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令和２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２年７月 21日（火）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２ 

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、阿部委員、五十嵐委員、小田委員、村山委員、佐藤委員、渋木委員 

(2) 欠席委員 

 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、田口主任 

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策定に向けた各種アンケート結果について 

参考資料に基づき説明 

（質疑） 

横山委員   第８期計画に向けた調査について、いつ調査したのか。特に市民向

けの調査について、教えてほしい。 

事 務 局   市民対象の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査

については、今年度４月に実施している。介護事業所・施設対象の調

査は、その後の５月～６月の間に行っている。ケアマネジャー対象の

調査は、それよりも１、２週間早い時期で、大体春先に行っている調

査である。 

 

(2) 第８期介護保険事業計画における在宅医療・介護連携推進の施策の方向性につ

いて 

資料１に基づき説明 

（質疑） 

馬場部会長  (1) ICTを活用した情報連携の促進について、意見はあるか。 

課題となっているのは、入力等の手間が掛かることと経費的な負担

があることである。経費的なことについては、第８期の取組にはない

が、現行どおりということか。システムの拡充等となると、費用も上
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がるのではないか。 

事 務 局   システム会社と話し合いを進めており、在宅療養手帳との一元化の

ためには、将来的にはオプションとして機能の追加が必要になる。そ

うすると、費用負担は必ず増えてくると思うが、市としても進めたい

方向のため、費用負担の補助を考えていきたいと思っている。 

横山委員   在宅療養手帳の廃止に向け、一元化して二重記録の手間を省くとい

うことは非常に良いと思う。それに向けて費用の負担が増えることは

致し方ないと思う。 

ただ、医療情報の共有や遠隔診療も視野に入れたシステムの拡充の

取組について、医師によって、このシステムが良い、あのシステムが

良いとなったとき、青天井で費用の負担が上がっていく恐れもある。

遠隔診療等に活用できるシステムだけではなく、例えば、会議なども

含めて全職種が活用できる形に拡大するということであれば、費用が

増えても良いと思う。実際にサービス担当者会議などは、遠隔で行っ

ても点数が付く。資料の表現だと、医師だけ優遇されているように見

え、医師会でシステムを拡充するから導入事業所は費用負担をしろと

言われているようで、少し嫌な感覚になってしまう。全職種で活用で

きるシステム導入、拡充という表現にすると良いと思う。 

事 務 局   サービス担当者会議については、前回の地域包括ケア推進会議でも

意見があり、システム会社と検討を進めている。ひめさゆりネットの

システムでは、ビデオ通話の機能がオプションとしてあるが、複数で

対話する機能がない。しかし、システムに Zoomというソフトを入れ

ることで会議等を実施することが可能であると、システム会社から回

答を得ている。Zoomの活用についても検討したいと思っている。市

としても、医師だけのシステムとは思っていないので、全職種で活用

できるシステムを検討したい。表現についても分かりやすい表現とな

るようにしたいと思う。 

横山委員   ひめさゆりネットで、薬剤師に対しての指示書などを共有できると

ありがたい。薬局が現在 13か所しか導入していないが、もう少し導

入できるようになると思っているので、是非検討いただきたい。 

事 務 局   現在、薬剤情報は処方せんを投稿していただいているが、「書類一

覧」というところに「その他」としてどのような書類でも投稿ができ、

そこに薬剤の指示書を投稿することは可能になっている。利用者ごと

に、薬剤師が投稿する書類を取り決めしていただき、活用していただ

きたい。 

横山委員   その取り決めは、薬剤師会と医師会で行うということか。 

事 務 局   個々のケースに応じ、どういう書類を共有するか関係者で取り決め

をしてもらいたい。 

阿部委員   在宅療養手帳の廃止に向けた検討を行うとあるが、かなり衝撃的な

ことだと思う。家族や本人が ICTを活用して情報共有するには時間を

要するのではないかと思うし、手帳と併用しながら行っていかなけれ

ばならないとは思うが、手帳の廃止に向けた検討はどの程度の年数で



3 

 

行うと考えているのか。利用者本人のことを考えると、やはりアナロ

グ的なものしか信頼できない方もおり、周知期間もいると思う。 

事 務 局   手帳の廃止については、検討に留めており、第８期期間中に廃止す

るということは考えていない。意見のとおり、本人、家族のことを考

えると、いきなり手帳を廃止するということではなく、ひめさゆりネ

ットを使うか手帳を使うか家族が選べるような形で、並行して運用し

ていく期間が必要だと思っている。遠方にいる家族でも ICTであれば

見ることができるメリットもあると思う。それぞれの家族や本人の状

況に応じて選べる期間をある程度続けた中で、本人、家族が ICTの活

用に追い付く時期があると思うので、時期を見て、最終的には手帳を

廃止して ICTとの一元化を行っていきたいと思う。すぐの廃止は考え

ていないし、また、検討するに当たりワーキング等で皆さんの意見を

聞きながら考えていきたいと思っている。 

馬場部会長  一元化できれば、事業所にとっては一番良いと思うが、家族や利用

者からの情報をどのようにシステムに入れるのか、イメージが分から

ない。家族も利用できるシステムとは、どういうものが可能なのか。

どのようなものか見えないと進んでいかないような気がする。 

事 務 局   手帳とひめさゆりネットは使い方が異なり、ひめさゆりネットは専

門職同士のみが見るため共有しやすい部分もあり、本人、家族が見な

いからこそ共有できる内容もあるとお聞きしている。そのため、全て

の情報を本人、家族と共有するわけではなく、本人、家族と共有でき

る情報とできない情報を分けるように設計していきたいと思ってい

る。システム会社と検討を進めている中で、具体的には、本人、家族

とは、いわゆるチャット的な感じで、これまで手帳に手書きで書いて

いたものをチャットのように本人、家族が発信できるようにし、専門

職も同様に発信できる機能を追加することを検討している。チャット

の部分は、家族も専門職も共有することができ、家族も含めた全員で

共有する内容はそちらに書き、専門職同士だけで共有したい内容はこ

れまでどおり「経過」の画面等に書く形になると思っている。導入事

業所の声も聞かせてもらいながら進めていきたいと思う。 

馬場部会長  近隣の長岡市等は、手帳みたいなものがあるか。 

事 務 局   近隣の市町村では、手帳のようなものはもともとない地域が多い。 

渋木委員   第７期計画の振り返りで、短期入所や通所事業者への導入を進めた

が新規導入は２か所にとどまったとある。私の短期入所事業所ではひ

めさゆりネットを導入しているが、医療依存度の高いケースでは処置

方法の共有など確かにメリットを感じたが、それ以外のケースでは余

りメリットを感じることがなかった。重度認知症の方の情報や、パー

キンソン病で服薬管理が難しい方の情報がもっと共有できると、メリ

ットを感じるのではないかと思う。認知症の方などは、実際に療養手

帳には書きづらいこともかなりあり、そういう内容をひめさゆりネッ

トで共有できたら良い。現在、介護職員は全くひめさゆりネットを見

ないため、そこが導入に結び付かない理由ではないかと思う。情報共
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有の幅を広げれば、短期入所等も導入するメリットを感じると思う。 

事 務 局   ひめさゆりネットは、もともと訪問看護の利用者から登録を進めた

ため、どうしても最初は医療依存度が高い方の情報共有になっていた

と思っている。ただ今年度、救急隊導入で利用者が幅広くなっている

中で、活用方法については今一度見直したいと考えている。認知症の

方についても、とても活用できるシステムになると思うので、活用方

法について、どのように情報共有するのがいいのか、導入事業所の皆

さんから個別に意見を聞きながら考えていきたいと思っている。 

横山委員   手帳の廃止に向けた検討について、例えば、2025年を一区切りに

するなど、予定や目標などを示した中で、「廃止の方向」というぼや

けた形ではなくて、明確な文言があっても良いと思う。 

郷センター長 私の個人的な意見だが、もうすぐに廃止したいと思っている。ICT

を導入した当初から一元管理していきたいと思っていたのだが、なか

なか難しい。第８期で検討した上で、明確な時期を決めたいと思う。

また、ウィズコロナの時代になっているので、必ず ICTは必要になる

と思っている。医療、介護の従事者が増えることはないので、ICTを

使わないと絶対にやっていけないと考えている。第８期には、是非一

元化の実現に向けて進んでいきたいと考えている。 

阿部委員   遠くの家族も見ることができるというメリットを聞き、そうだなと

思った。ひめさゆりネットの説明をすると、家族から「私たちは見ら

れないのだね」と言われることもあった。ICTを導入当初は、ICTに

記録した内容を印刷し、手帳の家族用の記録欄に貼る工夫をしていた

が、記録用紙がかさばるなどで難しく、今は行っていない。一元化の

イメージがなんとなくでき、確かにこのような状況の中で、家族のこ

とが気になっても確認できないこともあるので、そういった意味では

良いことだと感じた。 

 

馬場部会長  (2) 多職種連携体制の強化について、意見はあるか。 

横山委員   「日常の支援」における地域包括支援センターと医療機関との連携

強化について、診療所等の医師だけではなく、その他の職員との顔つ

なぎのため訪問するとのことだが、新型コロナウイルス感染症の関係

もあり、余り訪問してほしくないというのが本音である。 

事 務 局   確かに、今の状況下では訪問はしづらいと思う。診療所においては

医師より、看護師や受付の方と顔つなぎをしたいが、そういった方は

もちろん研修会等には参加されない。良い方法があれば、教えていた

だきたいと思う。 

馬場部会長  それぞれの職種向けに、紙媒体での紹介をしてはどうか。例えば、

診療所や薬局に送られる書類は、医師宛てや薬剤師宛てとなっており、

医師や薬剤師しか見ないことが多い。事務員や看護師等に対し、既存

の内容で良いと思うが、「このような活動をしている」みたいな内容

を伝える書類を送付してはどうか。本当は訪問して少し話ができれば

良いが、今はそれが難しい。文書の宛先が「事務員」となっていれば、
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事務員等が見ると思う。 

横山委員   顔写真入りの書面だと良いと思うので、まずはＤＭやチラシのよう

な書面での紹介から始めてはどうか。 

事 務 局   地域包括支援センターでは、顔写真入りのパンフレットを作成して

おり、看護師や事務員を対象に直接宛名を付けて送る方法はすぐにで

きそうなので、検討したい。 

横山委員   情報交換会の開催とあるが、薬剤師も介護職と情報交換をしたい。

例えば、現場のヘルパーやデイサービスの看護師などと、どのような

感じでお薬を使っているか情報交換できると良い。昨年度のお薬勉強

会でも情報交換し、生の声を聞けるのは良かったので、是非参加させ

ていただきたい。 

事 務 局   昨年度行ったお薬の勉強会は、介護職からも好評の声があり、引き

続き行っていきたいと思うので、協力をお願いしたい。 

室井委員   昨年度、リハビリテーション専門職協議会が関わって情報交換会を

開催したが、在宅のケアマネジャーはリハビリ専門職とは全く違う視

点で見ていることが分かり、少し日々の反省をしなければいけない点

も感じた。しかし、時間の都合等もあり、深められなかった感じもあ

る。昨年度は、リハビリ専門職向けの案内だったため、参加者が多か

った。前回に準じたような形で情報交換会ができると、もう少し議論

できて良いと思う。 

渡辺委員   今年度、栄養士会と歯科医師会と一緒に勉強会を行う予定だったが、

新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった。やれる状況になっ

たら、処方せんを書く医師と、それを受ける栄養士と、口からものを

食べることを担当する歯科衛生士と、介護する方と、みんなで勉強会

ができると良いと思う。 

宮島委員   今回は勉強会が中止となってしまったので、この状況が落ち着いた

ら、専門職の方々と、栄養を絡めて勉強する機会を設けていただける

とありがたいと思う。 

佐藤委員   昨年度、ヘルパー事業所も情報交換会を開催させていただいたが、

たくさんの課題があり、他職種の方と一緒に勉強し、口腔や薬剤につ

いてもまだヘルパーの知識不足があるので、皆さんで集まる会をやっ

ていただけると良い。 

 

馬場部会長  (3) 意思決定支援の推進について、意見はあるか。 

横山委員   市民啓発について、広報さんじょうのセカンドライフ応援通信のペ

ージで、定期的に、わたしの安心ノートやひめさゆりネットの紹介を

していくと良い。健康な後期高齢者の方は関係ないと思っている方が

非常に多い。是非目に触れる機会を少しでも増やし、それに加えて出

張講座などで周知していくような、二重、三重で啓発すると良いと思

う。 

事 務 局   セカンドライフ応援通信は、今年度、健康をテーマにした記事や認

知症のコラムを掲載している。権利擁護の周知でも弁護士から、広報
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さんじょう等で権利擁護の制度を市民の目に触れるように工夫して

もらいたいという意見があった。コラム等の内容を変えながら、市民

の目に触れるように啓発していきたいと思う。 

馬場部会長  なぜ将来に向けた備えや話し合いが必要かということについて説

明し、必要な方に実行してもらえるようにつながると良いと思う。「最

期をどうするか」というだけを周知すると良くないと思うので、将来

のことを話し合っておいた方が、例えば、病院に入院するか、施設に

入所するか、在宅で過ごすかなど、そういうことを考えることにつな

がることをきちんと説明していただければと思う。 

阿部委員   意思決定支援は重要であり、日常の支援や入退院、終末期支援の中

で、それぞれのサービス事業所等でパンフレットを使うなどし、意向

の確認等をしていると思うが、事業所によって差がある。三条市で共

通して使えるパンフレット等を作成したり、わたしの安心ノートを積

極的に活用したりすると良いと思う。訪問看護ステーションでも、療

養患者に活用しているが、ステーションで共有したり、ヘルパーやケ

アマネジャーと共有したりしている。どういう内容を説明していくか、

支援者同士が理解し合うような取組も必要だと思っている。わたしの

安心ノートをうまく活用していく形ができれば良いと思う。 

事 務 局   第８期の取組として意思決定支援に関する研修をするだけではな

く、学んだことをどう生かし、現場で使っていくかが必要だと思って

いる。わたしの安心ノートなど既存のツールがあるが、既存のものだ

けで良いのかも検討し、実際に日々支援する中で意思決定を促すため

に使っているパンフレット等を見せてもらいながら、皆さんと一緒に、

どういうツールやルールがあると本人の意思をつないで支援してい

けるのかを、しっかり検討していきたいと思っている。訪問看護ステ

ーションが使用しているパンフレットも是非見せてもらい、検討の場

で意見いただきたい。意思決定支援は、訪問看護だけではなく、ヘル

パーやケアマネジャー等、関係者全てに関わりのある取組であるため、

全ての人が共有して使えるツールが出来上がると良いと思っている

ので、第８期には一緒に検討していただきたい。 

 

馬場部会長  (4) 在宅医療提供体制の確保について、意見はあるか。 

横山委員   現在、在宅に取り組んでいる医師を中心に、更に広げていく意味で

医師会に在宅医療検討部会が設置されると思うのだが、多職種がオブ

ザーバーで出席や傍聴できると有り難いと思う。医師会だけの取組で

あれば、第８期の取組として出てこないと思うので、全体の取組であ

ればお願いできないか。 

郷センター長 三条市としても医師会に対して在宅医療提供体制の確保を望んで

いるという意味で第８期の取組として掲げたものである。在宅医療検

討部会は、医師会の中に設置し、医師会としてやっていかなければい

けないことがたくさんあるので、まずは医師会の中だけで整備して医

師から積極的に参加していただきたいと思っている。オブザーバーと
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しての参加は遠慮いただきたい。 

今日の在宅医療・介護連携検討部会に、医師会から馬場部会長が参

加しているので、この場で多職種の委員の意見を伺えればと思う。あ

くまで、在宅医療検討部会は医師会の中での会議として理解いただき

たい。 

馬場部会長  基本的に在宅医療に参加する医師を増やすための取組なので、その

後の検討があればということだと思う。 

ほかに、在宅医療提供体制の確保について、どうすれば増えるか。

適当な医師に対し、個別にお願いしに行くと良いか。 

横山委員   患者から「来てください」と言われたら断れないのではないか。 

馬場部会長  断る医師もいるが、そこで断る医師はなかなか口説けない。在宅医

療をしてもらうこともとても大事だが、まず入り口として在宅医療ま

で行かなくても、例えば、ICTを導入して日々の患者の状態を確認す

ることから始めてもらっても良い。全て在宅医療につなげると、敷居

が高いと感じる気がする。また、在宅医療をすると手を上げたら、ど

んと患者がたくさん来るイメージがあるのかもしれないので、自分の

ところに通院している患者一人、二人だけ診てもらえるようになると

良い。例えば、どこかの診療所に通院している患者が通えなくなった

とき、すぐに馬場先生、坪井先生と言わないで、何とか主治医に訪問

してもらえるよう言ってみてはどうか。医師会でもそういうことを話

し合って進めなければいけないし、医師に認識してもらわなければな

らないと思う。ケアマネジャーからも、どうしてもこの患者だけは主

治医の先生から訪問してもらいたいと口説いてもらい、患者の家族も

入れて説得してもらうと良い。 

横山委員   医師も社会資源だと思う。地域包括支援センターのように、エリア

ごとに担当を決めるようなことから始めるのはどうか。ただ、整形外

科ばかりのエリアとか偏る可能性はあるので、そういうときは、薬局

だったらサポート薬局があるように、ほかの圏域がフォローするなど

ルートを作っていくのが良いと思う。特定の医師に集中しているのは

大変だと思う。 

小田委員   患者にとって主治医の医師はずっと見ていただきたい医師という

こだわりのある方もいる。 

ケアマネジャーが主治医に訪問をお願いするのは、入退院時が多く、

今後受診をどうするかを主治医にお願いするときが一番大切なタイ

ミングだと思っている。できるだけ馬場先生や坪井先生に偏らないよ

うにしているが、中には断られる医師もいる。ケアマネジャーも、ど

うたら良いか正直悩んでいる。 

馬場部会長  医師も、在宅医療という、人の家に上がっていくことに対する敷居

はあると思う。やったことがない医師にいきなり「やってください」

と言っても、「どんな格好で行っていいのか」くらいの話になるかも

しれない。そういうことから、医師会の中で話し合ってもいいと思う。

みんなで少しずつ敷居を低くしていくしかないと思う。在宅医療をや



8 

 

れそうな医師と絶対に無理だろうと思う医師がおり、診療科にもよる

と思う。例えば、整形外科や皮膚科の医師は、定期的な在宅医療には

関わらないが、時としてそういう医師にお願いしなければならないこ

ともあるので、在宅医療をしてもらうわけでなくても、そういう医師

にも理解を高めていただき、困ったときに助けてもらえればと思って

いる。 

小田委員   介護保険に対する理解が少ない医師もおり、主治医意見書をお願い

しても、積極的に書いてくださる医師もいれば、ほかの医師にお願い

するよう言われる医師もいる。やはり介護保険自体を理解していない

ところから、問題点があるのかなと感じている。 

郷センター長 昔は「介護」という言葉自体なかったので、ある程度の年齢よりも

上の医師は介護保険などを知らない方もいる。 

まず基本的に、この地域は人口当たりの医師が少ない。全国的に大

体 10万人当たり 240人のところ、この地域は大体 130人のため、全

国平均と比べて 100人足りない。市に対しても、まずは医師を増やし

てほしいと言っている。市を挙げて医師を持ってくる努力をしていた

だきたいと思う。医師一人が見なければいけない患者数がとても多い。

在宅医療はしたくないと思っている方もいるかもしれないが、そもそ

も時間的に無理ということもある。通院患者だけで手いっぱいで、在

宅医療をしている時間がないというのもあると思っている。そういう

中でも頑張っていらっしゃる馬場部会長などは素晴らしいと思うが、

とにかく絶対的に医師が少ないことが根本的な問題だと思う。 

そのような中で、医師会の中ではこれまで「在宅医療」と余り言っ

ていなかったが、第８期では「在宅医療提供体制の確保」ということ

を示し、市全体の計画に盛り込むことで、少し医師会にプレッシャー

をかけるつもりだと思っている。医師会の方で、できるだけ在宅医療

をやれる医師を増やしていきたいと思っている。 

横山委員   ある一定の年齢以上の医師は介護保険を知らないのであれば、周知

する取組を検討してはどうか。第８期計画中に在宅医療の体制をどれ

ぐらい作るのかも含めて検討すると良いと思う。 

事 務 局   検討させていただく。 

 

５ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

 （午後８時 30分閉会） 


