問看護は

いろいろな記録をたくさん書いてくれるが、あれは現場で記録してい

るのか。 

安田委員   事業所に戻ってから入力している。うちは記録として反映している

ため全利用者に使っている。時間は掛かる。 

馬場部会長  医師はほとんど見るだけで、一言二言のコメント入力だが、訪問看

護は入力しなければいけないことがあるし、ヘルパーは訪問件数が多

いため、結構大変なのではないか。事業所に戻ってからとしても、件

数が多ければ大変ではないか。 

玉木委員   記録が在宅療養手帳、実施記録、タブレットの三つになるため大変

である。 

安田委員   うちは今まで（紙に）記録していたものをシステム活用に変えたた

め、逆にメリットがある。ヘルパーもタブレットに入力したものを記

録として残せればよいのではないか。 

加藤コーディネーター  事業所ごとに使っている記録用紙があり、そこがもう少し簡素化で

きるとよいと思う。それぞれの事業所の考えもあり、課題でもある。 
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石附委員   それならば事業所から出てもらいワーキングチームを作り、どのよ

うなやり方がいいのか検討してはどうか。 

馬場部会長  導入していない事業所からも参加してもらい、何がネックか、コス

トなのか、作業面なのか聞いてもよいのではないか。 

加藤コーディネーター  まずは導入している事業所の意見を聞きたいと思っていた。こちら

の人的な対応が十分できていない。ワーキングチームで使っている方

たちの意見を聞いて考えたい。 

横山委員   費用負担の在り方について聞かせて欲しい。最大数の機関が導入し

たときに月いくら掛かるか試算はあるのか。 

高齢介護課  構築費を除きランニングコストだけだと、タブレットの通信費が 1

台 2,000円、その他タブレットの利用料が月額１台 2,000円で、パソ

コンの場合は１機関に何台のパソコンにインストールしようが 1機関

月額 1,500円と聞いている。その他、医師会の管理料や、拡大すると

きの構築費用は別に掛かる。タブレットは 1台当たりの月額費用のた

め、職員が多いところはそれだけ経費が掛かる。システム導入機関が

増え、使用の規模が大きくなれば利用料は変わってくるとのことだっ

た。 

横山委員   ひめさゆりネットについて、将来的には今の在宅療養手帳に変わる

ものになるのか。療養手帳も存続するのか。 

加藤コーディネーター  在宅療養手帳は家族とのやり取りのためのものである。ひめさゆり

ネットは関係者間で情報共有するものである。 

横山委員   それであれば、将来的には在宅療養手帳もデジタルに切り替えてい

かないと先ほどの訪問介護の話のように３つも書類を書かなければな

らなくなると使い勝手がどうかなと思う。 

       将来的に在宅療養手帳もひめさゆりネットに反映されれば、費用対

効果の面でランニングコストを払ってもよいとなるのではないか。 

高徳オブザーバー  紙をデジタル化することも普及しつつあるが、紙に書いた記録をデ

ジカメで写真を撮り、ひめさゆりネットに載せることもできるのでは

ないか。できるだけ手間を省く方がよい。 

       先ほどの費用の話で、タブレットだと別に通信料が掛かるため、加

盟している事業所が使えるタブレットをどこかに保管しておき、それ

を訪問時持っていく形はどうか。現在、タブレット 82台で利用者 150

人とすると、タブレットが動いていない時間もあるはずなので、地域

包括支援センターなど、地域ごとの拠点に分散して置いておき、タブ

レットが必要なときだけ訪問前に寄って持っていくなど、共同利用と

すればコストダウンを図れるのではないか。 

羽生委員   このシステムを、各診療所が自分のところのパソコンで見られれば

いいという場合は、ソフトを入れるだけで使える。歯科であれば現在

は理事が使用しているが、各歯科医院のパソコンにソフトを入れても
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らえば使用できるので、その場合の費用はどのくらいなのか。 

高齢介護課  先ほどの費用は、100施設に導入する場合の値段である。使用可能

施設枠が 100施設であり、現在 68施設に入っている。その場合の値段

は月 1,500円ということだが、構築規模が広がった場合は安くなるの

かもしれない。 

馬場部会長  このシステムは他でも普及しているのか。 

加藤コーディネーター  長岡市が同じシステムである。 

馬場部会長  そろそろ安くしてもらってもよいのではないか。一般的には高いと

思う。 

郷委員    高いか安いかというと、他に比べて安い方だと思う。 

馬場部会長  ランニングコストは別として、この三条市全体に構築するために業

者が必要とする額は決まっているのではないのか。業者が取らなけれ

ばいけないシステムに掛かる費用はどのくらいなのか。もっと広げた

方が個別の負担は安くなるのか。どのくらいの機関に広がれば皆が利

用できるくらいの値段になるのか。 

加藤コーディネーター  どのくらいの費用なら利用できるのか。 

馬場部会長他 月 500円くらいか。 

横山委員   ヘルパーのようにタブレットの台数が多くなると費用も掛かること

を考えると、パソコンによる使用という形をとらざるを得ないのでは

ないか。 

郷委員    このシステムは、もともと長岡のこぶし園さんが介護事業所向けに

開発したシステムで、システムを使った方が、仕事の量、やれること

が増えた。今まで二重に書いていた記録の時間を利用者のために使う

ことができるため、儲かることになり、黒字になるというデータが出

ている。 

2025年に向け利用者は増えていくため、このシステムをちゃんと使

っていけば、手間が省けて、使用料を支払っても黒字になるという試

算は出ている。 

  加藤コーディネーター  まだまだ使い慣れていない。慣れもあると思う。たくさんの利用者に

使えば慣れていくと思う。 

  高徳オブザーバー  そういう意味では、将来的に目指す数を三条市が出すことはとてもい

いことなんだろうと思う。全体に広めていくという将来像と合わせて、

今はその途中であることや、郷委員が示したように経済的にもメリット

があることを示していくと良いのではないか。 

  高齢介護課  先ほどの費用だが、今の 100施設の契約から将来 312施設に増設した

場合の費用を試算してもらったところ、初期費用が 100万円、その他説

明会等に費用が掛かる。 

訪問看護は全ての利用者に活用することで利便性が出てきたが、他の

事業所は対象を「訪問看護利用者」としているため、システムを活用す
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る利用者と今までどおりの記録方法の利用者が混在しているところも

慣れにくさにつながっているのではないか。 

  馬場部会長  今後も引き続き検討していくこととします。 

  加藤コーディネーター  利用開始手続きについてはどうか。 

高齢介護課  サービスの調整をしているのはケアマネジャーであり、在宅療養手帳

の利用に関する同意もケアマネジャーが対応しているため、一緒にシス

テムの同意も得られるとよいのではないか。また、毎月利用するサービ

ス事業所についてもケアマネジャーが作成している「サービス提供票」

を在宅医療推進センターに提出してはどうかと考えたが、いかがか。 

加藤コーディネーター  昨年から訪問看護を通じ、ケアマネジャーが作成したサービス提供票

の写しをもらい、連携設定の漏れがないようにしているが、利用事業所

の変更時の提出が確実ではないため、ケアマネジャーがシステム利用開

始の手続きをしてくれるとよいと思うがどうか。 

  石附委員   その方が活用につながっていくのであれば、慣れていけば大丈夫だと

思う。これについて、検討する場を作って検討した方がよいと思う。 

  加藤コーディネーター  今後、ワーキングチームを作って検討していきたい。 

 

 イ 第３回多職種連携研修会について（資料４） 

  鈴木オブザーバー （入院時情報提供書について）1 月 18 日に作成した介護支援専門員連

絡会のワーキングチームメンバー、医療機関関係者で話し合い、情報提

供書はほぼ出来上がり、完成に近い。以前もワールドカフェをやったが、

今回は同じ職種が集まるというところで、深い話がしやすく、結果が出

しやすいと思う。ワールドカフェは賛成である。 

  石附委員   今の話のように、いいものが出来上がったと思う。実際入院した利用

者に活用してみたら、チェックもつけやすい。ケアマネジャー同士はグ

ループワークをする機会が多いが、それ以外の職種は同職種同士で同じ

グループで話し合う機会は少ないし、他事業所の取組も聞くことができ

てよいと思う。入退院に関係ない事業所もあると思うが、一緒に支援し

て行くという意識を高めるためにもよいのではないか。 

  池田委員   病院として、用紙を作成するときに病院側の意見を出させてもらった。

各病院でそれぞれ意見が違うし、病院の中でも連携の温度差がある。病

院の意識の差や違いがあると思った。病院側としては、同じ職種で違い

について話し合いを深められることはありがたい。 

 

ウ 在宅医療・介護連携に関する平成 29年度の取組について（資料５） 

  高徳オブザーバー  多職種連携の仕組み作りの３つ目について、広域の二次医療圏で取り

組む必要があるというところは、保健所としても部内でも同じ認識でそ

の方向で話を進めている。実際の研修でも退院支援を話題とし、看護協

会と関係市町村、在宅医療推進センターが一緒になり開催するという取
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組もできているので、次年度も引き続き広域的な連携の部分で保健所も

力を尽くしていきたい。 

  郷委員    平成 35 年には基幹病院ができる。燕労災病院は燕市だが基幹病院は

三条市にできる。三条市と燕市が違うシステムでやってしまうと基幹病

院ができたときにどうするのかという問題もあるため、県央医療圏でし

っかり取り組む必要があると思う。 

３ その他 

  現委員の任期は３月末で終了となる。新年度の体制について、皆様の所属団体へ推薦

等の依頼をする予定である。その節は御協力をお願いしたい。 

  次回の会議は、年度が変わってからとなる。 

 

 （午後８時 30分閉会） 

 


