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平成 30年度 第２回包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 30年 12月 13日（木）午後７時～８時 33分 

２ 会 場 三条市役所 ２階大会議室 

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、玉木

委員、阿部委員、村山委員、名古屋委員、梨本委員、黒鳥委員、米山委員 

(2) 欠席委員 

 飛田委員、長谷川委員 

(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 

    健康づくり課健診係 久我係長、小杉主任 

健康づくり課保健指導係 森﨑技師 

(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、田口主事 

 

４ 議題 

(1) 地域包括ケアシステム構築の推進に関する取組状況及び平成 31 年度の方向性

（案）について                          …資料１ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

 石附委員   ケアマネジャーがひめさゆりネットを推進していくためにどう対応し

ていくのかを介護支援専門員連絡会で話し合っているが、ケアマネジャー

の中でも理解できていない人がいる中で、なんとかそこを進めていけるよ

うな体制づくりを行っていきたいと考えている。こうした方がいいのでは

ないかという意見があったら取り入れていきたい。 
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阿部委員   今まで訪問看護の利用者を対象に、ひめさゆりネットの普及を推進して

きたが、ケアマネジャーにとって訪問看護の利用者は一握りであり、ケア

マネジャーから発信すれば更に拡大すると思う。 

意見として、訪問看護で終末期に短期間で関わるケースだと、本人の意

向が掴めないまま終わってしまうこともあるので、「私の安心ノート」を

使わせてもらうといいと思う。私共も、必ず誰もが終末期を迎えるという

意味合いで、今年度から、初回の利用者に、受けたい医療や亡くなりたい

場所などについて本人、家族に意向の確認を始めたところだったので、こ

れを利用させていただければと思う。 

この２年間くらい、地域包括支援センターの求めに応じて、訪問看護の

活動を広める取組を実施している。今年度は、済生会訪問看護ステーショ

ン主導で、終末期の、主に老衰の看取りについて、地域ケア会議などで

10 数回啓発してきている。これまでは、済生会の訪問看護だけで実施し

てきたが、今後は他の訪問看護事業所等関係者とも協力して行っていきた

いと考えている。 

郷会長    ひめさゆりネットを始めるに当たり、後方診療から進めていく必要があ

ったので訪問看護の利用者が中心になった。今後は、それ以外の方へ広げ

ていきたいのでよろしくお願いしたい。 

    「私の安心ノート」を、三条市としてどのように広げていくか。三条市

ではどのように考えているか。 

事務局    このノートは、高齢者の権利擁護という観点から、司法書士からアドバ

イスをいただいて作成したものである。内容を改めて確認してみると、御

本人が、例えば医療や介護が必要になった時に、どういう状態を想定して

どういうケアを受けたいかという意思表示をするものになっており、御本

人だけではなく御家族や支援者とも共有するツールになっている。 

       この 16 日に医師会で開催する講演会（市民啓発講座）においても、来

場者の皆様に配布する予定としている。また、先般市民を対象に家族信託

をテーマに開催した講演会において、御自身が支援が必要になった時に、

例えば、家族にどのように財産の管理や医療に関するケアなどを託してい

きたいかということを、考えるきっかけになるツールとして講師が紹介し、

実際にノートを活用して、参加者から記入してもらうという内容で開催し

たところである。 

       今後もこのように活用を図っていきたいと考えている。 

石附委員   以前、社会資源冊子を配られていたと思うが、なかなか皆が知る機会は

ないと思うので、通いの場やセカンドライフ応援ステーションのサービス

内容、シルバー人材センターの取組が一冊の本になっていると便利である

と考える。 

事務局    そういった内容をまとめた「通いの場の素」という冊子を配布した。内
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容は、通いの場の設立方法や運営方法、どんな支援があるかというもので、

セカンドライフ応援ステーションやシルバー人材センターの連絡先も入

れた。また、どんな通いの場がどこにあるかということも掲載している。 

さらに、通いの場の活動の充実を図るための冊子も配布した。今後も、

作成していきたい。 

名古屋委員  11 ページのサービス C だが、利用者数と、どの程度の効果があるのか

ということと、フレイル対策ということで、どの程度の対象者数がいる

のか聞かせていただきたい。 

事務局    サービス C 事業の利用者数は、昨年度実績で、通所型のサービス C 事

業は 21人、訪問型のサービス C事業は８人である。利用者の改善効果は、

生活機能を見るための基本チェックリストを基に聞き取った結果、改善

が見られた方が５割、現状維持の方を含めると 75％と高い効果が得られ

ている。 

また、事業実施前と後での主観的な健康感を利用者に聞いたところ、

７割近くの方が改善しているとの回答を得たところであり、事業を利用

したことによる効果は高いものと考えている。 

しかし、運動器の機能向上が進みにくかったことと、事業が終了して

利用者が自宅で自発的に実施することが難しく、改善された状態が維持

できるのかということについて疑問が残る。そのため、状態の改善をす

るだけではなく生活習慣そのものを改善して、外出できる状態の方は集

いの場につながるような取組に見直したところである。 

フレイル対策の対象者数は平成 31年度の推計で 310人であり、本事業

の対象者がもう少し増える必要があると考えている。 

横山委員   11 ページの介護予防レクリエーションのボランティアによりチェック

を実施とあるが、今の話では 300 人余りを対象と捉えてフレイル予防を

する人をボランティアで養成することになるが、どれくらいの人を養成

するのか。また、いつまでに養成するのか。 

事務局    今年度、介護予防ボランティアを養成していて、この３月にも養成の

ための講習会を実施する。今年度の目標は 50 人を考えている。当面は、

毎年度 50人程度の養成を考えている。 

横山委員   旧三条地区、旧栄地区、旧下田地区で通いの場が立ち上がり、そこで

の介護予防の動きを強化するということだが、実際に養成されたボラン

ティアが指定された日にそこに行くようになるのか。 

事務局    そうである。これまでレクリエーションのボランティアを養成してい

たが、この 10月からは認知症予防のレクリエーションをボランティアに

覚えてもらい、通いの場から要望があればセカンドライフ応援ステーシ

ョンに申込みをしてボランティアとしてマッチングすることになる。 
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(2)  三条市地域包括ケア総合推進センターの運営体制及び窓口機能について（案）                          

…資料２ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

羽生委員   歯科医師会の在宅歯科医療連携室の対応について、市民や関係団体か

ら連携室に相談を受けたら、待機している歯科衛生士が相談のあった方

の自宅を訪問し、口腔内の状態や全身の状態を把握した上で資料を作成

し判定会に掛ける。この判定会というのは、歯科医師会に担当理事がい

て、その医師を中心に動いている。現在どの歯科医師も在宅に訪問に行

けるかというと、そんなことはなく、行ける医師のリストを作成してい

るところである。その中でも、率先して在宅歯科診療に行ける医師と、

自分の担当している患者であれば行きますという医師、どなたでも行け

ますという医師がいる。また、全身状態を見させていただいて、（例えば、

治療に当たり）全身麻酔の処置が必要で血圧管理などが必要となった場

合、個人の歯科医師が対応できるかということを考えた時に、県央地区

に日本歯科大学による在宅専門のサテライトの診療室ができたことから、

ここからの協力体制を確立している。全身管理が必要とあれば、口腔外

科医を伴ったチームとして対応いただく協力体制ができているので、い

ろいろなことに対応できるようになっている。できるだけスムーズに動

けるように体制を構築している。 

高徳オブザーバー 資料の３ページにある体制の図に記載の人数は実際に配置される

人数か。 

事務局    イメージであり人数は決まっていない。 

高徳オブザーバー 在宅医療のコーディネーターは現在も居ると思うがどうか。 

事務局    医師会のコーディネーターは、現実に近いイメージである。 

高徳オブザーバー センターには市役所の職員が直接配置されるのか。 

事務局    案段階ではあるが、市の職員が常駐することを考えている。 

 

(3)  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） 

高徳オブザーバー 市民に軸足を置くのか、関係団体に軸足を置くのかで実施する内

容が変わる。 

考え方として、このセンターを主として利用するのは市民というより

も、関係団体ということでよいか。 

事務局    そうである。 

高徳オブザーバー そうであるならば、関係団体からセンターを利用してくださいと打
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ち出すのか、一方の考え方として、こういった施設を整備しますと市民に

アドバルーン的に働き掛ける機会にするのか、そこを皆さんから意見を聞

くとよい。 

石附委員   関係者向けではないか。確かに市民に向けて医療・介護の連携などを知

ってもらうことは重要だが、センターを利用するのが関係団体であれば関

係団体向けに実施することがよいと思う。 

       目的にしても、地域包括ケアは具体的には在宅での看取りと認知症にな

っても住み慣れた地域でというのが大きなところだと思う。その辺を具体

的に入れるとよい。 

郷委員    事務局で考えたものは市民向けのようだが。 

事務局    そうである。石附委員の御意見にあった具体的なところはセレモニーの

中で見せていく必要があると考えている。 

羽生委員   在宅ということになると市民の理解が必要である。機能的には関係団体

が担うが、最初に市民から地域包括ケアシステムについて理解していただ

くことだと思う。その上で、このような機能があるということで市民が安

心して在宅での療養を選択するということだと思う。 

黒鳥委員   実際に建設が始まっているが、私たちはどのような施設か分かっている。

しかし、市民は何ができるのかと思っているのではないか。現実的に施設

を利用するのは関係団体かもしれないが、関係団体の結び付きが深まるこ

とで市民の皆様も安心して介護を受けられるという環境になると思うの

で、どちらかに絞るより、市民、関係団体のどちらに対しても周知が必要

なことだと思う。センターがどういった施設か知ってもらうためには、市

民から足を運んでもらい、関係団体がブースを設けていれば、こんな人た

ちが連携していて、私たちの未来を守ってくれているんだと思ってもらえ

ていいと思う。 

郷委員    何ができて何をしようとしているのかを知っていただくのは、大切なこ

とだと思う。 

鈴木委員   関係団体が、どういった施設かを知るのは説明会だと思う。しかし市民

は、直接は利用しなくても、関係団体を通じてセンターへ相談しなければ

ならないというのであれば、市民向けで知っていただき関係者がここにい

ますということを啓発すればいいと思う。 

郷委員    オープニングセレモニーは市民向けで、関係団体へは説明会を行うとい

うことでどうか。 

石附委員   確かに市民向けは重要で、市民からの理解がないとなかなか地域包括ケ

アシステムの構築は進まないと感じている。そういった方向でよいと思う。 

高徳オブザーバー 講演会とかパネルディスカッションとか全体に打ち出すものと、も

う一つ、せっかく関係団体が集まるのだから、ワンストップで相談できる

総合相談会のようなものがよいのではないか。というのは、三条市や弁護
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士会等と共催で精神障がいの関係で「暮らしと心の相談会」というものを

ワンストップ形式で行った。そこには様々な専門家が待機していて、相談

に来た方に、そのテーマに応じた専門家がその人の相談事をその場で聞い

て、こうしたらいいのではないかとか、サービスが必要であればそこにつ

なぐ、ということを実施して好評だった。 

       せっかく、いろいろな関係者が来るのであれば、例えばテーマに応じて

一人の相談に専門職が３人くらい相談に乗るという総合相談会のような

ものがあると、単に聞くだけではなくて困り事の解決につながるというの

はどうか。 

       全体のものが一つと、個々のものが一つではどうか。 

郷委員    場合によっては相談ブースのようなものか。 

高徳オブザーバー そうである。 

郷委員    市民を呼ぶには、ある程度有名な方でないとというのはある。講演を聞

きたくなる内容とか、パネルディスカッションでは特徴のあるメンバーで

ないとなかなか集まらない。 

事務局    有名な方という話もあり、また、今回の目的から今いる三条市の方から

出てもらうということも考えた。 

小柳センター長 具体的にどの場所で、どれくらいの人数でというのはあるのか。 

事務局    何をするかで変わる。講演会であれば、リサーチコアか総合福祉センタ

ーなどか。人数は 200人程度か。 

高徳オブザーバー 済生会三条病院の講堂はどうか。 

郷委員    起立して 90人から 100人である。難しい。 

高徳オブザーバー たくさんの団体が関わっていることを考えると、有名な人が一人講

演をするというよりも、いろいろな関係の人、例えばケアマネの代表や訪

問看護の代表の人がパネルディスカッションをする、その中で、話を聞い

てうまく連携が取れているなという感じの内容ではどうか。そういうもの

が、見えるといいのではないか。 

川瀬委員   実践発表を聞きたい。サービス Cであるとか、新しい専門職でも分野が

違うと想像しづらいものもある。写真とかを交えながら実施している内容

を説明してもらうとか、各分野の話を聞くのもよい。 

米山委員   実際に建物を見せるのか、内部を見せるのかということで内容も変わっ

てくる。人数も変わる。高齢者であれば歌謡ショーとかであれば集まると

思うが。 

事務局    市民の皆様に、具体的に連携が取れている姿を見せることがよいとの話

であった。関係団体から参画してもらい、楽しいところも入れ込んでみて

はどうかと思う。例えば寸劇であるとか。 

羽生委員   年に何回か公民館で歌のグループなどが発表する場があると思うが、そ

ういったものと抱き合わせるのも方法だと思う。 
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３ その他 

  次回は３月下旬頃の開催を予定している旨及び現委員の任期が今年度末までであり、

在宅医療・介護連携検討部会、認知症ケアサポート検討部会も含め委員の推薦の依頼を

お願いすることについて説明 

 

 （午後８時 33分閉会） 


