
1 

 

 

平成 30年度 第３回包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 31年３月 19日（火）午後７時～８時 30分 

２ 会 場 三条市役所 第二庁舎 ３階 301会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

郷委員、石附委員、中村委員、羽生委員、横山委員、川瀬委員、佐野委員、飛田

委員、玉木委員、阿部委員、名古屋委員、梨本委員、黒鳥委員、米山委員、長谷川

委員 

(2) 欠席委員 

 村山委員 

(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 高徳課長 

(4) 地域包括支援センター 

鈴木センター長、佐藤センター長、西丸センター長、小柳センター長、佐藤管理者 

(5) セカンドライフ応援ステーション 

 石黒コーディネーター 

(6) 在宅医療推進センター 

 西田コーディネーター 

 (7) 市関係部局 

    福祉課障がい支援係 鈴木係長 

 (8) 事務局 

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) 三条市地域包括ケア総合推進センターにおける平成 31年度事業計画の概要に 

ついて（案）                          …資料１ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

 石附委員   ひめさゆりネットを三条市と医師会が進めており、うまく活用できれば

良いと考えているが、なかなか加入率が上がらず、まだまだ普及が必要と

感じる。もし必要であれば皆でなくて良いので、少人数の意見交換の場を、

例えば、ケアマネジャーと在宅医療推進センターで、ひめさゆりネットの

普及を進めていくにはどうしたら良いのか意見交換の場があると良いと

思う。そこにサービス事業所の代表者も少し入ってもらい、プロジェクト

チームみたいなものがあっても良いのかと思う。 
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川瀬委員   ひめさゆりネットを始める目的というのは、医師が少ない三条市におい

て、医師の負担を軽減するために始めたと思うが、導入後、先生方からは

どのような声が聞かれているのか教えていただきたい。 

西田ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ これまでは、いろいろな報告が電話で来ていたものが、ひめさゆりネ

ットで確認できるようになった。また、多職種、例えば介護の関係者と情

報共有する場がなかったが、システムを通して在宅の様子が見られるよう

になって、それが患者さんへの対応に役立っているということを聞いてい

る。 

川瀬委員   課題などはあるのか。 

郷会長    ひめさゆりネットを使わなくても皆さん実際に動いていると思うが、な

ぜシステムを入れるのかというと、これから在宅療養者が増えてくるので、

増えたときに使って便利なものである。今は対応できるが、増えた時に対

応しきれなくなる。そのために、今これを入れておけば後々便利になると

考え導入を進めている。私は、今は全事業者へ普及させなければならない

とは思っていない。国が言っている 2025 年問題に向けて準備をしておい

てほしいので進めているが、利用率は３割程度である。しかし現時点では、

これで十分だと考えている。医者も一生懸命在宅医療に取り組んでいる人

は、これを使って良かったと言っている。在宅医療をやっていない人は、

これは今要らない。しかし、これから在宅医療が必要な人は増えてくる。

その時にこういうシステムがありますよと提供して、皆さんが使っていた

だければすぐにでも動ける。使っている人は、本当に良いとおっしゃって

いるので、これから患者さんがどんどん増えていくことは人口動態からも

明らかで、開業医のところへ今は来ている患者さんもいずれは来られなく

なる。その時にこのツールを使っていただければ、その有用性を感じてい

ただけると考えている。 

事務局    先程の石附委員からのケアマネジャーやサービス事業所との小規模な

意見交換の場の設定については、いろいろな視点があって、例えば資料３

ページに記載してある多職種連携体制の事業計画の中に、職種間の相互理

解や同職種間の連携も必要であると考え、例えば看護師さんであれば病院

の看護師と在宅のデイケアの看護師との連携は考えていたが、このひめさ

ゆりネットの活用という部分で小規模で良いので関係者間で話し合いた

いという意見は非常にありがたいものであると感じている。 

西丸センター長 高齢者の相談で家に訪問した時に、息子さんが仕事をしていなくて、

障がいがありそうな方に会うことが増えている。支援を進める上で、いろ

いろなところと連携を図る必要があり時間が掛かる。支援の方向性を決定

して速やかに支援を実施できるよう、関係者間で方向性や支援体制につい

て協議する場を設定できると良い。 

 事務局    将来的にはセンターに障がいを支援する機能も含めることができれば
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と検討しており、そうすることでより地域共生社会に合った体制になって

いくと考えている。 

 障がい支援係長 障がい者の親が高齢化しているということで、残された障がい者の方

がその後どう暮らしていくのかということについては、非常に重要な課題

となっている。そういうことを見据えた中で、福祉課では相談支援事業所

というところが、障がい者の計画などを立案しており、将来的にはこのセ

ンターへ相談事業所の基幹となる相談支援センターを設置したいと考え

ており、そのセンターが様々な機関と連携していけたらと考えている。 

郷会長    現時点では福祉課へ相談するのか。 

 障がい支援係長 市の福祉課へ相談していただき、実際に包括と相談支援事業所と連携

して対応している。 

 小柳センター長 資料５ページの中で集いの場の拡大とあるが、年に何回かサロンへ行

っているが年々参加者が減っている。いずれ、サロンの合併をしていかな

ければならないところもあると思う。集いの場を残すために、セカンドラ

イフ応援ステーションと連携しながら、地域への支援を続けていくことが

私たちの使命と考えている。 

 郷会長    今、何か実際に動いていることがあるのか。 

 小柳センター長 今は、今年度立ち上げたいという相談が１件あり、セカステの石黒さ

んと一緒にお手伝いをしている。包括としてもお手伝いをさせていただ

き充実感を感じている。人が来なくて困っているところは存続できるよ

うお手伝いをしていきたいと考えている。 

 郷会長    集いの場の人数等は把握しているのか。 

 事務局    集いの場は、趣味のサークルも含め市内に 400箇所強あり、三条市は多

いと感じている。最初に立ち上がったところは、高齢化が進んで徐々に

来られなくなったり、仲良しグループになっているので新しい人が入り

づらいというのが実態かと思う。 

 石黒ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 会を継続することは非常に厳しい状況となっており、いろいろな相談

が入って来る。そんな中、今年度から社協と連携させていただき、お互

いに相談しながら継続できるよう、いろいろな箇所で検討している。最

近、面白い現象が起きており、現在セカステではボランティアを盛んに

つなげているが、ボランティアへ行った先で仲良しになり、その方たち

が卓球グループを始めたとかそういう話もある。そういうところは、元

気で勢いもあるが、80 歳代の方々をどうしていくのかということは非常

に厳しく、60歳代の方に 80歳代の方々と一緒になって面倒を見てくれと

いうのは、子どもが親を介護するような感じで面倒を見させるというわ

けにはいかないので、三条市の 400 という数は世代ごと別々にグループ

を作っているという状況がある。しかし、それはそれで仕方のないこと

だと思うし、集まっている人たちが楽しければそれで良いと考えており、
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三条市は恵まれたところだと思うが、社協と連携して維持、継続できる

ような状況を作っていきたい。 

 長谷川委員  いよいよ、地域包括ケア総合推進センターが動き始めるが、１ページに

地域包括ケアシステムの構築を推進する現場における司令塔と記載され

ており、高度な専門家の集団というイメージを持つが、我々の役割はこ

のセンターを推進するに当たり、どういう役割があるのか素朴に思って

いる。我々を含めて市民にとっては身近なセンターでなければならない

と思っており、もう少しソフトなみんなが関わるセンターというイメー

ジを打ち出してもらいたい。そして、多職種とおっしゃっておられるの

で、そういう方々がどういった関わり方を持ったら良いのか。このセン

ターが市民からなじみを持ってもらい、よりよい運営ができるようにし

ていただきたい。 

 事務局    地域包括ケアシステムの構築というのは、市民のためのシステムであり、

専門家のためのものではないと考えている。市民の皆様のためになるよ

う構築を進め、そのためには市民の皆様からも理解していただく作業も

必要になってくると思っている。センターとして市民の皆様から御意見

をいただきながらしっかりと啓発活動を行っていかなければならない。

その場面で委員の皆様から意見をいただきながら進め、意見をいただく

中で専門職もどういった関わり方を持ったら良いのか考えていかなけれ

ばならない。 

 名古屋委員  センターにはいろいろな専門職や機関が集まる形になるかと思うが、全

体を統括するのは市の職員であるのか。 

 事務局    配置される職員は、市の職員、医師会から在宅医療のコーディネーター

が配置される形になり、そこに認知症初期集中支援チームのコーディネ

ーターや地域支援推進員、セカンドライフ応援ステーションとも連携を

とって情報共有しながら意見を交わしていく形になる。 

 名古屋委員  いろいろな機関が入る中で、統括機能はどのように持たれるのか。 

 事務局    建物の中には、高齢介護課の地域包括ケア推進室の一部の職員が出先機

関として配置される。そして、高齢介護課の本庁には企画部門として一

部の職員が残る。センターには、市の職員、医師会からのコーディネー

ター、そして、総合相談窓口が設置され、そこは、歯科医師会から在宅

歯科医療連携室の職員が配置されことになる。誰が統括かと言うと、役

割分担からすると市が調整機能を図るため、市からセンター長を置く形

になる。あくまで出先機関なので、本庁の高齢介護課の課長が組織的に

一番上となる。 

        ただ、センターという建物の中には、市が設置するセンターと医師会が

独自に業務を実施するセンターがあり、両センターとも同じ名称で、市

民から見ると一つのセンターに見えるということになる。 
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 名古屋委員  市民に開かれたセンターという話だが、当初は、個人というよりも事業

所などのサービス機関からの相談機能という前提だったと思うが、市民

向けのセンターになるのか。 

 事務局    当初、一般の市民から相談を直接受けるという機能は持っていない前提

だった。しかし、歯科医師会から連携室の部分については、市民から在

宅歯科ができる先生を紹介してほしいというような相談が入る場合も一

部ある。基本的には、地域包括支援センターあるいはケアマネジャーな

ど専門職からの相談を受ける施設になる。その中で把握した課題を抽出

して個別で対応するべきものと、全市的に取り組むべきものを整理して、

この会議に上げ、その解決の方向性を具体の事業として形にしていくと

いうことが、このセンターの役割であると考えている。このセンターが

どういう役割を持っているのかということを分かりやすく市民へ説明し、

理解していただけるよう取り組んでいきたい。 

 阿部委員   先日ケアマネジャーを対象にした三条ひめさゆりネットの説明会に出

席し、ケアマネジャーの多くが、今後サービス利用者が年を取り、必要

な支援が増えていくことに不安を感じていることが分かった。当初は訪

問看護が中心となって、三条ひめさゆりネットの普及を始めたが、最初

の頃、ヘルパーが記載したことを訪問看護が読んで、ヘルパーとして伝

えたいことを伝えることができたとすごく喜んでいた。自分たちが入力

したことを人が見てくれて、自分たちの責任が果たせた実感を得ること

ができた。ケアマネジャーも何か喜べるものがないとなかなか進まない

と思う。ひめさゆりネットで後方支援病院を決めることもでき、当初は

訪問看護を利用していたが、開業医から後方支援病院を決めていってい

る場合もある。そのことは、ひめさゆりネットを活用することで、ケア

マネジャー業務の助けにつながっていくと思う。ケアマネジャーへのメ

リットがないとなかなか進まないので、例えば、後方支援病院を決める

ことにメリットを感じれば、進み方が変わって来ると思う。訪問看護を

使っている人は少数なので、拡大していくためにはケアマネジャーが良

いと感じるメリットを出し、使いやすくしていくことが大切なことと感

じているので、協力できることがあればやっていきたいと考えている。 

郷会長    普及できるよう説明会などやっていきたいと思う。 

 羽生委員   総合推進センターのシステムについてイメージは沸いてきているが、こ

れから必要になってくることは、具体例を頭の中で整理していく時期だ

と思う。例えば、我々歯科の場合、患者さんから直接在宅歯科医療連携

室に在宅歯科診療の依頼が来た場合、まず衛生士が実際に訪問し、状態

を把握して、担当の歯科医師を選択していくわけだが、衛生士が口腔を

確認した際に全身管理が必要な場合がある。全身管理を担当の歯科医師

に確認してからでないと麻酔や外科処置をやってよいのか判断に迷う場



6 

 

合がある。その際に、このセンターの在宅歯科連携室に連絡を取って、

主治医の先生と連携を取るという流れができた時に、このセンターの機

能が役立ってくる。また、認知症の方については、どこが悪いのか訴え

ることが難しく、例えば食事について、食欲がなくて食べないのか、口

内炎などが痛くて食べられないとか、その時に在宅歯科連携室に相談し

ていただければそれについての対応を回答することができる。そういっ

た実際の流れが今の会議では見えてこない。他の職種の方の業務でどう

いうことが可能なのか、まだ把握できていない。何をお願いして、何を

連携できるのか、お互いに遠慮なく助け合える体制を整えていきたい。

活動の具体例を出していき、現実に即した機能を皆さんと話し合ってい

きたい。 

 事務局    この意見交換の意図は、委員がお話したとおりのことで、私たちもまだ

まだ分からないところが多い。職種間の連携としてお互いを知るという

作業は必要なことであると考えている。 

 郷会長    現在、医師会、市役所それぞれに問い合わせがあり、それぞれで答えら

れるもの、お互いが時間を作って相談しないと答えることができないも

のがあると思う。医師会と市役所が一緒になっていればその場で話し合

い相談事を迅速に対応できる。今後、お互いが話し合わないと解決でき

ない事例が増えてくると思う。そういう意味で一つにすることは大変意

義のあることだと考えている。まずは、今発生している相談事をなるべ

く迅速に対応していくことが最初の目的であると考えている。 

  

(2) 三条市地域包括ケア総合推進センターのオープニングセレモニーについて 

（案）                             …資料２ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

特になし 

 

(3) 要支援認定者等に対する口腔ケア向上に関する取組について（案） 

                             …資料３ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

 羽生委員   対象となる高齢者の方が非常に多く、現在、歯科医師会員約 50人の先

生へ協力をお願いしているところである。実際に施設の職員が非常に大

変になるので、歯科医院に来ていただいて見せてもらうというケースを

なるべく増やしていきたいと会議の中で検討しており、できるだけ各施

設の負担にならない方法を考えている。歯科医師会もできるだけ多くの

医師が協力できるよう団結して取り組んでいきたいと考えている。 
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 (4) 平成 31年度包括ケア推進会議の運営体制について（案） 

                             …資料４ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

 郷会長    もともと地域包括ケアは、高齢者が増加していくことへ対応するために

始めたもので高齢者が対象であったが、今後は高齢者だけではなく障が

い者などいろいろな方へ目を向けていかなければならず、いろいろな職

種の方から御意見をいただいていきたいと考えている。 

 

(5) 高齢者の生活実態等を把握するための聞き取り調査（100人インタビュー）の 

  結果について（報告） 

                             …資料５ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

 高徳ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 最後のページの自宅の開放に加えて、今後、空き家が増えて来ること

が課題になるかと思う。空き家の活用を一つの視点として入れてみてはい

かがと思う。自宅を集いの場として開放してもらうことはコストを下げる

一つの手段で、これに加えて空き家があると思う。空き家はそのままにし

ておくとどんどん劣化していき、持ち主としては使って欲しい人もおりウ

ィンウィンの関係かと思う。この地域はおそらく空き家が増えていくので

活用を視野に入れてみてはいかがと思う。 

 

５ その他 

 高齢介護課長 今年度の会議は、本日で終了となる。また、委員の任期は今年度をもっ

て満了となり、委員の皆様からはこれまで貴重な御意見をいただき、御礼

申し上げる。 

新年度、地域包括ケア総合推進センターが設置される。今後も地域包括

ケアシステムの構築を進めるために取組を強化していく。 

この会議及び部会の運営体制も強化していく。在宅医療・介護連携の中

に福祉を加え、生活支援分野の連携を強化していき、また、認知症の関係

や権利擁護の問題にも取り組んでいく。 

来年度からの委員については、各団体に改めて推薦を依頼するが、団体

から再度御推薦があった時は、御協力を賜りたい。 

        新年度、地域包括ケア総合推進センターがオープンしたら早々に会議も

開催したいと考えている。 
 

 （午後８時 31分閉会） 


