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平成 29年度 第３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 30年２月 21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 301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、西潟委員、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 

 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 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  救急医療情報カードについて活用が 10 件との報告があったが、

逆に情報がなくて困ったという事例はなかったか。 

  高齢介護課  把握していない。 

  高徳オブザーバー  救急医療情報カードと在宅療養手帳の二つのシステムでカバー

できていれば良いのだと思う。三条市の場合、在宅療養手帳が広く

行き渡っているため、このカードの出番が少なくても補完されてい

るので良いのではないか。 

   

(2) 平成 30年度の在宅医療・介護連携推進の事業計画（案）について …資料２ 

（協議） 

 ア ＩＣＴを活用した医療・介護情報共有ネットワークの拡充 

  難波委員  私の事業所では記録としてひめさゆりネットを活用している。ヘ

ルパーはよく見てくれてコメントも入れてくれており、連携が図ら

れていると思う。 

        大きな病院だと主治医との連携が難しく、外来の看護師に伝えて

もうまく伝わらないことがあり、そこが課題である。 

  佐藤委員  最近気付いたが、訪問看護事業所が変更になったとき、以前の事
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業所の記録が全部消えていた。前の記録が見たいと思ったが見られ

ないのか。 

  加藤コーディネーター 削除されているのではなく、画面上非表示となっている。訪問看

護に言って見せてもらうことは可能である。ただし、本来、既に担

当ではなくなったのだから、（支援が終了した事業所が情報を見る

ことができるのは）問題でもある。必要な場合は相談してほしい。 

  小田委員  自分たちの課題であるが、システムを見ることに追い付いていな

い現状がある。状態が変わったという連絡があった方を優先的に見

ており、なかなか返答はできていない。直接電話でのやり取りが多

い。訪問看護やヘルパーの記載を見て返答をしても、それに対する

返答がないことが多く、電話で直接やり取りをすることが多い。 

  馬場部会長 医師も急ぎのときや変化があるときは、電話である。 

  羽生委員  私も連絡をいただき、患者の情報を見ている。その患者が受診し

て来たとき、治療に当たり記載してある毎日の日常生活習慣が参考

になるのだが、その情報を私が受けたものとして患者にものを言っ

てよいか悩む。家の中の状況等が私に伝わっているということが患

者は分かっているのか、「自分の情報をなぜ知っているのか」と言

われないか。頭の中で考えながら接するようにはしている。 

  加藤コーディネーター 利用者からの同意書をもらうとき、関係する機関と情報を共有す

るという前提での同意であり、その上で連携設定をしている。しか

し、内容一つ一つを確認した上での同意ではない。 

  羽生委員  あくまでも見る側の知識として参考にするということだと思う

が、使い方を間違うと怖いと思う。 

  難波委員  項目一つ一つについて何を入力しているかまでは利用者には伝

えていない。 

  高齢介護課 生活の状況に関する情報は、どの支援者にも必要な情報だと思う

が、そのような情報を共有するためのシステムであり、「関係者み

んながあなたのことを分かって支援している」ということを利用登

録者や市民に伝えられているかにもよる。利用登録者への丁寧な説

明をしていく必要があると思う。 

        前回のひめさゆりネットの説明会のとき、訪問看護が（家族から

聞いた情報を）記録として入力していたところ、ヘルパーかケアマ

ネジャーだったかは不明だが、「訪問看護の記録で見たのだが、こ

ういうことを言っていたんですね」と家族に言ってしまい、トラブ

ルになったと聞いた。使う側の意識も気をつけないといけないと感

じた事例だった。 

  高徳オブザーバー 在宅医療、介護のために用いる情報であれば、ルール上はどのよ

うな情報でも入力して問題ないと思う。使う側の意識の問題である。

表現として言葉に出すときに注意が必要である。背景、要因として

知っておくのは問題ないと思う。 
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  横山委員  薬剤師は導入が 10 件しかないので全て把握しているわけではな

いが、自事業所の情報についてお伝えする。 

        患者の処方薬情報をスキャナで読み込みシステムに上げている

が、薬に関する質問は、ケアマネジャー等から直接電話で連絡が来

る。 

機能的に使いこなせていないのが本音である。 

以前も課題として出ていたが、経過記録が在宅療養手帳の内容と

重複しており、二度手間なのではないかと感じている。もう少しコ

ンパクトで、簡潔で、必要な情報をすぐに確認できると有り難い。 

郷委員   病院は情報を吸い上げる側で、訪問医療を実施していないので入

力することはない。 

情報については、看護師が書くカルテと同じだと思っている。そ

れを医師が見て利用するのは問題ないと思っている。 

   五十嵐委員 私どもの施設ではショートステイと通所サービスを実施してい

るが、ひめさゆりネットはまだ導入していない。施設の看護師と訪

問看護師、かかりつけ医の連携ができていないという課題があるが、

施設サービスを利用したときは在宅療養手帳で情報を共有してい

る。医師と情報を共有する必要があるのは体調が悪くなったときで

ある。しかし、体調が悪くなったときにかかりつけ医にすぐ連絡を

することは難しく、実際は看護師が家族、ケアマネジャーに連絡を

して今後の対応を相談するのが現状である。 

         同一法人の訪問看護とは情報共有できるが、離れている事業所だ

となかなか難しい。 

         特別養護老人ホームは夜間の看護師がいないため、医療処置が必

要な利用者の受け入れは制限されると思うが、老人保健施設は看護

師がいるためそのような方の受入れは可能である。施設の看護師と

訪問看護が連携したことで受入れが可能となるかというと、そうい

うことではなく、施設の方針として受け入れるかどうかを決めてい

るのだと思う。どの施設がどのような利用者を受け入れているのか

整理した方が良いのではないかと感じた。 

   加藤コーディネーター ショートステイは、在宅療養を継続する上で家族のレスパイトケ

アという意味でも重要なサービスだと感じている。そこでひめさゆ

りネットをどのような場面で活用いただきたいかというと、例えば

褥瘡がある方がショートステイを利用したとき、写真の活用等で在

宅での処置が引き継がれるよう活用いただければと思う。相談員が

言葉で看護師に伝えてもなかなか伝わらないという御苦労も耳に

した。 

   

 イ 圏域単位の多職種連携の強化 

  五十嵐委員 個別ケア会議は在宅の方の検討をするのか。最近あった事例で、
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要介護から要支援になり、在宅に戻すときに苦労したことがあった。 

        これからも同様なケースが出てくると思うが、施設入所ケースも

個別ケア会議で相談ができるのか教えてほしい。 

  高齢介護課 在宅に戻るに当たり、どのような療養体制を整備するのか、誰が

どのような準備を支援するのかなどの話し合いであれば、在宅に戻

るための退所支援としてあり得ると思う。 

個別ケア会議は本来ケース会議ではなく、そこから地域に足りな

い資源、仕組み、課題を見つけていく会議である。困難ケースであ

れば、個別ケア会議に限らず、ケアマネジャー、地域包括支援セン

ターに御相談いただければと思う。 

         ただし、退所ケースだと、在宅側は情報を持っていないため、施

設が主導権を持ってもらう形になると思う。そこにどのような人を

呼べばよいのかの相談であれば、地域包括支援センターは対応可能

だと思う。 

  高徳オブザーバー 多職種連携研修のテーマとして｢診療報酬・介護報酬の改定｣につ

いて、とても良いと思う。医療者側は介護報酬についての情報は持

ち合わせてないし、介護側も同じことが言える。今回の改定が在宅

医療を進めるという動きのため、相互に理解しておくのはとても意

味がある。３月に改定されるため早い時期に実施できると良い。 

  郷委員   本来なら３月中が良いが、無理だと思うので、新年度早目が良い。 

  馬場部会長 どのような職種が集まるのか。自分は診療報酬については分から

ないし、事務方に出席してもらうことになると思う。いつも出席し

ている多職種のヘルパーや訪問看護等の現場の従事者は興味があ

れば出席するかもしれないがどうか。 

  高齢介護課 報酬改定の説明会となると事務担当者が良いのだと思うが、コー

ディネーターと相談し、今回の研修では、改定があったところにつ

いて、在宅医療、在宅介護のどこに力を入れるということなのか、

学ぶ場になると良いと考えている。 

  加藤コーディネーター 地域医療に力を入れるといったような改定の背景を知ることが

できると良いと考えた。 

  郷委員   連携をすると医療側も介護側も報酬の点数が付くという話であ

る。だから同時改定なのだと思う。そこを説明してもらえれば、も

っとがんばって連携しようという意識付けになり、力を入れると思

う。講師は紹介可能である。 

  加藤コーディネーター ４月の早い時期に開催できるようにしたい。 

  横山委員  医療と介護についての資料を作成し、事前配布し目を通しておい

てもらい、事前に質問をまとめておければ効率的ではないか。 

  鈴木オブザーバー 出席する事業所が決まってきている。出席しない事業所からも出

ていただけるよう、周知の仕方等工夫し、考えていただきたい。 

  加藤コーディネーター そこも課題である。今回、第３回の研修会は看護師から出席して
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いただきたいと思い、初めて土曜日の開催を設定し、勤務表が組ま

れる前に早めに周知したいと思う。 

 

 ウ 入退院に係る病院と地域との切れ目のない支援のための仕組みづくり 

  池田委員  今回、介護側から入院時情報提供書をもらうようになり、こちら

も欲しい情報について連絡を取り合うようになり、必要な情報が入

っていると感じている。しかし、情報を出してくれない事業所等、

ケアマネジャーによって対応に差が出てきている。入院時の最初の

ところで躓くと連携しづらくなる。周知が必要である。 

どのケアマネジャー、病院からも対応してもらうためには、基本

的な支援の流れを作り、周知する必要がある。 

   小田委員  入院時に情報提供をした場合には、７日以内であれば報酬の加算

が付き、今後は３日以内となる。経営的なこともあって情報提供す

るということもあるが、退院支援に向けての情報提供であると捉え

ている。ケアマネジャーにも周知されていると思う。ただし、情報

を提出しないというのは、入退院を繰り返す等、ケースによるとこ

ろもあるのではないか。今後、入退院連携のルール作りの検討会で

検討していきたい。 

   横山委員  退院時のカンファレンスや退院時の共同指導だが、薬局は時間帯

が合わずほとんど参加できない実情がある。報酬改定において点数

に大きな改定はないが、積極的に参加しなくてはいけないという方

向であり、薬剤師会も関わりたい。 

         現場では、一人薬剤師の薬局や、施設基準で会議出席のためには

店を閉めなければいけないケースも出てくる。本来なら出席しなけ

ればいけないが、文書による照会でよければ対応させてほしい。 

鈴木委員  ケアマネジャーの事業所によって格差があるという件だが、情報

提供がない場合、私どもの病院では電話を架けて情報をいただきた

いと連絡している。ケアマネジャーの情報がないと動けないところ

もあるし、今は入院前からの退院支援と言われており、早急な対応

のためには病院も積極的に情報をもらう姿勢が必要だと思う。 

      入退院連携のルール作りの検討会議で、課題が明確化され、基本

姿勢について作成できると思うし、もう少しスムーズな入退院支援

ができると思う。 

西潟委員  病棟の看護師は忙しく、カンファレンスに参加することができな

い状況も多いが、多職種の研修会に看護師からも出てもらい、連携

が必要だと認識できるように周知していきたい。 

南雲委員  リハビリの分野でも入退院時に積極的に情報提供をしていきた

い。通所リハビリテーションに勤務しているが、市内の病院からは、

リハビリ専門職や看護師から必要なサマリーをもらえている。 

鈴木オブザーバー サービスを何も利用していない、ケアマネジャーがいない方の病
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院と地域包括支援センターとの連携についてのルール作りも必要

である。 

 

 エ 市民への啓発の強化 

  馬場部会長 市民啓発講演会はいつ頃実施するのか。 

  加藤コーディネーター まだ決まっていない。講師についても御意見をいただきたい。 

        案として、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等の各団体

から参加してもらい、イベント型の講演会を考えている。その場合、

皆さんから御協力いただけるか。 

  馬場部会長 医師会、歯科医師会、薬剤師会は、三師会で６月に市民向け講演

会を開催する予定である。テーマは小児科領域の話を予定している。

時期をずらした方が良いと思う。 

  羽生委員  春は学校健診等がある。雪が降る前が良いだろう。 

  馬場部会長 秋頃の実施となる。テーマは決まっているのか。 

  鈴木委員  ターゲットをどこに絞るかだと思う。燕市では、がんの早期発見

について伊勢みずほさんを講師に呼び、講演の後に関係者とのセッ

ションを実施していた。また、入口では歯科医師会が口腔チェック

をしたりしていた。何かと抱き合わせた方が良いだろう。 

        知名度がある人を呼んだ方が良い。認知症も市民は興味がある。

小劇団を呼んだところもある。 

  加藤コーディネーター 今後協議していきたい。 

 

 オ その他 在宅医療・介護資源の把握と集約 

  馬場部会長 資源集は大作だが、なかなか開くことはない。しかし、各事業所

に１冊あり、辞書のように困ったときに見ることとしてはどうか。 

  西田コーディネーター 情報が全て埋められていない機関がある。情報の更新をしてほし

いという意見もある。資源集の内容全ての更新ではなく、一覧表だ

けを更新し、ホームページに掲載してはどうかと考えている。 

        既存のものと重複しない方が良いと思うがいかがか。 

  小田委員  うちは結構見ているが、情報が変わっているところがある。各事

業所が確認し、体制の変更があれば申し出て、変更点を更新しても

らうと有り難い。 

  横山委員  アナログな媒体だと差し替えるタイミングもあり難しい。差し替

え分だけがたまっていくこともある。ひめさゆりネットとリンクで

きないのか。変更となった場合に一斉にメールが来る等できるか。 

  加藤コーディネーター ひめさゆりネットにそのような活用が可能なのかは、システム業

者に確認が必要である。 

  羽生委員  クラウドに施設等の情報を置き、パスワードで関係者が見たいと

きに見られるという方法もあるのではないか。ただ、費用も掛かる

と思う。 
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  郷委員   三条版の情報を三条市のホームページに掲載できないか。 

  高齢介護課 現在、ホームページに掲載しているのは介護サービスガイドブッ

クの内容である。皆さんが活用したいのは、どの事業所がどのよう

な状態の方を受け入れてくれるのかというところだろう。在宅医療

推進センターのホームページに掲載できると良いのではないか。 

  郷委員   将来的には（仮称）地域連携センターのホームページに掲載する

のは良いが、今は「在宅医療推進センター」であり、医療なので、

今載せるのであれば三条市のホームページが良いと思う。 

  高齢介護課 介護事業所でどのような医療処置が受けられるかという情報も

在宅医療の推進になると思っているが、どうか。 

  郷委員   いかにも医師会が牛耳っていると思われるのではないか、という

意味である。 

   高齢介護課長 研究させてほしい。 

   高徳オブザーバー 更新する場合、医療機関や事業所の負担を減らさないと継続が難

しい。既存のシステムで基礎的な情報はあるので、そちらに載って

いない情報を収集する形にしてはどうか。 

         一覧表に、どのような処置が可能か等の情報を掲載し、機関の住

所等の基礎情報については、既存のシステムを活用するようにして

はどうか。 

         ホームページに基礎的な情報まで入れてしまうと、情報が多くな

り、見たい、すぐ知りたい情報が見られなくなることも考えられる。

更新の頻度について、参考までに「にいがた医療情報ネット」は年

１回であり、方法としては、直接インターネットで入力する方法と、

紙で提出する方法が選べる。更新の時期、頻度を合わせることで、

更新を忘れることを防ぐこともできるのではないか。 

   五十嵐委員 「介護サービス情報公表システム」の更新は年１回であり、入力

するだけで１か月くらい手間が掛かる内容である。 

         欲しい情報は、施設の空床情報がリアルタイムで欲しい。要介護

から要支援となった方の暮らす場所を探すことに苦労した事例が

あったためである。介護保険施設だけではなく、住まいの空き情報

も分かると活用できる。埼玉県でやっていたのを見たことがある。 

   小田委員  ショートステイやデイサービスの空き情報は、ケアマネジャー宛

てに随時送られてきている。 

   加藤コーディネーター 御意見を参考に、できることから取り組んでいきたい。 

 

(3) その他 

 郷委員  医療、介護の人的資源は不足している。一番足りないのは医師で

ある。新潟県も足りない。地元から生まないとだめである。今後少

子高齢化が進み、生まれる子は少なくなる。我々が高齢となったと

き、その子たちに見てもらわなければならない。子どもたちをどう
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教育し、将来の三条市の医療、介護従事者になってもらえるか、考

えていく必要がある。 

三条市全体で考え、住民も考えていただき、是非、医療、介護の

従事者を地産地消でやっていただきたいと思う。市長をはじめ、市

民にも協力していただければと思う。 

   

 （午後８時 45分閉会） 

 


