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令和元年度 第１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 令和元年７月 16日（火）午後７時から８時 15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  

馬場委員、渡辺委員、横山委員、宮島委員、室井委員、小林委員、瀧澤委員、

阿部委員、五十嵐委員、小田委員、村山委員、佐藤委員、田中委員、渋木委員 

(2) 欠席委員 

 宇高委員 

(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 星野課長代理 

地域包括支援センター東 西丸センター長 

(4) 事務局 

地域包括ケア総合推進センター 

郷センター長、野水次長、西田コーディネーター、渡邉主任、田口主事 

高齢介護課 

土田課長、小柳係長、松平主任、本間主任 

 

４ 議題 

(1) 部会長の選任について 

資料１に基づき説明 

全員一致で馬場委員を選任 

(2) 令和元年度 在宅医療・介護連携推進の取組状況について 

資料２に基づき説明 

（質疑） 

横山委員   三条ひめさゆりネットの「利用登録者の拡大による費用対効果の

増加」については、ケアマネジャーが同意取得することとなったが、

ケアマネジャーからのアプローチがしやすいような環境、仕組みを

整えていくということで、例えば介護保険の認定を受けて在宅療養

手帳を渡す際に、三条ひめさゆりネットの同意書も一緒に書いても

らうなど流れがスムーズになるようにしてほしい。何でもケアマネ

ジャーがやるとなるといつかパンクしてしまうし、三条ひめさゆり

ネットの利用の敷居を低くする意味でも、誰でも使えるものとして、

自然な形で説明・同意を得るような仕組みの方が良いと思う。 

事 務 局   在宅療養手帳の配付時はとても良い機会だと捉えており、ケアマ

ネジャーが利用者と自然と話す機会に、他のサインをもらうのと一

緒に三条ひめさゆりネットの同意のサインをもらえる形が良いと

思っている。介護支援専門員連絡会と相談しながら決めていきたい

と思う。 

馬場部会長  同職種間の情報交換会は、看護師とリハビリテーション専門職向
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けに行うということだが、介護関係の職種で行うのは難しいか。 

事 務 局   訪問介護事業所からも「横のつながりがない。訪問介護のつなが

りを作るきっかけがほしい。」という相談を受け、現在、訪問介護

の代表的な事業所の管理者等と調整し、秋頃に情報交換会を開催し

たいと考えている。 

 

(3) 在宅医療・終末期支援に関する調査の実施について 

資料２に基づき説明 

（質疑・意見） 

横山委員   医療機関に対するアンケート調査の調査対象だが、診療科を内科、

外科、皮膚科、整形外科、精神科に限定した理由を教えてほしい。 

事 務 局   眼科や耳鼻科など他の診療科もあるが、医師会の水野会長に相談

したところ、在宅医療に関するアンケート調査のため、訪問看護指

示書を書いていると思われる診療科や、在宅療養の必要性が高い診

療科に特定した方が良いというアドバイスをもらい、訪問看護指示

書や主治医意見書を書くことが多い診療科に限定した。 

横山委員   例えば眼科の医師でも、白内障や緑内障の手術などで指示書や意

見書を書いたことがある医師がいるかもしれないので、限定するの

はどうかと思う。 

今回の調査は、終末期支援についてということだが、終末期支援

以外の普段の往診に関しての調査は考えていないのか。 

事 務 局   終末期支援だけではなくて、日常の往診や訪問診療に関する調査

もある。 

横山委員   三条ひめさゆりネットの利用機関が減少したということだった

が、在宅医療は関係ないと感じている医師も調査対象として広げ、

また、終末期支援に限らず在宅療養には様々なプロセスがあるので、

そこも含めてアンケート調査していただくことで、三条ひめさゆり

ネットの利用拡大にもつながるのではないかと思うが、いかがか。 

事 務 局   事務局でも調査対象については迷っていたところである。平成 28

年度と平成 26 年度に実施した調査では、全ての診療科を対象とし

ており、過去のデータと比較する上では対象を同じにした方が良い

とも考えていた。再度、事務局で検討したいと思う。 

小田委員   横山委員の意見について、主治医意見書を書いていただく医師と

いうと、例えばケアマネジャーが要介護認定の申請のときにお話を

させていただくときに、眼科の医師というのは余りなく、やはり内

科や整形外科など、身体状況が分かる医師に受診をお願いすること

がほとんどだと思う。絶対に眼科等の医師がないということはない

と思うが、内科が多い。稀に内科の受診はしたことがないとか、受

診したことはあるが主治医の医師がいないという場合もあるが、そ

のときにも、風邪などの症状で掛かる内科の医師を受診してもらい、

主治医意見書をお願いしている。 

馬場部会長  多分、結果的には同様になると思うが、横山委員の御意見のよう
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に、在宅医療をする医師が少なく困っているという現状を周知する

意味でも、眼科の医師が直接対応するわけではないけれども、全診

療科に調査しても良いと思う。 

また、調査票が分かりづらいかもしれないが、終末期支援だけで

はなく日常の支援も含めた両方を聞き取るアンケートになってい

ると思う。 

小田委員   ケアマネジャー向けの調査票は、細かく項目が分かれているので

書きやすくて良いと思う。 

医師の往診についての調査項目だが、最近困った事例があり、往

診ができる医師の中でも往診するために条件がある医師もいた。例

えば送迎が必要な医師もいたので、往診の条件を聞く調査項目があ

ると良い。 

佐藤委員   訪問介護向けの調査票は、管理者用と職員用に分けてあり、訪問

介護の職員の場合、直行直帰の方もおり、事業所では分からない部

分もあるので、調査票が２種類あるのは助かる。 

最近、訪問介護では、喀痰吸引の依頼をケアマネジャーからもら

うことがある。私の事業所職員は、喀痰吸引等研修の第３号研修を

12人全員修了しているが、「特定の者」に該当するまでに１か月半

くらい県とのやり取りで掛かるので、そこをスムーズにしていただ

くと訪問介護もすぐに入ることができ、御家族の負担を減らすこと

ができるのではないかと思う。喀痰吸引を実施している事業所も少

ないので、増やしていきたいと思っている。 

阿部委員   訪問看護についてだが、もともと下田地域だと訪問看護が少ない

地域で今後さらに手薄になるということで、訪問看護ステーション

の職員間でも話題に上がっており、「可能な範囲で協力体制をとっ

ていかなければいけない。」と話し合っている。しかし、それぞれ

の事業所からの距離的な問題もある中で、それぞれの特性を生かし

た形で取り組んでいかなければならないと思っている。大事になっ

てくるのは、夜間と休日の対応だと思うが、そこがやはり一番問題

だと思う。職員の看護師も市内全体で 30 人程度であり、その中で

三条市の人口に対応している。大変少ない職員数のため、私たちも

疲弊を防ぎ、離職を防いでいく体制を守っていきながら、下田地域

も皆さんと協力して対応していきたいとは思っている。夜間・休日

の利用者には、本人や御家族ができることはやってもらうよう指示

をし、今後も教育が必要だと思うし、日中の訪問を長めにとって、

トラブルに対する対処方法などを伝えていかなければいけないと

思っている。特に下田地域は、不安や諦めのような感情が非常に強

くあるのだろうと思うので、今回のアンケートの中からそういった

ところも拾いながら、それに対して必要な研修や情報交換の機会な

どがあれば、取り組んでいかなければいけないと感じた。市として

どのように取り組むかが大事になってくると思う。 

馬場部会長  下田地域で、訪問看護が手薄になるというのはどういうことか。 
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五十嵐委員  医療法人しただで訪問看護ステーションとんぼを運営している

のだが、今年の９月末で訪問看護事業を廃止することになった。経

緯としては、利用者が減っており、厳しい状況があるということで

の経営判断で、９月末で閉じることになったと私は聞いている。 

馬場部会長  往診や訪問診療を行っていないと回答した医師に、例えば自分の

ところに長く通院していたおばあちゃんが「もう足腰悪くなって、

先生のところに来られなくなった。」といったとき、実際どうして

いるのかということを聞きたい。病院にお願いするのか、施設に入

所するのか、在宅医療をしている他の医師に頼むのか。ここ数年そ

ういった理由で訪問診療等の依頼があるので、私は構わないが、そ

れでも全て受けていると大変になっていくと思う。 

新しく在宅医療をしてもらえる可能性のある医師が一人でも増

えていただきたいわけで、今後、地域包括ケア総合推進センターが

聞き取りなどをするが、イメージとして、私や坪井先生がやってい

る在宅医療は大変そうというイメージが付いてしまっており、それ

を行うのは大変だという気持ちになっていると思う。私たちと同じ

在宅医療をしていただくというと、少し難しかったり、敷居が高い

と思う。終末期の支援や例えばレスピレーターが付いた方の支援な

どは大変だと思う。私や坪井先生は病院から出てすぐに在宅医療を

行っているので、さまざまな治療的なことも病院から引き続きでき

ると思うが、例えば開業して 10 年も人工呼吸器に触っていない医

師が行うとなると少しきついと思うし、消化器の専門でない医師に

胃漏の交換といっても難しい。そのような難しい話ではなくて、自

分の診療所にずっと通院していたおばあちゃんが診療所に行けな

くなったので、お薬をもらうために往診してもらえないか程度の在

宅医療のニュアンスで、少し敷居を下げて聞き取りしてもらうと良

いと思う。 

また、医師一人で患者一人という体制ではなく、複数の医師で患

者を診ていき、比較的軽症の患者から始めても良いと思う。少し前

に医師会の水野会長から、「私と馬場先生と坪井先生で、三人で在

宅医療をやりませんか。」と言われたことがあり、それは余りメリ

ットがないと思って断ったのだが、例えば水野会長の名の下に、三

人くらいで手分けして在宅医療をやるのも良い。三人でやれば、毎

月行かなくても３か月に一回診療すれば良いかもしれない。私や坪

井先生が行っているガッツリな在宅医療ではなく、もう少し軽いも

のでも始めてもらえれば、必要性が出てきたときに看取りなども行

ってもらえるようになるかと思うので、そういう方向で進めてはど

うか。さらに、病院のサポートとして後方支援という形で付けても

らい、在宅医療を行う医師が増えると良い。もし在宅医療を行えそ

うな医師がいたら、水野会長から優しく話をしてもらうと話が進む

かもしれないと思っている。 

三条ひめさゆりネットの課題も、お金の問題などが一番大きいの
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だろうが、医師が利用するとなれば、その患者に関わる事業所も利

用せざるを得ない状況となり、増えると思う。 

事 務 局   医師が多くいる地域は将来的にもやっていけると思うが、この地

域は非常に医師が少ない状況であり、医師が少ないということは、

一人の医師が診ている患者が多いということである。医師がたくさ

んいるところは、代替えがあり、時間もあり、訪問診療等に行ける

のだろうが、この地域の実態は皆が忙しい状況のため、なかなか訪

問に行けないのだろうと思っている。だからこそ、そういう複数で

診るという体制は非常に良い考えだと思うのだが、これはこの会議

で決めるというよりは、医師会で話をしたほうが良いのではないか

と思うので、次回、医師会の会合のときに、センターの方から御提

案して御協議いただこうと思う。 

馬場部会長  終末期支援については、どのくらいニーズがあるのか。私も行っ

ているし、他にも何人かの医師が行っていると思う。終末期支援の

ニーズがないわけではないと思うが、どのくらいの人数がいて、終

末期支援をする医師がどの程度必要なのか。今の人員では足りない

くらい多くいるのか。在宅医療は必要だと分かるが、終末期支援は

どうか。 

事 務 局   終末期支援のニーズの数値的なものは、はっきり分かっていない

ので、今回のアンケート調査でケアマネジャーに聞き取りたい項目

の一つである。はっきりとした現状は分からないが、看取ってくれ

る医師がいない、探すのが大変というのは時々聞くところである。

今回の調査で明らかにしたいと思う。 

馬場部会長  例えばがんの末期や老衰で近々亡くなるようなケースが取りざ

たされることがあるが、実感としてそれほど頻繁にない。ピンピン

な状態のときから看取りも含めては家族も本人も考えていないの

で、その時点では「看取り」というのは余り視野になく、遠くにあ

るのだと思う。それよりも普通の日々の診療で在宅医療が必要なケ

ース、通院できない人のニーズはあると思うが、終末期支援は足り

ていなくはないと思う。 

事 務 局   看取りの希望がある事例について、病院が感じている課題があれ

ば御意見いただきたい。 

小林委員   三条総合病院の場合は、往診もしており、在宅で療養している方

は少ないが連携を取って行っているところはあるのだが、馬場部会

長の指摘のとおり、数は多くないと思う。なぜかというと、患者本

人も家族もまだそこの意思決定ができていない現状があるかと思

う。病院側が「今の時期だったら家で過ごせる」と思ったとしても、

家族の意向や、本人が「家族に迷惑を掛けるのが悪い」ということ

で、「今だったら帰れる」という時期を病院で過ごしてしまい、終

末期も病院で過ごすのが現状だと思う。 

在宅療養と終末期支援は考えを変え、いかに在宅療養をするかと

いうことに比べ、終末期支援はまだ市民の求める要望が高まってい
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ないのが病院での現状である。病院が訪問看護をし、診療所の医師

に協力してもらい看取ると言っても、「私はそういうことしなくて

良い。」という声が多いので、終末期支援に関しては、まず市民に

周知をし、同時進行で提供する側の実態を把握というのが必要だと

思う。現状がどの程度対応できるか分からないと、もし終末期支援

の要望が出てもどう対応すれば良いか分からないので、実態把握は

大事だと思うが、市民の意識の中で「わたしの安心ノート」が普及

し、意思決定に関する個人の自覚が芽生えてきたら、そこがチャン

スだと思う。準備段階としてはこの調査は非常に効果的だとは思う。 

瀧澤委員   済生会三条病院では、終末期を在宅で過ごしたいという方は、圧

倒的に少ないと思う。終末期の段階にあるのかどうかということを

はっきり自覚されていなかったり、御家族としては病院に来たから

には良くなるだろうと思っている。病気の段階として状態が落ちて

いく段階でも、なかなか受け止められない。「最期の終末期を自宅

に帰るのだったら今だよ。」と医師と看護師と一緒に説明し、「不

安になったらいつでも戻ってきて良いよ。」と保証してあげながら、

訪問看護やケアマネジャーと連携を取って支援している。その中で

「このまま頑張って自宅で看取れそうだ。」という方は、訪問看護

を経由して往診する医師を探していただいたこともあるのだが、ガ

ッツリ在宅で支援しようというのは、今の家族構成を考えると非常

に厳しいところがあるし、不安が強いという患者が多い。患者自身

も、「自宅で過ごしたい。」とは言うが、ナースコールをしてすぐ

医師や看護師さんが来る環境にないと不安であるという思いも非

常に強く感じていらっしゃる。そのため、「職員の体制としてこう

いうことができる。皆様の気持ちにここまで応えられる。」という

ことを一生懸命伝えていけると、病院としても良いと思っている。

今回の調査の中で、馬場部会長の発言のとおり、少しでも敷居が下

がり、終末期支援ではなくても、「今の時期だったら自宅で過ごせ

そうだ。」という方が増えてくることで、終末期をもう少し在宅で

という意識が付いてくると感じる。 

小田委員   終末期の不安に対する意見や現状をお聞きしていて、ケアマネジ

ャーが関わっている中では、やはり受け入れる家族の問題がけっこ

う大きく、実際に「終末期を在宅で」と言っても、夜間に対応でき

る訪問看護がいなかったり、日曜日は休みであったり、緊急医療で

毎回呼ぶと経済的な問題があったりで、正直、家族の体制が整わな

いとケアマネジャーも後押しができないのが現状です。 

今回の調査で、それぞれの事業所の体制が今後どのように変わっ

ていくのかということに少し期待している部分もあり、さまざまな

ところでお願いしなければいけない部分もあると思う。家族からの

意見などをどこかで吸い上げてもらえると良い。実際、家族の現状

というのはすごく厳しい。 

阿部委員   昨年くらいから、訪問看護を新規で利用したときのアンケート項
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目に、全ての人が必ず最期を迎えるという意味で捉えてもらい、「最

期をどう過ごしたいか」や「どこまで医療を求めているか」、「そ

れは本人と家族で相違があるか」と質問している。御家族でそのよ

うな話し合いをするということが大事だという説明をし、利用者に

お渡ししている。とてもヘビーで聞けない場合は、「無理に聞く必

要はない。」という言葉を添えながらも、「必ず皆が最期を迎える

ので話し合いをもつことに意義がある。」ということを説明し、考

えを持っていただけるようにしている。 

最期の最期は、病院でも在宅の医師でも良いという関係が一番安

心を与えられると思っており、退院した時も「ギリギリまで頑張っ

て駄目だったら病院に戻ってきて良い。」という中で在宅の医師に

お願いすることが、御家族や本人は安心できるので、なるべくその

ような形になるように提案した上で支援している。結果的に、最期

は病院のこともあるし、安心して在宅で過ごすこともある。 

事 務 局   市としても、必ず在宅での看取りだけを勧めているというわけで

はない。現状を把握し、ニーズと合っているかを評価していこうと

思う。いただいた意見を参考にし、アンケート調査を再調整したい

と思う。 

 

５ その他 

  次回の開催について、10月に予定している。 

６ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

 （午後８時 15分閉会） 


