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令和元年度 第２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 10月 30日（水）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、横山委員、宮島委員、室井委員、小林委員、瀧澤委員、宇高委員、

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 

(2) 欠席委員 

 渡辺委員、渋木委員 

(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、武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) 在宅医療・終末期支援に関する調査の中間報告及び今年度の取組について 

資料１に基づき説明 

馬場部会長  訪問診療、往診については、思っていたより多くの診療所が行っ

ていると思う。やはり、かかりつけの患者が来られなくなったとき

は、往診しなければいけないと思っている雰囲気はあるようなので、

そういう診療所から在宅医療を行っていただけるとありがたい。 

ケアマネジャーの調査では、終末期の利用者支援を行ったことが

あるケアマネジャーが 65％と多い。 

小田委員   「介護サービス事業所の調整は難しい」という回答が最も多かっ

たが、ケアマネジャーは家族が終末期に向けてできることとできな

いことの目安を整理してサービス調整を行うが、三条市では 24時

間対応のヘルパー事業所が１か所なので、ヘルパーの不足は感じる。 

また、ショートステイは、家族のレスパイト的に利用するが、本

人等の状況を確認して介護負担軽減のためのショートステイを受

けてくれる事業所もあるが、事業所の体制等もあり終末期の状況で

は受けられない事業所もあり、調整が難しい。 

あと、意思決定支援について、最近すごく感じていることが、本

人が認知症などで判断ができない方でも、家族がその病識や本人の

現状に対して理解できないケースが多いということである。また、

介護者の高齢化や高齢者のみの世帯、5080問題、子どもたちが近く
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におらず介護者がいないという状況があり、その状況でターミナル

となると、介護サービス事業所やケアマネジャーで意思決定の支援

をするのがとても困ると感じている。 

また、緊急時の対応については、現場での判断が難しいと思うの

だが、それに関しては皆さんそれぞれの経験があり、訪問看護など

の医療関係者からいろいろ聞いた中でやっていくしかないと感じ

た。 

馬場部会長  どう解決していけばいいか分からないが、介護サービス事業所の

調整は確かに大変である。家族への意思決定は、ケアマネジャーが

一人で抱えるのは難しいため、訪問看護やヘルパーもできれば協力

いただいて、医師も入って説明していくしかないと思う。 

小林委員   終末期における支援については、ある程度体系化されているもの

だと思う。意思決定の時期や病状などは、それぞれ人によるので、

それをケアマネジャーやヘルパーが判断すること自体、無理だと思

う。主治医から、家族に対して今どういう状況かというのをまず説

明してもらい、関わる人が今の状況を共通理解しないことにはスタ

ートしないと思う。なので、診療所の医師、病院の医師、入院中の

関係者が、まずはそこを共通理解することから終末期支援が始まる

と思う。 

在宅で看るか、看られないから施設に入所するか、それにより変

わってくるし、亡くなる方の終わり方などは千差万別なので、「こ

れです。」というのは言えない。終末期を看ている現場としては、

家族がどうしたいのか、本人がどう言っていたのかというのを聞き、

病状は医師から話をしてもらい、在宅で看るのか、看られないのか

が決まってくる。終末期の方を通所サービスや短期入所で受けるの

は難しいと思う。入浴したら息が止まったということもあるので、

家族が「それでいい」と言うのであれば良いかもしれないが、「そ

れは困る」となれば在宅サービスは受けられない状況になる。 

終末期に関しては、老衰やがん末期など、ある程度体系ができて

いる。医療者や主治医に相談するという道筋をしっかりケアマネジ

ャーやヘルパーが立て、特にケアマネジャーは、プランを立てる際

に、医療者である主治医や訪問看護、入院の医療機関のワーカーな

どとチームを組んで取り組まないと解決しない。 

意思決定支援に関しては、初めから「私の意思はこうです」と答

える人はいないので、ケアマネジャーが関わる時点で、弱っていっ

たらどうしたいかを、ことあるごとに普段の会話で聞いていくこと

により、家族が考えたり、なかなか考えられなくても次の段階で少

しずつ考えてもらったりと、考えは変わっていいので何度も考えて

もらうことが意思決定支援だと言われている。そのときの状況でど

う判断するかというのを、家族に考えてもらう機会を作ることが、

まず始まりだと思う。医療的な判断や今後の病状等は、主治医や訪

問看護、ワーカーがフォローすれば良い。終末期において、一人で
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支援することはありえないと思うので、そこの体系作りをどうする

かを話し合っていくのが一番大切だと思う。訪問看護や病院、施設

など、終末期を迎えているところは対応をしているし、緩和ケアの

看護師もいるので、ケースバイケースで対応できるのではないかと

思う。 

小田委員   実際に終末期の支援をしてきた中で、まず、終末期ということ自

体の考え方がみんな違っている。ケアマネジャーの終末期と家族の

終末期、訪問看護の終末期、医師の終末期など、それぞれ認識が違

っている。皆さんで共有することはいいが、終末期そのものの認識

の違いが、大きいと思う。 

最近のケースで、本人、家族の意思を毎回聞いて毎回変わること

があり、正直なところ、ケアマネジャーは変更の都度プランを立て

変えなければならない事態になってしまい、ほかの利用者の支援が

滞ってしまったことがある。その辺をどうしていったら良いのかと

いうのが、終末期支援で関わったときに一番思ったことである。何

を終末期と捉えるのか、やればやるほど分からなくなってきている。

家族の思っている終末期とケアマネジャーが思っている終末期が

違い、そういうときはどうしたらいいのか悩む。 

馬場部会長  医師の終末期に対するスタンスがみんな違うので、多分、ケアマ

ネジャーも医師によって対応が変わって難しいと思う。個人的には、

私が看ていて、ある程度の期間、家族と関わっていた場合は、むし

ろケアマネジャーから最終的にどうするか聞かれることもあるが、

この家族なら家で看られそうだなと思ったり、この人たちは最終的

には病院か施設に行くと言うだろうなと思ったりを、何となく感じ

ながら看ている。医師が看ているケースとケアマネジャーが計画を

立てたりする歩調がなかなか合わず、調整が難しいと思う。大変な

ケースも抱えていると思うし、家族によってはどう言っても意向が

分からないようなケースもたくさんある。そういうとき、私は成り

行きに任せてしまうが、ケアマネジャーは大変だと思う。急に病院

に入院となっても、医師からすると、終末期の患者を病院に送ると

いうのはかなり抵抗がある。病院としては、終末期の状態であれば、

入院せずに家で看ればいいと思うケースもあるので、在宅医として

あまり病院に終末期の方を入院させたくないと思っているし、どの

タイミングで入院させるかというのは難しい。 

どうするのがベストということはないが、それぞれの職種でその

都度意見を合わせて、家族も含めて話し合うことを意識し、往診に

行ったときに聞いたり、ケアマネジャーが毎月行くときに聞いたり

ということをすり合わせていくしか方法がないと思う。 

阿部委員   ＡＣＰについて、当ステーションでは、新規に利用した方にアン

ケートを取っており、人生の最終段階についても考えるということ

で、その時点での考えを書いていただく。全ての人が必ず最期を迎

えるという観点から、全員に聞いている。本人が表現できない場合
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は、本人の意思を推定できる方の意見を記入いただく。「人生の最

終段階でどの程度まで医療を受けたいか」、「最期を迎える場所の

希望はあるか」、「本人と家族で同じ気持ちか」という質問をして

いる。それを記入いただくときに、気を付けて話をするのが、嫌だ

ったら後回しでもいいし、次に訪問に来たときに記入いただいても

良いと伝え、「これは決定ではないし、変わっても構わない」こと

も伝えている。ただ、そういった気持ちの準備とか、必ず最終段階

は訪れることなのだということを家族で何となく意識しながら、考

える過程を踏むことも対応の一つと伝えている。訪問看護も、本

人・家族の希望に沿ったケアをしていくという国の方向性を説明し

ている。記入くださる方も多く、本人と家族の考えの違いが分かっ

たり、どの程度の医療を受けたいかについて「胃ろうは嫌」、「気

管切開は嫌」、「延命は嫌」など記入いただいたりする。ケアマネ

ジャーでは聞きにくい部分もあるかもしれないし、すぐに答えが返

ってくることでもないと思う。 

ヘルパーやケアマネジャーの不安について、ある事例で、終末期

で急変があり得る男性の方で、介護者が働いて不在中にヘルパーや

訪問看護を利用する方がおり、その時、ヘルパーはどんなにか不安

だろうかと思っていた。ケアマネジャーは、「救急車を呼べばいい

から大丈夫」と言っていたが、それだけでは不安は解消されない。

訪問したら亡くなっているかもしれない家に訪問するのはとても

ストレスだと思う。訪問看護で想定される場面を伝え、例えば、呼

吸が止まっているかもしれないし、苦しんで吐かれているかもしれ

ないということをイメージしながら訪問し、もしそうだったらまず

どうするのかを伝えた。そういったことを具体的に話し合っていく

ことが大事で、そのときはシミュレーションしたことで、ヘルパー

もだんだん明るい顔になってきた。サービス事業所間で協力し合い

ながら、イメージトレーニングしながらやっていけたらいいのでは

ないかと考えている。 

村山委員   特別養護老人ホームでは、入所したときに終末期の対応について

書いていただく。例えば、食べられなくなったときに経管や胃ろう

を希望するか、延命措置を希望するか、救急搬送を希望するかなど

を入所時に確認し、その後も少なくとも１年に１回ケアプランの見

直しをする際に聞いている。何回も繰り返すうちに、家族でもだん

だん亡くなるときがくるということの心の準備ができていくので、

施設としても安心して看取りができる。 

通所や短期入所などの在宅サービスでは、来た時と同じ状態で帰

すという使命があるが、終末期の方の場合、例えば、急変して呼吸

が止まってしまうこともゼロではない。しかし、家族も大変なので、

なるべく受け入れはしたいと考えている。ただ、介護サービス事業

所は病院ではないため、モニター等が全くなく巡回だけで状態を確

認しているので、「もしかしたら呼吸が止まっているかもしれない
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し、心臓が止まっているかもしれないが、それでも大丈夫か」とい

うことを、受け入れるときにケアマネジャー等に何回も確認し、了

解を得て条件が整ったときには、積極的に受け入れたいと思ってい

る。デイサービスについては、昼間だけのサービスなので、緊急時

に医師に掛かることもでき、比較的安心して受け入れることができ

ると思う。 

佐藤委員   ヘルパーの調査結果で「職員も精神的に不安定」ということが一

番多かったのだが、やはり家族がいないときに訪問することが多く、

おむつ交換などをやっているときに急変したらどうしようとか、そ

れこそ玄関を開けたら本人が亡くなっているという方もいらっし

ゃるので、１対１でのサービス提供がとても不安である。事業所ご

との研修などでヘルパーの精神的な不安を取り除いていくのが良

いと思った。 

「病状等の把握や病状に合わせた対応が困難」というところも、

研修不足なところがある。私が経験した看取りの事例では、チーム

ができており、要望を聞いたり、こうやっても大丈夫だという一言

をもらえることで、ヘルパーは安心して通常どおりのサービスが行

うことができた。最後に家族の方から、ヘルパーがいてくれて良か

ったという一言をいただけた。そういう言葉を一つ一ついただくと、

とてもやりがいがある仕事だと思っているので、研修が多くあると

助かる。 

横山委員   終末期について、他市町村はどのような取組をしているのか知り

たい。先進的な取組をしているところを例にして取り組むとよいと

思う。 

事 務 局   まだ調べていない。他の市町村でも取組はあると思うので、今後、

聞いていきたいと思う。 

小田委員   これまでの意見を聞いて、ケアマネジャーによって、本来ケアマ

ネジャーとして当然していると思っていたことをしていない事例

があるのだと思った。例えば、サービス事業所を招集して終末期支

援に対する話し合いやカンファレンスをしなければいけないこと

になっているはずであり、ヘルパー等に急変時はどうしたらいいの

かということを皆さんで協議する機会を必ず開催することになっ

ている。しかし、それができていない事例を聞くと、ケアマネジャ

ーの中では熟知していない方やうまくいっていない方がいるのか

と感じた。研修で基礎的なところから、どういう関わりをしたほう

が良いのかを検討していかなければいけないと思う。ケアマネジャ

ーの中でも、何かの機会に確認したほうが良いと感じた。 

田中委員   多職種連携研修について、介護職としてどのように対応するか、

寄り添うか、人によって違うとは思うが、いろいろな事例を教えて

いただいて、心身、特に心情面について研修していただけると、職

員の不安を取り除けるのではないかと思う。 

馬場部会長  研修について、ヘルパーが感謝されるような事例を紹介いただけ
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ると、ヘルパーはどういうスタンスで関われるかを学べる。医師や

看護師が講座をしても、少し遠い話のようになってしまう。実際に

終末期を経験したヘルパーの話があると、身近に感じられると思う。

訪問看護や病院、医師はたくさん看取りを経験しているが、ヘルパ

ーなど介護サービス事業所と同じ立場の方から経験談のほうが分

かりやすいと思う。 

事 務 局   今年度、下田地区で行った地域ケア会議で、終末期で外来通院を

している患者が本人の希望により在宅で看取るようになった事例

を通じた会議を行った。様々な職種が関わり、最期は家で亡くなり、

検死を行うこととなったが、本人や家族は納得のうえで過ごされた

事例であった。この事例を通じた検討で、参加した介護サービス事

業所からは参考になったとの意見ももらった。しかし、実際にどう

向き合えばいいのか分からないという意見もあった。 

終末期の利用者とどう関わり、どう対面するべきかが分かる研修

をしたいと思うが、ヘルパーやケアマネジャーがどれぐらい基礎的

な研修から行うことで不安が解消されるのかということを考え、研

修の案を提示させてもらった。一般的に多い老衰の基本的な終末期

までの経過をまず学び、それから訪問看護が看取りのパンフレット

を使って看取りまでの備えとか心の準備などの疑似体験してもら

い、次に事例検討や事例紹介を行うと良いと考えたが、どのような

研修が良いか悩んでいるので、御意見をいただきたい。 

馬場部会長  事例を通じた研修でなくてもいいが、訪問看護のスタンスでヘル

パーに話しても難しいと感じると思うので、実際に終末期を経験し

たヘルパーから、どこまでをヘルパーがして、どこから先は看護師

にタッチしているのかが分かったほうが良いのではないかと思う。

事例でも講演でも良いと思うし、訪問看護の講座でも良いが、ヘル

パーのスタンスに立った研修だと良いと思う。 

小田委員   事例を通じ、職種ごとに例えばヘルパーのできる範囲やそれを行

うための条件みたいなものが分かると、ケアマネジャーとしてはと

てもありがたい。それが共有できれば、きっと他の職種も見方が変

わるのではないかと思う。 

阿部委員   研修に参加するヘルパーは限られており、経験がある方が参加す

る率が高いと思う。様々な勤務の仕方があるヘルパーで、経験がな

い方が一番不安なのではないかと思う。そのようなヘルパーがどの

点が一番不安になっているのかということを共有しながら、不安だ

ったけどこう対応して感謝の言葉をいただいたという事例を通じ、

「そのようにやればいいのか」と思う研修だと良い。最も不安を抱

えていそうな方の意見が上がってこないといけないのではないか

と思う。不安を持ちながら、嫌だった経験や怖かった経験によって

離職される方もいると思うので、そこを防いでいけたら良い。 

横山委員   研修の参加者は限られているので、研修内容を映像に残し、研修

用ビデオを作成して事業所に貸し出すことができると良い。この研
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修に限らないが、映像として残して貸し出す形で事業所それぞれが

活用することで、全体の底上げになると思う。 

事 務 局   終末期の研修は１回で終わることなく、繰り返し行うものと考え

ている。今回の多職種連携研修は、ヘルパーに焦点を当てた内容で

構成していきたいと思う。 

 

(2) 令和２年度三条ひめさゆりネットの方向性について 

資料２に基づき説明 

（質疑） 

室井委員   要介護認定者の中で三条ひめさゆりネットの登録者の割合はど

のくらいか。また、要介護認定更新時に案内をすることで登録者を

増やすということだが、介護認定の期間はかなり長くなっているの

で、来年度の登録者の目標値はどのくらいか。 

事 務 局   登録者数が９月末で 482人であり、要介護認定者は大体 5,000人

くらいですので、１割弱くらいかと思う。 

要介護認定更新時の同意取得については、認定期間が長いと３年

の方がいるが、順次、同意取得を進め、３年間で全員に働き掛ける

形にしたいと思う。 

目標値については、平成 30年度からの第７期介護保険事業計画

で設定しており、計画策定時は重度の認定者を想定し、令和２年度

の登録者数は 970人を目標として取組を進めている。 

横山委員   三条ひめさゆりネットにデータの入力を医師会がしているとい

うことだが、具体的に何人で行っているのか。 

また、定期的なデータの更新が必要になってくると思うが、考え

をお聞きしたい。 

事 務 局   データ入力は、原則それぞれの事業所の管理としている。現在、

医師会では、連携設定を行うために氏名、氏名のふりがな、生年月

日、性別のみ入力している。情報の更新が不要な項目しか入力して

おらず、住所などそれ以外の情報はそれぞれの事業所で更新いただ

いている。 

救急隊導入に伴い、来年度からは、医師会で住所や緊急連絡先、

医療情報等も入力することを考えている。現在は、基本的には一人

が入力しているが、来年度、どれくらい事務量が増えるか見ていか

なければいけないと思っている。 

佐藤委員   下田地域に訪問介護に行っており、訪問看護ステーションとんぼ

が 10月で終了され、その後、新たに利用者が利用している訪問看

護は、三条ひめさゆりネットで連携ができなくなってしまい、困っ

ているケースがある。訪問介護は、三条ひめさゆりネットを使い、

服薬などの情報を連携していたのだが、同ネットを利用していない

訪問看護と連携が取れず、連絡のやり取りがなくなってしまったと

感じている。 

事 務 局   そういう要望があるということを、その訪問看護に伝えたいと思
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う。他の事業所が三条ひめさゆりネットで情報共有をしたいと思っ

ていることを伝え、情報の入力をしていただくようお願いしたい。

事業所によって使い方が違うので、トラブルがある場合は、ぜひセ

ンターに教えていただきたい。 

横山委員   介護サービス事業所の導入拡大が困難な理由として、経費的な負

担が多いとの結果がある。個人的な意見だが、月々のランニングコ

ストを限られた収入の中で負担するのは、かなりのウェイトを占め

るので、三条市でそのコストを持っていただきたいと思う。救急隊

という公共の命にかかわる部分が導入するのに、経費的に導入でき

ない事業所があるということなので、できればランニングコストは

将来的に三条市で持っていただけるよう検討いただきたい。 

事 務 局   以前からそういう御意見をいただいている。一方で、いろいろな

事情の中で、三条ひめさゆりネットの導入に当たって市として公的

な支援をどこまで行うかについて検討し、今年度から一部補助の内

容を改正したところであり、当面の方向性としては整理させていた

だいたところである。また、一方で、導入拡大に向けた取組として、

第７期計画の目標値と比較すると、半数くらいの導入状況に留まっ

ている中で、その普及の状況を見て、長期的には、やはりネックが

経費的なところなのであれば、市としてどこまで支援することがで

き、逆に、その支援をすることで導入がどこまで広まるのかという

効果の見通しが、検討の材料になると思う。財源的な部分も正直あ

り、現状、皆さんに説明している枠組での支援に留まっているとこ

ろであり、御理解いただきたい。 

小田委員   在宅療養手帳配布時にケアマネジャーが利用同意をもらうとい

うこと自体に反発があるのではないかと思う。在宅療養手帳の同意

さえももらっていないケアマネジャーも正直いる。在宅療養手帳の

使い方の周知も必要だと感じている。それに加え、三条ひめさゆり

ネットの同意も全員にもらうとなると、できないわけではないが、

うまくケアマネジャーの皆さんに話をしていかなければ、「なぜ私

たちがしなければいけないのか」という意見が出てくる可能性が高

いと思う。他に何かいい方法があるのか、少しでも負担が減るよう

な方法がないかと考えていた。しかし、やはり中心になるのがケア

マネジャーなので、ケアマネジャーの仕事かなとは思うのだが、少

し厳しいというか、負担が大きくなると思う。口腔ケア向上事業の

際も色々言われたので、理由をきちんと説明するよう進めていって

いただきたい。 

馬場部会長  救急隊が入ることになると、その名目で登録者は増えるかもしれ

ないが、ケアマネジャーは大変である。何かいい方法はあるか。市

民にもっと広く周知されていると、説明もしやすいと思う。 

横山委員   介護保険証を送付する際に三条ひめさゆりネットのＰＲを同封

してはどうか。例えば、チラシの裏面に、重要事項説明書みたいの

を記載し、それを事前に読んでいただいているという前提で、ケア
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マネジャーが説明する際には、全部を説明することなく簡易な説明

で同意のサインだけもらうようなやり方の工夫もあると思う。ケア

マネジャーに負担が集中していることを考えると、そういうやり方

の工夫や、もう少し早い時期に周知するなど、何回も目に触れたり

伝えたりすることで、ケアマネジャーの負担を軽減していけると思

う。 

事 務 局   ケアマネジャーの負担にならないようにというのは市でも考え

ていた。三条ひめさゆりネットの説明を丁寧に行わなくても、すぐ

に見て分かるような、今までの説明資料よりもさらに分かりやすい

説明のチラシを作ろうと思っている。 

在宅療養手帳の同意をもらっていないケアマネジャーがいると

いうのは少し衝撃的だったのだが、手帳と同じ同意書で、一つのサ

インで済むようにしようと思っているので、介護支援専門員連絡会

等とどうやったらうまく進めていけるか相談させていただきなが

ら、ケアマネジャーに周知していきたいと思う。 

横山委員   三条ひめさゆりネットの運用に関するお願いがある。現場のヘル

パー、看護師、薬剤師など様々な職種がデータ入力するのだが、主

治医に見ていただいているかどうかが分からない。確認した人を見

る欄があるが、確認する医師もいれば、確認した欄に印がつかない

医師もいる。主治医が見たと一言いただけると、私たちが一生懸命

やっていることの張り合いになると思う。普及という面を考えても、

情報を入力しても何も反応がないと無気力感もあると思う。医師が

忙しいのは理解しているが、情報の確認はしてもらいたいと思って

いる。医師会のほうで、ぜひ強く押していただきたい。 

事 務 局   確認ボタンを押してもらうと、誰が確認したかを見ることができ

るので、現在、忘れずに確認ボタンを押してほしいことをＰＲして

いる。確認したかどうか分からない、大事なことを入力したのに誰

も見てくれた形跡がないという意見はよく聞かれるので、情報を確

認し合う必要性について伝えていきたいと思っている。 

 

５ その他 

  次回の開催について、３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） 


