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令和２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２年 11月２日（月）午後７時から８時 30分まで 

２ 会 場 三条東公民館 多目的ホール１ 

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、 

宇高委員、五十嵐委員、小田委員、佐藤委員、渋木委員 

(2) 欠席委員 

 阿部委員、村山委員、田中委員 

(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 

地域包括支援センター下田 佐藤管理者 

(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 

高齢介護課 

土田課長、永井係長、松平主任 

 

４ 議題 

(1) 第８期介護保険事業計画における在宅医療・介護連携推進に係る各年度の取組

案について 

資料に基づき説明 

（質疑） 

馬場部会長  まず、（１）日常の場面での実務における多職種連携について御検

討いただきたい。 

横山委員  ４ページの全体の方針のところで、「限られた資源を効率的に活用

しながら」とあるが、一般市民向けには違った表現がいいのではない

か。限られた社会資源を上手に、大切に使って、取り組むという意味

合いもあることは分かるが、「社会資源を効率的に活用しながら」の

方が、市民には受けがいいのではないかかと思う。 

事務局  市民に伝わりやすいような文章となるよう検討する。 

佐藤委員  最近、タブレットを見ると、ケアマネジャーからコメントがたくさ

ん入っていたり、他事業所からも入っていたりする。訪問介護からは

なかなか入っていないが、多職種連携による包括的なケアを提供する

体制を整備ということで、いかに利用できるかを勉強していきたい。 

事務局  現在、登録者数が増えているので、入力に困っているという声が多

く聞かれる。今年度操作説明会を実施したが、来年度以降も説明会を

実施したいと考えている。 
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小林委員  病院としては、うちも訪問看護を実施しているが、介護職のヘルパ

ーは、医療がだんだん高度になり、非常に不安になっているのではな

いかと常々思っており、観察視点や、異変の見付け方などをどのよう

に不安なく伝えられるかと思っている。介護職の方々がどんな形で情

報が欲しいのか。お互いに異変を見付けなければならないが、体を触

ったり、見たりする頻度はヘルパーの方が高い。週に１回、２週間に

１回と行くだけでは看護の視点では足りないので、そこをどう共有し

ていくかが在宅医療と介護の連携で、医療の側からのつながりが重要

になってくると思う。 

馬場部会長  実際、困っているのか。 

小林委員  ヘルパーが何をどのように困っているか。本人が訴えない人も大勢

いるので、どういうことがおかしい兆候なのかなど常々コンタクトは

取るが、（ヘルパーと訪問看護が）同時に行くことはないので、本当

はその現場に行き、例えば、この状態は本人が苦しいと言わなくても

ガスが溜まっているとか、この脈は早いということが毎日伺っている

と分かるなど、そういうことが分かるとお互いに安心して情報も密に

送れるのではないかと思う。１人の人を見ている中で、訪問看護のと

きとヘルパーのときで違う場合、どこまで情報共有するか。タブレッ

トや、療養手帳、場合によっては一緒に行ってみればと思っても時間

的に難しい。観察ポイントは分かっているが、どういうときに報告し

合えばいいのかが分かるとよいのではないか。勉強会や情報交換会が

できると、お互いよいと思う。 

佐藤委員  まず、サービスに入るときの段階で、どういうときにどのような緊

急連絡をするのかを決めているが、やはり訪問すると発熱がある、今

日は少しサチュレーションの値が低いなどとなると、私たちも医療の

勉強不足なところがあるので、どのように訪問看護報告するか。例え

ば担当の訪問看護が不在となると、結局ケアマネジャーにまず連絡す

る。現場のヘルパーがどこにつなげればいいのか。緊急連絡先が書い

てあればいいが、そこがないところは、慌てて事務所に電話が来て、

ケアマネジャーにつなぐことになり、時間が刻々と迫っている中で、

そこを看護と連携が取れれば、また、そういう勉強会をしてくだされ

ば、私たちも勉強になってありがたい。 

横山委員  勉強も大事だが、多職種連携の強化として、気軽に相談ができるよ

うな関係づくりもあわせて取り組んだ方がよいと思う。 

室井委員  ６ページの実務者における多職種連携の推進の令和４年度のとこ

ろの勉強会スケジュールの中で、循環器疾患について脳血管疾患が主

に研修課題にされると言ったが、脳卒中というのは疾病背景で特定の

医療機関によることが多いと思う。いわゆる高齢者の慢性心不全や心

不全というのは隠れた症状で、常に軽度の患者にもついて回り、全体

の中でも落ちているような疾患だと思うので、脳卒中だけに偏らず、

慢性心不全なども広く皆さんに知っていただくといいと感じた。 

事務局  これから高齢者が増えていくと、そういう疾病の方に関わるケース
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が増えていくということであれば、そちらも考えていきたい。 

  先ほど、皆様から言われた、日常の支援における、気軽に相談でき

るような関係づくりについては、圏域における地域ケア会議でも、テ

ーマごとに多職種がやりとりする場面を作りながら、日常の連携につ

ながる関係づくりを行っていきたい。 

馬場部会長  ほかに、ケアマネジャーはどうか。 

小田委員  ケアマネジャー等介護職の医療的視点の向上のところで勉強会を

していただくということだが、私たちケアマネジャーが利用者に関わ

るよりも、サービス事業所の方たちが関わる方が圧倒的に回数は多い。

ケアマネジャーはもちろん必要と思うが、各サービス事業所の方たち

も、言い方は悪いかもしれないがスキルアップが必要と感じている。

サービス事業所が対応してくれた事例や情報を参考に、利用者に事業

所を紹介するということが正直あるため、ある程度の水準を少し上げ

るような勉強会を（ケアマネジャーだけではなく）全体的に開催して

いただけたらと思う。 

事務局  そのように考えていきたい。気付けて、どこにつなげたらいいのか

分かり、対応している方も少なくないと思っているが、まずは相談す

る視点に気が付かないと、ここを聞いてみよう、とはならないと思っ

たので、例えば、この病気の方だったら、こういうところに注意して

見た方がいいというくらいの入口のところが分かると、より連携もス

ムーズになると思い、考えたところである。 

馬場部会長  どこまでそれらのスキルを求めるか。 

事務局  医療職になれるほどの勉強を課そうというつもりはなく、連携がス

ムーズにいくためにはどこまで分かればいいのか、医療職の方々から

教えていただきたい。企画の際は相談したいと思う。 

横山委員  例えば、薬剤師としては、薬が処方され、ヘルパーに服薬状況を確

認してもらうが、具体的に、これを飲んでいて、呼吸がこうなったら

呼んでほしいとか、動作がこうなったらすぐ先生に連絡してほしい、

という伝え方はしている。現場で、看護師等が直接、こういう状態だ

ったらこうだから、というような積み重ねができるような研修会の方

がいいのかと思う。実際に患者を連れてくるわけにいかないので、模

擬的なもの、難しいようなら映像など、いつでも誰でも、学習できる

形もありがたいと思う。 

西丸ｾﾝﾀｰ長  関連性がないかもしれないが、先ほどの脳血管障害の勉強会につい

て、日頃思っていることは、最近、若くして脳出血や脳梗塞を発症し

高次脳機能障害になり、ケアマネジャーが苦労されているケースが多

い。相談もよく来るが、どう接していったらいいか悩ましい。（高次

機能障害の）勉強会の案内は頂くが、本人は余り自覚がなく、リハビ

リしましょうといっても実践する側が大変で、訪問看護からも、厳し

いと言われたりする。その辺も勉強の中身に加えていただけるとあり

がたい。 

事務局  県の精神保健福祉センターが年に何回か勉強会や事例検討を実施
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しており、その案内が来ているかと思う。どのようにできるか手探り

だが、例えば、事例検討や、個別ケア会議を実施するとき、どういっ

た方からアドバイザーに入っていただけばよいか。リハビリ専門職か、

精神保健福祉士の方なのか。 

星野ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 精神保健福祉センターでの研修は、一般的な知識の伝達になる。

現場の人が本当に困っているのは、一人一人症状が違い、このままの

状態でいくと、本人の意識と周りの見立てのずれがずっとついていく

ので、まだ若くていろいろなことができそうだが、（支援に）乗って

いかないという困り事はあると思う。そういうところで、障害の方の

支援をしている作業療法士が一番この辺をよく分かっているのかも

しれない。病名自体は医師の診断になるので、医学的な知識や症状な

どは主治医との連携で理解していくしかないが、その人にどんなこと

をどのようにやっていくかということは、障害のリハビリの方はなか

なか近くにいないため難しいが、県にはいるのか、どうか。 

室井委員  たまたま今日付けで高次脳機能障害の研修案内が各施設に出てい

るが、高次脳機能障害自体に関わっているのは、新潟県の場合は、言

語聴覚士の方が多い。作業療法士に関して言うと、精神科に作業療法

のジャンルがあり、関わっている人は作業療法士がメインになってい

る。現実的に若年といっても 40 歳を超えると介護保険サービスに移

行し、今、国が医療を大きく切って介護保険で対応しなさいと移行し

ている中で、県央地区においても、三条地区においても、いわゆる地

域のデイケアの場面には専門的なリハ職がたくさんいて、個別的な介

入をしている。勉強に関しては、基礎的なことは、研修等でもいいが、

やはり若いだけに多様な症状がたくさん出てしまうので、個別的に、

ケースに関わるリハ職と家族、多様な職種がいい関わりを見出してい

くことが一番だと思う。現実的には、非常に難しい。個別性が強いの

で、個別ケア会議、ケースカンファレンスでリハ職、この地域では、

言語聴覚士と作業療法士に相談いただければと思う。 

星野ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 勉強だけなら講師を呼ぶこともありだと思う。 

室井委員  もちろん呼んできてもいいが、県主催の研修は多々あるので、そこ

で基礎的なものを学んでいただいた上で個別のケースに関わらない

と、言葉が通じなかったり、専門的だったりすると及び腰になってし

まいうまくコミュニケーションが取れないとは思う。 

事務局  今ほどの話を聞くと、かなり一人一人の個別対応の検討になると思

うので、まずは個別ケア会議を積み重ねつつ、全体で取り組むべきこ

とがあるかどうかを探っていきたいと思う。個別ケア会議を開催する

とき、精神科の作業療法士や、言語聴覚士に助言者として来ていただ

けないか、どこに相談するとよいか。 

室井委員  （自立支援型）個別ケア会議の見学は、三条市主体で、私ども、専

門職協議会に案内いただいている。ただ、現実的に現場のスタッフが

忙しく、手を挙げて行けるような状況ではないのが申し訳ないが、一

応、協議会の方に御案内いただいたり、各職種の代表にお話しいただ
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いたりするといいと思う。 

事務局  個別ケア会議を開催するときには、地域包括ケア総合推進センター

が調整をしていきたいと思う。 

 

馬場部会長  次に（２）の意思決定支援の推進に関して、御意見、御質問いただ

きたい。 

横山委員  ７ページの第８期の取組目標のところの①だが、ケアマネジャーや

サービス担当者会議で決まった方向性があり、そこに私のような薬剤

師が薬を持っていったときに、例えば、患者の意向を聞き出したとす

ると、最終的にはケアマネジャーに伝え、プランに反映してもらうと

いう形を取る。これは、皆さん分かっているからいいと思うが、どこ

か集約するところがあるという文言も入れてはどうか。ケアマネジャ

ーに集約するとか、多職種一丸となってサービスを提供していくでは

ないが、そういった表現も盛り込んでいただけるとよい。誤解してし

まう、ここだけ違和感がある。 

事務局  スキルを習得というのは、スキルがないからというわけでは決して

ないが、講師と打合せをしたときに、支援者側の質問力が大事になっ

てくるのではないかという話をされ、面接の場面での質問力、引き出

し方も研修できるといいという助言を頂いた。そういった意味で、ス

キルという言葉を使わせていただいている。 

  また、今、横山委員が言われたように、ケアマネジャーだけが意向

を聞くわけではないとも思っており、ヘルパーや、デイサービス、訪

問看護の方等が引き出すこともある。当然、誰かに集約するのかもし

れないし、もしくは関係者が集まって共有するのかもしれないが、と

にかく関わる多職種で共有しながら、その方の意思決定を支援してい

くプロセスを学ぶと考えた。 

馬場部会長  意思決定というのは、現状ではケアマネジャーはそれを把握してい

るということか。 

事務局  そうだと思う。 

馬場部会長  意思決定というのは、例えば、施設に入るなどということか。 

事務局  三条市では、終末期に限らず、いろいろな場面で本人の意向を尊重

しながら決定していくところを支えることと考えており、どの場面と

は区切ってはいない。 

馬場部会長  多分、私が関わるのは、終末期になると思う。それ以外での意思決

定の場面は知らない。でも、主にケアマネジャーは、一人で決めるわ

けではないのだろうけれども、それも集約しているのか。 

小田委員  ケアマネジャーは基本的に家族、本人の意向を汲み取り、目標を決

め、各事業所と担当者会議を開き、今後、どうしていくか検討する。

本来であれば、主治医も入っていただき、サービス担当者会議を開催

するのが一番理想的な形だが、実際は難しい。終末期だけなのかと言

われるとそうではなく、利用者の状態が変わった時点ごとに、何が一

番必要なのか、本人が何を一番望んでいるのかをケアマネジャーが汲
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み取ったり、サービス事業者が普段関わる中で本人から聴き取ったり

して、サービス担当者会議で意向を尊重し、今後の方向性を決めてい

く。終末期だけではない。 

馬場部会長  そう思ったのは、医師が関わるような場面になったとき、そういう

ことが決められていない、まとまっていないケースが結構ある。その

ときになってみないと分からないと思うが。例えば、血圧の薬を出し

ているだけのような医療がたくさん関わっていない患者の場合、何か

のトラブルがあったときに、私がケアマネに、この人はどういう方針

かと聞いても、きちんとした答えが返ってくるわけでもないような気

がしている。 

横山委員  治療方針と、最後どのように生きて、どこで死にたいというような

ところは乖離しているので、そこの専門性を持たせるためのスキルア

ップなのかなと思い、ケアマネジャーが集約するのかと聞いた。医師

は具合が悪ければ、一生懸命治療をするし、介護の人たちは、本人が

思ったように暮らせるようフォローしていく、そこの部分で少し歩み

寄りがないので、もっとよくするためのスキルアップなのかなと考え、

そのような質問をした。 

馬場部会長  終末期であれば、私たちもすごく介入するし、そこでその都度、い

ろいろ方針が変わることもある。そういうことが想定されないような

患者にも、そういうことがきちんと行われているのを今、改めて聞い

て、そのようにしているのかと思った。その時点での答えではあるが

（意向が）明確になり、こういう方針なのだがこうなりましたとか、

こういう方針のままいきますとかがあると楽だと思う。 

瀧澤委員  在宅ではケアマネジャーが一番本人の気持ちを聞いてくれる職種

だと常々思っている。病院にいるといろいろな場面で意思決定をして

いくが、本人がはっきりせず家族に聞いてしまうことが多い。本人の

意思確認は病院でも取り組んでおり、いろいろな場面で、どこが主体

になるかが変わってくる。そういった意味で市民の方への啓発が重要。

自分に起こったとき、家族に起こったとき、それが介護の場面になる

のか、病気が起きたときになるのか、予期しないくらい突然のことが

起きたとき、市民が自分のこととして、自分の家族のこととして考え

られるようなきっかけをたくさん作っていただくと、介護の方がやっ

たとしても、病院の方がやったとしても、どこの場面でも意向が聞け

るのではないか。是非市民啓発をいろいろな場面で、いろいろな世代

に向けてやっていただきたい。 

馬場部会長  意思決定の支援をケアマネジャーが担うとか、医者が担うとかとい

うことは、けっこう責任が重大になってくると思う。ケアマネジャー

が全部決定の支援を負担するのは大変だと思うし、医者は医学的見地

からみるだろうし、今、おっしゃったように、やはり本人もしくは家

族がある程度、決定の責任を担ってもらう。そこを決められるために

は、その人たちもよく考えなければいけないし、ある程度の知識がな

いと返答できないだろうから、そういう市民啓発は、主体になる患者、
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家族への啓発が必要かもしれない。   

事務局  今回の意思決定支援の中で、講師にお願いしたところは、責任を誰

かに押しつけるのではなく、チームで決定し、その人の意思、自己決

定を支えるということ。主体は本人で家族もそれを支える側である。

自分で表現できない方の場合は、支援者全体でこの人が何を望むのか

を話し合う。人生会議と言われているが、そこを誰かに集約はするが、

決定権はケアマネジャーではなく、皆で決める、という内容の意思決

定支援の勉強会を考えている。 

  市民啓発だが、現在、「わたしの安心ノート」を使い、自分の意思

をまず書いてみるという啓発を行っている。その際、支援してくれる

人、家族、介護職と必ず話し合って共有しておくとよいと説明してい

る。 

渋木委員  市民への啓発だが、要介護認定を受ける前の早めの段階から将来に

向けた備えと話し合いは難しいことだと思うが、例えば、市民が集ま

る公民館などに「わたしの安心ノート」は置いてあるのか。 

事務局  置いていない。サークルやサロンなど、元気な方たちが集う場に出

向き、在宅医療や介護について学ぶことを入口として、「わたしの安

心ノート」を書いてもらう講座を実施している。認知症や権利擁護な

どのあらゆる入口から考える場面を作っていこうと思っている。 

渋木委員  最初は「何だろうこれは」でいいと思う。私が、「わたしの安心ノ

ート」を書いたのは、２年くらい前の講演会のときだった。あのとき

に、何だろうと思って、家族と一緒に書いた。とっかかりとして、（公

民館などに）置いてあるといいと思う。 

 

馬場部会長  次の（３）ＩＣＴ活用による効率的な医療・介護の提供について意

見をお願いしたい。 

横山委員  基本的な質問をさせていただきたいのだが、基幹病院は、どのよう

な機能を担うのか確認したい。 

  その次に、ひめさゆりネットは今現在、高齢者の方が対象というこ

とだが、医療サービスを提供する側から見ると、対象患者の年齢によ

って事業、制度など、使うシステムが別れてしまうのは手間だと思っ

ている。将来的に一元化し、三条市民が一斉にシステムに乗るという

ようなことも視野に入れながら進めていかれた方がいいと思う。 

事務局  基幹病院は、３次救急と高度医療を担うということになっている。

それを担っているところが今、この地域にはないので、その役割を果

たすための病院を作ろうとしているということである。 

馬場部会長  基幹病院は、多分、ひめさゆりネットとは、余り関係ないのか。 

事務局  基幹病院を退院してからの話になるかもしれない。または、在宅の

人が、３次救急が必要、高度医療が必要という場合には関わってくる

だろう。基本的には包括ケアには直接は関わってこないと思うが、建

設場所は三条市であるため、関連病院の一つにはなる。ただし、三条

市だけではなく、県央全体の基幹病院であるため、共通のツールを持
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っていかないと、三条市はこれ、燕市はこれだということになると連

携が取れなくなるので、私としては三条市が使っているものを他の地

域にも使っていただきたいと考え、アピールはしている。 

横山委員  ８ページの一番下の、在宅療養手帳と事業所記録との一元化のとこ

ろだが、二つ目の「記載内容のうち、支援関係者間で共有する部分、

本人と支援関係者との連絡・共有のために必要な部分、本人が記録と

して利用する部分などを区別し、ひめさゆりネットに移行するか、そ

れ以外のツールに移行するかをワーキングで精査」ということと、下

から二つ目の、「令和５年までにシステムの一元化を目指し、当面の

間は、本人・家族の意向に応じて在宅療養手帳と併用」というところ

があるが、本人と私たちがみる項目として具体的に考えているものが

あれば、教えていただきたい。 

事務局  具体的なところまでは詰め切っていないし、システム業者と、どこ

まで何ができるか相談も必要である。支援関係者間の共有部分は、現

在、ひめさゆりネットで行われているような利用者に関する様々な情

報で、療養手帳に書かない部分を含めた共有を行っていると思う。そ

こを市民が見るということではなく、そこと区別して、療養手帳に代

わる、支援関係者と本人・家族との共有部分を切り分けないといけな

いのではないかと思っており、そういうことがシステムの中でできる

のかどうかも、まだ分からない。おそらく費用も掛かる話だと思う。

関係者が連携した情報がそのまま家族が見るというわけではない。 

横山委員  使う私たちや家族にメリットがある機能であれば、ランニングコス

トが高くてもそれはいいと思う。例えば、今現在のひめさゆりネット

にいろいろな項目があるが、私が関わっている方の中で全部の項目が

埋まっている人は一人もいない。何が言いたいかというと、例えば、

院外処方せんを受け取ったときも、残念ながらそこには薬のことや、

保険証のデータなどしか書いていない。血液検査のデータもない、病

名も分からない。でも、ＩＣＴを使い全部の項目が埋まっていれば、

主治医意見書の病名も見られる、検査データも、具体的に分かりやす

く言うと病院の血液検査の結果を見られるなど。でもＩＣＴを使わな

い今の医療の現場では何も見えていない。そんな状況の中で、やるか

らには整合性を図っていただきたい。項目を決めて少しずつやってい

かないと埋まっていかないのかなと思う。また、家族が見られないは

ずのデータを見てしまうという可能性も出てくるのかもしれない。本

人が告知していない病名や状況を慎重に扱っていかないといけない

と思う。 

馬場部会長  一元化した方がいいと思うが難しい。切り取らないと、今あるもの

を全部持っていくということは難しいのではないかと思う。療養手帳

とひめさゆりネットを融合させて、閲覧できるのはここ、という形を

目指す。そうすると作業もすごく大変。例えば薬剤師、医師、訪問看

護師がどれくらい入れるか、数が多くなるとまた大変である。どの情

報が必須で、これは必須ではないが入力可など、切り取らないと難し
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い。 

横山委員  もう少しステップアップしていくようなやり方にしていかないと

難しい。介護と医療を分けることが、将来的には難しくなってくる。

来年の春から顔認証システムも始まる。保険証のＩＣチップとそこの

データに、医師が入れてくれればだが、全病歴３年分など入ってしま

うので、そちらが優先されるとこのシステムが時代遅れになってしま

う可能性が出てくる。 

事務局  国もマイナンバーを活用した医療情報や健診情報などを参照でき

るような枠組みも進めているところであり、そちらも見た中でどのよ

うにやっていくか。これも費用が掛かることなので、将来的にそちら

に一元化していく動きがある中で、恐らくこちらにお金を掛けること

にはならないと思う。ただ、今ここで申し上げたいのは、入力の手間

があり活用されていない部分をどのように解消し、効率化を図ってい

くかを考えていきたいと思っている。６ページの「日常的活用の促

進・導入機関拡大」に書いたが、活用・入力方法のルール化をワーキ

ングで話し合い、皆さんから簡単に入力していただける、この項目は

必須、ここは必要があれば入れるといった部分を整理した中で、情報

を入れていただく形を取っていきたいと思う。そうすることで、先ほ

ど、横山委員からお話があった整合性を図っていくという部分では、

将来的には実現していくのではないかと考えている。 

 

馬場部会長  次の（４）在宅医療提供体制の確保について質問や意見があればお

願いしたい。これもこれからの話しなので、どういう形になるか分か

らないが、ある程度、動き出したということと思う。 

  

 （質疑なし） 

 

５ その他 

次回の開催について、２月に予定していることを事務局から説明 

 

６ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

 （午後８時 30分閉会） 


