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平成 30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 平成 30年 11月 26日（月）午後７時 00分から８時 30分まで 

２ 会 場 三条市役所本庁舎２階大会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

郷委員、馬場委員、羽生委員、横山委員、佐野委員、池田委員、南雲委員、 

鈴木委員、西潟委員、難波委員、五十嵐委員、小田委員、佐藤委員、飛田委員、

渡辺委員 

(2) 欠席委員 

 なし 

(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 

地域包括支援センター嵐北 鈴木センター長 

(4) 事務局 

在宅医療推進センター 西田コーディネーター 

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 

 

４ 議題 

(1) 平成 31年度の在宅医療・介護連携推進の取組方針（案）について…資料１ 

（仮称）地域連携センターの運営体制等について   …資料 1参考資料 

 事務局から資料に基づき説明 

 （質疑） 

  高徳オブザーバー  「私の安心ノート」とはどのようなものか。 

  高齢介護課  成年後見制度の市民向け講演会を開催するときに、人生の最終段

階で自分がどのように生きたいか、どのような支援を受けたいかを

書き記しておくためのノートとして、司法書士と一緒に作成した。

亡くなった後にどうしてほしいかだけではなく、どのような医療・

介護を受けたいかを記入するところもあり、意思決定できなくなっ

たときにも活用できると考えている。 

  馬場部会長  地域包括ケア総合推進センターの運営費用はどうなるのか。 

  高齢介護課  市の負担と、医師会の県補助事業で運営したいと考えている。 

         関係団体の窓口に掛かる経費は、各団体で負担していただく予定

である。 

 （協議） 

● 医療・介護の多職種の連携促進について 

  馬場部会長  ケアマネジャーの医療的な判断につながるように、医療系職種と

の連携とあるが、他に必要な連携や、具体的な連携の方法について

意見はあるか。 

  高齢介護課  補足説明をすると、ケアマネジャーは医療的な判断ができないわ



2 

 

けではないが、医療系サービスが必要か悩む事例のときに（訪問看

護等）サービス利用につながらないと相談しづらいとの意見があっ

た。サービス利用の有無にかかわらず、気軽に相談できるとよいと

いう声が聞かれた。 

  馬場部会長  訪問看護とケアマネジャーがいる事業所だとそのような問題は

起きにくいのだろう。 

  小田委員   訪問看護と居宅介護支援事業所が併設しているところは限られ

ている。ケアマネジャーは経験の中から医療系サービスの必要性を

考えるが、判断しかねる場合がある。 

ケアマネジャーも看護資格を持つ人、介護資格を持つ人、経験年

数も様々であるが、どのケアマネジャーからでも利用者が同じサー

ビスを受けることができるようにする必要がある。そこで、ケアマ

ネジャーが相談できる窓口があるとよいと思う。 

また、訪問看護、デイケア等それぞれに看護師がいるが、看護師

同士でも意見が様々である。看護師同士で連携を図っていただき、

どこに問合せをしても同じような回答をもらえるようになるとよ

い。 

  馬場部会長  それは、どこかに相談窓口を設置した方がよいのか、集まりを重

ねていくことにより相談できるようになっていけばよいのか。 

小田委員   例えば、地域包括ケア総合推進センター内に相談窓口があるとよ

いと思う。 

高齢介護課  訪問看護事業所の中には相談に対応できるところもあれば、忙し

く対応が難しいところもあると聞いている。センター内に窓口があ

ればよいが、それぞれの訪問看護事業所が相談しやすくなることも

よいのではないかと思うがどうか。 

小田委員   サービス利用につながらないと訪問看護に相談しにくいという

のが実情である。はっきり訪問看護が必要だと判断できる場合はよ

いが、必要かどうかを悩むときに一つの相談窓口があるとよい。 

馬場部会長  センター内に看護師がいて相談に対応し、助言がもらえて、実際

サービスが必要だと判断されたときには、別の訪問看護に依頼する

ことになる。個別の事例ごとに「この患者は、この訪問看護に依頼

しよう」ということがあると思うが、そこに相談するのがまずは一

番だろう。それがうまくいかないのか。 

小田委員   例えば、済生会が主治医であれば、済生会の訪問看護ステーショ

ンに相談しようと考えるが、全部のケアマネジャーがそのようにす

ぐ動けるかというと、経験の差で判断できないこともあると思う。

一人しかケアマネジャーがおらず事業所内で相談できない人もい

るため、相談窓口があるとよい。 

横山委員   圏域ごとに社会資源があるので、圏域内の訪問看護ステーション

に相談してはどうか。圏域内に資源がないところはセンターに相談

することとしてはどうか。 

馬場部会長  センターに相談窓口を作ると、そこにいる看護師とケアマネジャ
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ーはうまくコミュニケーションが取れるようになるが、実際に業務

を依頼する訪問看護ステーションとのコミュニケーションのきっ

かけにはならないし、ケアマネジャーのスキルが上がることにはな

らない気がする。それであれば、訪問看護とケアマネジャーがたく

さん会議等を開いて気軽に話す、訪問看護にも、経験の浅いケアマ

ネジャーがいるから聞かれたら優しく応えてほしいと伝えておく

など、コミュニケーションを取った方が、質が良くなる気がする。

個別にやり取りしていった方がよいのではないか。現状が分からな

いが、なんとなく敷居が高いのか。 

高齢介護課  敷居が高いと言うよりも、サービス利用につながらないと相談し

にくいということのようだ。訪問看護からケアマネジャーの悩みを

理解していただき、訪問看護側からも考えてもらえるとよい。まず

は訪問看護ステーションの集まりで課題を共有し、対応できる方法

を考えたい。看護だけではない。歯科や薬剤師も同様ではないか。

ただ、歯科は在宅歯科医療連携室があるし、薬剤師も来年度センタ

ーに相談窓口機能ができる。 

羽生委員   歯科では、県の在宅要介護者等歯科保健推進事業で最初の診察が

受けられることになっていたが、予算の都合で 11月に急に取りや

めとなった。今後は在宅歯科医療連携室で対応していく予定である。 

在宅の寝たきり者等で食事を摂取するために口腔内の治療が必

要だとなったとき、ひめさゆりネットで全身状態等について横の連

携ができるとよいが、担当のケアマネジャーはこのシステムを知っ

ているのか気になる。システムを普及するには、皆がこのシステム

の存在とメリットを知らないと普及しない。それを第一に進めてい

く必要がある。 

西田コーディネーター  新規導入事業所拡大のために説明会等を実施しているが、出席し

ない事業所はある。システムを活用してほしいという説明会よりも、

多職種連携の好事例を紹介する中で、ひめさゆりネットが連携ツー

ルとして活用できることを周知していきたい。 

羽生委員   在宅歯科診療について、ケアマネジャーに普及するのに何年も掛

かった。知識の普及が一番重要である。 

西田コーディネーター  ケアマネジャーと歯科の先生との連携について、来年度研修等を

予定している。システムを活用した連携の周知も検討したい。 

馬場部会長  確かに、システムは複雑に見える。全部分かるのは難しい。自分

にとって必要性がないと活用しようとは思わない。地道に普及する

しかない。 

高徳オブザーバー  全ての職種が集まる多職種連携ではなく、ケアマネジャーと訪問

看護、歯科など、それぞれ課題を持つ職種同士の意見交換の場を設

定し、連携を促進するということでよいか。 

（全員）   よい。 

高齢介護課  いただいた意見を、職種間の意見交換の場に提示していきたい。 

馬場部会長  いきなりセンターで相談対応するのは難しいため、そのような会
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を開いて意見交換をしていくということだろう。 

高齢介護課  利用者個人にどのような支援が必要かを多職種で検討する場と

しては、事例検討会や地域包括支援センターが実施している個別ケ

ア会議を活用していきたい。 

       他に、同職種間の連携についてセンターに相談が寄せられている。

同職種間の連携は、ケアの均一化、継続化、質の向上につながる部

分だと考える。 

西田コーディネーター  看護師、リハ職は、病院、地域と様々な分野にいる。そこがつな

がるよう、センターで企画してもらえないかという相談が増えてき

た。 

お互いにどのようなことを感じているのか分からないため、まず

は意見交換をしてもらい、課題があれば解決に向けた取組を企画し

たい。多職種連携研修会は、100人以上の参加があるが、日常支援

における連携にはつながりにくいため、必要な職種が集まる検討会

も実施していきたい。 

横山委員   所属によって報酬体系等の違いがある。お互い何を感じているか

よりも、具体のケースの支援について意見交換をしないと、漠然と

した話しか出ないのではないか。１回目は集まるかもしれないが、

２回目は集まらないのではないか。 

馬場部会長  施設にいる看護師の中には病院で働いてきた看護師もいれば、経

験の少ない看護師もいる。しかし、そのような人からも働いてもら

わなければいけない。そのような人に訪問看護と同じスキルは要ら

ないかもしれない、違う仕事内容かもしれない、そこが難しい。 

羽生委員   希望でもあるが、職種が違っても皆プロであり、収益を得る活動

をしている。細かな職種間の話合いの中で、どの職種がどのような

ことができるのかをもっと知りたい。歯科診療が在宅で具体的にど

のような治療ができるのか知らない人は多い。互いにどのようなサ

ービスができるか具体的に理解していないと、依頼やコミュニケー

ションを取るのは難しいのではないか。そのような機会をいただき

たいと思う。 

小田委員   一人の利用者が訪問看護、デイサービス、ショートステイと在宅

サービスを利用する場合、それぞれに看護師がいる。看護師がその

方の支援に関して同じ思いを持ち、同じ知識を持って対応していた

だけないと改善しないということは今までもあった。同職種でもそ

れぞれの立場による違いがあり、考え方が統一されていないという

実態が聞かれた。 

高齢介護課  部会長との事前打合せの際、いきなり立場が違う人たちが集まっ

ても思うことが言えないかもしれない、「訪問看護は医師の指示に

基づく処置をするが、デイサービスの看護師は施設の考え方があり、

そこでできる限界もあるため、同じケアは求められないかもしれな

い。お互いがどのようなケアをしているのかを理解することからで

もよいと思う。」との助言があった。 
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最初は、デイサービス、ショートステイの看護師だけの情報交換

で、何に悩んでいるのか実態を把握する機会を持ってはどうかと考

えている。 

馬場部会長  それが現実的だと思う。デイサービス、短期入所生活介護だと基

本的に医療行為はできない。 

五十嵐委員  老健の場合は医師がいるため、デイケアや短期入所療養介護では

可能であるが、デイサービスでは難しいと思う。 

馬場部会長  そのようなことも理解していただかないといけない。始めはショ

ートステイだけなど、同じ分野で集まって全体のバランスがどのよ

うな感じであるか見た方がよい。 

高齢介護課  医療行為に限らず、このケースは何を観察しなければいけないか

という点で、同じ看護師同士が直接つながっていない。間に必ずケ

アマネジャーや相談員が入る。そこがうまくつながると、より効果

的なケアになるのではないか。 

馬場部会長  自分が知る限りでは、現実的には人が足りず、そのようなクオリ

ティは保てない。 

高齢介護課  そこを、ひめさゆりネットをうまく活用することで可能になるの

ではないかと考えている。 

横山委員   利用者について、どのような方針でどのようなケアをするかを各

職種が深く理解していればよいと思う。その人をアセスメントした

ケアプランについて、ケアマネジャーから各職種によく説明をして

もらい、話し合う機会を繰り返さないと難しい。看護師だけ集まっ

て話し合いをしても、そのときは意見が出るかもしれないが、実際

のケースではどうなのかとなると、個別ケースにおける話合いの機

会やコミュニケーションを増やす必要があるのではないか。 

取り掛かりとしては、ケアマネジャーと訪問看護、ケアマネジャ

ーと薬剤師というやり方もいいとは思うが、利用者のどのような意

向を汲み取ってプランを立てたのかの原点に立ち戻り、デイサービ

スや訪問看護などが集まり議論し、すり合わせていかないとだめで

はないか。 

概念的に、看護師とは、薬剤師とは、ということではなく、事例

検討やケース会議の機会を多く持つことが必要だと考える。個別の

ケアプランについての検討を繰り返すしかない。何度もサービス担

当者会議をすればよい。 

私自身、現実的に全てのケース会議に出席するのは難しい。ICT

を活用し、テレビ会議等も検討してはどうか。法改正もあったため、

ひめさゆりネットにもそのような機能があるとよい。 

馬場委員   連携のために看護師だけを集める会をやっていてもだめで、ケー

スカンファレンスをできるだけやった方がいいし、人が集まれなけ

れば ICTを活用できる体制があるとより進むと思う。ただし、実際

には、デイ、ショートの看護師が参加するのは難しい。個別ケース

について丁寧に検討することと並行して、現実的には同じ立場の職
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種を集め、意見を出し、そこから出てくる課題について他の訪問看

護や病院など、全体で課題を共有することも大事だと思う。 

横山委員   コミュニケーションを取る手段はいろいろあるはず。ケアプラン

を作ったとき、サービス事業所への照会用紙がある。質問しづらい

ときは躊躇せず、照会用紙を活用してはどうか。こちらが回答した

ら、それについての返答もほしい。 

西田コーディネーター  薬剤師とケアマネジャーとの研修会を企画中である。そこでも問

題提起していただきたい。 

  地域と病院のリハビリ専門職の連携について、センターに相談が

来ている。現状はどうか 

南雲委員   病院と介護事業所のリハビリ専門職が、カンファレンスに出席で

きるときは出席しているところもあるが、人数的に難しい。多職種

連携研修会のリハ職の出席率が低い。このような研修に顔を出して

いくよう自分たちも働き掛けをしていきたい。 

 

● 市民への啓発について 

  池田委員  私の安心ノートは中身が濃い。病院の連携室内でケアマネジャーや

訪問看護と話し合った。訪問看護から、「ターミナルで看取りの訪問

をするときに意向が引き出せないことがある。どうしたいかを考えな

いままターミナルになり、訪問看護も意向を聞きだせず、声掛けにも

困ることがある。ターミナルでなくても早い段階から意思表示をして

もらうために、訪問看護がノートを活用することが有効ではないか。」

との意見が合った。 

  鈴木委員  済生会三条病院では「私の心積もり」という、入院してきたらどの

ように終末期を迎えるかを書いていただく書類の準備を進めている。

１月頃から始めようと思っている。内容は広範囲ではなく、治療に関

してのものである。 

以前、さかえの里で終活の勉強会があったと思う。各施設がいろい

ろな取組を始めている。そこも聞かせてほしい。 

  鈴木オブザーバー 地域包括支援センターが啓発講座を実施しており、以前は認知症の

予防や介護予防などの希望が多かったが、最近、介護保険を使うには

どうしたらよいかと具体的に聞かれることが多くなった。どこでどの

ようなサービスが使えるか、具体的に知りたいとの要望がある。市が

配布するガイドブックは内容が多く難しい。冊子を渡して分かってく

ださいというよりも、分かりやすいパンフレットを作った方がいいの

ではないかと思う。 

以前、包括のパンフレットを公共施設、薬局等に配布した。しかし、

在庫がなくなっても補充ができていない。いい取組だったのに継続し

ていくためにどうしたらいいか考える必要がある。 

高徳オブザーバー  パンフレットがなくなったとき、補充してもらいたい旨を連絡する

ための返信用ハガキを入れて渡してはどうか。 

高齢介護課  地域での啓発講座についてだが、地域包括支援センターが実施する
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地域ケア会議で、在宅医療、看取りをテーマに実施することが増えて

いる。地域包括支援センター栄の事例では、実際に看取ったケアマネ

ジャー、介護事業所、家族から話を聞いたり、私の安心ノートの使い

方を弁護士から紹介してもらったりして住民から好評だった。地域を

回ってそのような啓発活動を実施したい。 

横山委員  子どもや青年期のターミナルケアは含まないのか。提案だが、市民

窓口課や教育委員会とコラボして、結婚した、三条市に転入した等と

いうときに、「あなたのライフスタイルの設計」のような物を配布し、

終末期を考えるよう、例えば結婚何年目に考えましょうというように

してはどうか。高齢者だけをターゲットにするのではなく、対象を広

げてはどうか。私の安心ノートも子どもでも分かるよう「おじいちゃ

んとお別れのとき」等分かりやすいパンフレットにして、自宅に持っ

て帰り家族と話すようにするなど、目線を変えてはどうか。いつかは

老いて死ぬわけだから、もう少しくだけて分かりやすく教えてもらえ

るものがあってもよいと思う。 

高齢介護課 情報が入る入口を柔軟に考えたい。 

馬場部会長 いろいろあってよいと思う。 

 

(2) 平成 30年度第３回多職種連携研修会（案）について       …資料２ 

   特に質疑なし 

 

(3) その他 

高齢介護課長 次回の会議は２月から３月初め頃を予定している。現在は在宅医療

と介護の連携を進めるということで、在宅医療推進センターを中心に

取り組んでいるが、来年度から「地域包括ケア総合推進センター」と

していろいろな機能を持ちながらスタートすることになる。この仕組

みを効果的に動かすことができるように、部会のメンバーの見直しも

含めて充実させていきたい。あわせて、本日いただいた来年度の取組

方針に関する御意見に基づき、次回は具体的な事業計画案について御

協議いただきたい。日程については、部会長と御協議させていただき、

御案内する。 

   

 （午後８時 30分閉会） 


