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令和３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３年 11月 30日（火）午後７時から８時 40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、坂西委員、南雲委員、小林委員、瀧澤委員、 

阿部委員、橘 委員、長谷川委員、村山委員、山崎委員、 

(2) 欠席委員 

 渋木委員、宇高委員 

(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 白井課長代理 

 (4) 地域包括支援センター 

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 

(5) 事務局 

地域包括ケア総合推進センター 

郷センター長、長田次長、渡邉主査、西田コーディネーター 

高齢介護課 

村上課長、永井係長、本間主任 

 

４ 議題 

(1) 三条市包括ケア推進会議の運営体制について  

資料１に基づき説明 

質疑等特になし 

 (2) 部会長の指名について 

    資料２、３に基づき説明、馬場委員を部会長に指名 

(3) 令和３年度 在宅医療・介護連携推進の取組状況及び令和４年度の取組（案） 

について 

 資料４に基づき説明 

（質疑） 

馬場部会長  まず、多職種連携について御意見、御質問はないか。 

長谷川委員  入退院連携のプロセスが整ったことで、病院、相談員と情報共有で

きるようになり、以前に比べ連携は取れるようになってきたと思う。 

西丸センター長  入院後に病院へ情報提供するとき、生活場面を分かりやすく伝える

ことができるようになったことで、退院に向け、医療機関側にもイメ

ージがつきやすいのではないかと思う。 

長谷川（公）委員  初めてのためこのシステムを理解することからしていかなけ

ればいけないが、病院との情報交換で連携が図れればよいと思う。 

馬場部会長  医療者側はどうか。医療職として介護職との連携をスムーズに行う

ために留意することはあるか。 
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阿部委員   多職種連携ということで言えば、いろいろな職種を対象に研修をし

ていただき、うちも意思決定支援の研修に職員が出席し、意見交換を

することでとても（意識が）高まっていくと感じる。 

渡辺委員  今の説明の５ページの右上、ケアマネジャー等介護職の医療的視点

の向上ということで、現在、歯科医師会と栄養士会と薬剤師会、新潟

県リハビリテーション専門協議会とともに、話したり食べたりという

ことの支援のアセスメントシートを作成中である。ケアマネジャーも

医療的視点を向上していただき、話すことができる、きちんと食べる

ことができる、栄養がしっかり取れているということを見ていただけ

れば、医療につながるのではないかと思っている。 

  そういった意味で、上の「医療（医師、看護師）」の間に歯科医師

も入れてほしい。 

横山委員  ひめさゆりネットで救急隊と連携しているということだが、ひめさ

ゆりネットを使って救急隊がよかったという事例は何件くらいある

のか分かれば教えていただきたい。 

事務局  この４月から 10月までのものだが、活用件数は５件で、消防の方

にお聞きすると、その場に家族がいたり、在宅療養手帳があったりす

ればそちらが早いため、システムは見ないと言われた。その中でも５

件は活用したと聞いている。主には緊急連絡先や主治医の確認で役立

っているとのことだった。 

横山委員  私のところも何十人も登録があるようだが、薬剤情報を上げている

のは一人しかおらず、どうなのかなと思い教えていただいた。 

  次に５ページ右下の令和４年度、医学的視点を学ぶ機会の提供、

YouTube配信又は Zoomによる研修の実施とあり、これはどなたがされ

るのか。講師は馬場部会長や郷先生という感じか。それに関連してだ

が、市内のスタッフ全員が対象だと思うが、見たか見ないかの確認は

せず、あくまでも任意ということか。 

事務局  実施方法については研究中で、講師については市内の様々な専門職

から講師になっていただきたいと思っている。ここに書いてあること

以外にも要望があったものを反映していきたいと思っており、講師は

医師に限らずだと思っている。 

  YouTubeだと閲覧回数でしか評価できないと思うが、Zoomであれば

その場での参加以外に録画してどこかに保存するなど、いろいろなや

り方を考えている。 

横山委員  ちなみに、認定審査会委員だと、いつまでに見た、という形で書類

にサインする。そのようなやり方もどうか。 

  続けて、６ページの下、先ほどの説明で、（認知症初期集中支援チ

ームで）ひめさゆりネットをコミュニケーションツールとして使用し

ているような話があったが、今現在、ひめさゆりネットにはチャット

的な機能がないと思う。どのような形で活用したのか、御紹介いただ

きたい。 

事務局   認知症初期集中支援チームでは、チーム員の看護師、作業療法士、



3 

 

薬剤師、地域包括支援センターと、市、医師会がシステムを見るのだが、

情報の共有としては、「支援計画書」や、チームで決められている「ア

セスメントシート」の共有、コミュニケーションとしては、「経過記録」

欄に訪問記録や、地域包括支援センターが家族から聞いた情報等を入れ、

それに対し他のチーム員がコメント等投稿している。地域包括支援セン

ターが何気なく書いたことでも、例えば、薬剤師からは「何の薬が処方

されたか次回確認してきてほしい」とか、「○○が気になる」などの助

言を入れてくれる。薬剤師が訪問し、「朝は飲めているけれども夜は飲

めていなかった」と書くと、今度は看護師がそれを見て主治医につなぎ、

「処方が変わった」といったように、「経過記録」のところでコミュニ

ケーションが取れている。 

横山委員  これに関連して、その下に書いてある令和４年度のルール化について。

今日、初めて参加されている方もいらっしゃるが、以前からお願いして

いるとおり、まずは、今現在登録されている人の該当する項目、例えば、

主治医意見書や看護記録の項目など、いろいろな項目を書けるようにな

っているのに全く埋まっていない。情報を見たいと思うが、全然見られ

る状況ではな。それで（ひめさゆりネットに）1,000円払っているので、

少しどうなのかなと思う。 

  ルール化に当たっては、まずは、基本的なところをやっていただきた

い。今年度もあったひめさゆりネットの使い方の研修会でも、今、話の

あった投稿をするようにしてほしい。上げても返事も何もないようなケ

ースもある。皆さん忙しいと思うが、是非、入力し、要は、キャッチボ

ールができないと、ただ単にいつ訪問したなどの日記になっているだけ

である。それは少しどうなのかと思うので、お願いしたい。 

馬場部会長 多職種連携の研修は、テーマが何であれ、研修をして、相手が何を考

えているか等が分かればいいと思う。新型コロナウイルス感染症があっ

て難しいだろうが、できるだけやっていただき、参加していただければ

と思う。 

  医療者側からも、例えば、介護士に何を求めていいのか、どこまで求

めていいのか、逆に何を求められているのかが分からない部分もあるの

で、こういう研修があるとそこが少し伝わるのかなと思う。 

  認知症初期集中支援チームはとても有効だったということで、期間が

ある程度限られたものなので動かしやすいというのもあったと思うが、

こういう計画された研修や、令和４年度にやる研修を通じてひめさゆり

ネットに上げることが整理できるとよい。例えば、疾患によって、心不

全であれば介護の人が見て分かるのは呼吸の状態とか、そういうチェッ

クしてほしい点がある程度決まってくると思うので、そういうものがあ

ると、医療側も救急隊も状況が分かりやすい。逆に、研修を通じて項目

がある程度絞られると、何を書くか、ケアマネジャーにはこういうこと

を書いてほしい、医師にはこういうことを書いてほしい、ここの項目を

見てチェックしてほしい、というようになると、非常に分かりやすい。

とりあえずその項目だけ書けばいいというように使えるとよいのでは
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ないか。 

  先ほど、在宅療養手帳の話もあったが、結局、手帳は無くせないと思

う。やはり、家族と会話するためのツールとしては非常にいい。もしそ

ういう方向に持っていくのであれば、（ひめさゆりネットは）ある程度

医療に特化した、医療者が有用であるツールになればいいと思うので、

得るべき項目を決められるとよいと思う。 

西田コーディネーター 県央基幹病院開院を見据えて、近隣の市町村、まだシステムを入れて

いない市町村との協議に今後入っていく。また、県央基幹病院で Team

（ひめさゆりネットのシステム名）を使っていただけるか、システム会

社が県に働き掛けているところもあるので、今後も医療的情報を共有で

きるようなツールになることをシステム会社にも求めていきたい。先ほ

ど馬場部会長がおっしゃったように、どこを情報提供、情報共有したら

いいのかという項目が分かるような研修、医療的視点で何をチェックし

たらいいかが分かる研修に結びつけていきたい。 

 

馬場部会長 次に、今も半分入っていたが、ひめさゆりネットについて、何か意見

はあるか。 

阿部委員  横山委員の話とも関連するが、パソコンの閲覧画面は「経過観察」欄

を見ているのだと思う。実際に「経過観察」で LINEのようなやり取り

は、あえてしないとなかなかそこまでできない。訪問看護は見ている主

たる画面（主に入力する画面）が違うため、やり取りがタイムリーでな

いというのはあると思う。実際、訪問内容を入力すること自体も本当に

タイムリーかと言ったらタイムリーではない。しかし、いいところは、

ヘルパーや医師にすぐ伝えなければいけないことを入力し、込み入った

話になる場合は「この画面を見てほしい」と電話で伝言できる。 

  薬剤情報の話が出たが、私たちもお薬手帳の写真を撮ったりしている

が、事業所内部で共有するところに写真を保存している。事業所ごとに

使い方がそれぞれ違うところはあるが、このように、見ているところの

違いがあるということと、動いている人たちとのタイミングが違う場面

があることも理解していただきながら運用していくとよいと思う。 

馬場部会長 事業所や担当者によって違うと思うが、要するに、何を書くかという

ルールがないので、結構長い文章になり、知りたいところはここだけ、

ということもある。全然状態が変わらないのであれば「変わりなし」く

らいの一言でも困らない。ある事業所は、何々看護ステーションで誰そ

れという名前が載ってくるだけのところもある。ある程度ルールづくり

をして、あれだけの文字を入力するのはとても大変だろうと思うし、そ

の場ではとてもできないから、心不全だけの人であれば数値だけ入れれ

ばいいかもしれないし、プラスマイナスとか（何かの有無）でもいいか

もしれない。もう少しポイントを絞れば、お互いに楽だと思う。そうす

ると、他のところを閲覧する余裕も出るかもしれない。これからそうい

うものを詰めていってほしい。 

横山委員  先ほど話したひめさゆりネットで入力できる項目、例えば、主治医意
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見書や看護の計画書、薬剤情報などあるが、項目の追加はできるのか。 

西田コーディネーター ひめさゆりネットを御覧になったことがない方はよく分からないか

もしれないが、主治医意見書やケアプラン等いろいろな書類が上げられ

る画面があり、その一番下３か所に「その他」としてフリーで書類を上

げられるところがある。そちらに様々な書類を上げることはできる。 

  先ほどの「見えるところがそれぞれ違う」ということについて、訪問

看護やヘルパー事業所によっては「経過観察」欄を事業所の記録として

活用している場合がある。従って、記録としての量が多い。訪問介護、

訪問看護の方はタブレットを使用していると、パソコン画面で見ている

他の事業所と画面の見え方が少し違うところもあるということは御承

知おきいただきたい。こちらでももっと周知していかなければいけない

と感じている。 

横山委員  追加できることを確認した上でだが、今現在、項目の中に入っていた

らそれはそれでいいのですが、入っていなければ是非お願いしたいのが、

私たち薬剤師のところにはケアプランも来ない状況である。つい最近の

研修で、病院の薬剤師と私たち開局の薬剤師との薬薬連携で、在宅の患

者が入院する、入院中、退院するという一連のプロセスでどういった形

で連携ができるのかということを、平成 26 年くらいからずっと同じテ

ーマで話をしていた。やはり、書類が何もないということを解消しよう、

情報共有をしようとなり、病院は連携室の方にお願いし、ケアマネジャ

ーには申し訳ないが、各開局の薬局に（病院から提供があった）退院時

サマリーやプランを出してほしいとというお願いをしたところである。 

  話を元に戻すと、ひめさゆりネットでも閲覧できるようにしていただ

きたいので、書類を上げていただく、それもタイムリーなもので。是非、

ルール化していただきたい。入退院を頻繁に繰り返している人であれば、

最新の情報をお願いしたい。   

  次に、参考資料３について、薬局との情報共有の方法のお知らせとい

うところだが、使い方がよく分からないので、後で簡単に教えていただ

きたい。 

  参考資料４だが、表の入退院連携のプロセス、一番下の退院のところ

のケアプランの提供に、病院、かかりつけ医があって薬局がないので、

薬局も入れていただきたいのと、左側のサマリーの提供のところも同じ

く入れていただきたい。 

  １枚めくって、情報共有が必要な項目に、入院時、ケアマネジャー、

服薬情報とあるが、この情報の取り方はどのようにされているのかを教

えていただきたい。最後、退院となったときにその文言が消えてしまっ

ているので、どこからどのように収集されるのか。サマリーというとこ

ろなのだと思うが。 

  何が言いたかったかというと、私たちは、関わっている患者が急に具

合が悪くなり、救急車で運ばれて入院したと言われても全く情報がなく、

主治医の先生も知らず、どうなっているか見に行った覚えもある。将来

的には、せっかくデジタル化するのであればそういったものがタイムリ
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ーに分かるようなところまで持っていけるようなプロセスを、これから

何年かかるか分かないが、やっていただけると非常にありがたい。 

  私たちも処方箋が来る時間が大体 11時から午後２時くらいまで集中

する。毎日、この人どうなったかなど、ひめさゆりネットは開いていな

い。私の場合だと訪問は土曜日がメインなので、土曜日の訪問後、時間

があればその日のうちに夜８時くらいまで掛かってやるし、終わらなか

ったら次の日の午前中に眠たい目をこすりながら書いたりする。タイム

リーではない。しかし、それでもどうしても伝えたいなと思うのは星を

つけて重要度をつけてやるのだが、やはり、スピード感がない。少し遅

れてしまうところは欠点としてある気もする。○○さんの薬剤情報何が

更新されました、などのメールが届くのだが、確認しないと見られない

ので、アラートをもう少し工夫し改善できるのであれば、お願いしたい。 

西田コーディネーター まず、参考資料３について、これはなぜ作ったかというところからお

話しさせていただくと、診療所で生活に関わるような変化が起こったと

きや、前と違うなというところを感じたとき、ケアマネジャーに連絡し

たいとなったときに、ケアマネジャーが誰かということが分かるとよい

という意見をいただいた。そこで、ケアマネジャーに情報が集まるよう

な仕組みがあるとよいだろうと、この用紙を作成している。 

  まだ作成段階であり、試行もしていない。先日、ケアマネジャーと意

見交換はした。今後、素案ができたら薬剤師会にも相談させていただき

たい。医師会の理事会にも提出していきたいと思っている。まだ調整の

段階と思っていただければと思う。 

  実施要領(案)が添付されておらずわかりにくいところもあるが、配布

資料では左右見開き一面に集約しているが、実際は両面印刷であり、(診

療所、薬局の方から)情報共有の方法に指定があれば、様式に○印をつ

けてケアマネジャーにファックスで返信していただくよう考えている。 

  参考資料４の入退院連携のプロセスについてだが、こちらは県央地域

の入退院連携検討会というところで検討された内容のため、薬局を加え

るかどうかそちらで検討していきたい。(入退院連携プロセスの)一番下

(のサマリーの提出先)は、３月に(けんおう入退院連携ガイドを)周知す

るため、その前に燕、弥彦、加茂、田上地区と検討したい。 

  情報共有の必要な項目については、ケアマネジャーがいつどのような

情報をもらうことで在宅にスムーズに移れるか、作成ワーキングでケア

マネジャー、病院の方から意見をいただきまとめたものである。今いた

だいた意見に関しては、検討会の事務局に伝えていきたい。 

横山委員  それを受けてだが、この用紙（参考資料３）、裏表と言われたが、両

面だと２回ファックスを送らないといけないので、片面だけで収まるよ

うに、この形ではだめか。 

  参考資料４だが、ケアプランに、例えば、（介護保険）枠外で訪問薬

剤管理指導等が入ったとき、ケアプランは薬局に来ないのか。それは違

うのではないか。逆の言い方をすると、ケアプランに入っていなければ

渡さなくてよいということではないのではないか。 
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  サービス担当者会議に関連しても、会議に参加できないときは文書を

送ることになっているが、その依頼をいただいている事業所は１、２軒

あるが、他は全くない。どのような形で進んでいるのか、疑問に思う。 

事務局  介護支援専門員連絡会の長谷川（未）委員の意見もいただけたらと思

いが、どうか。 

長谷川（未）委員  おっしゃるように、薬局にも居宅療養管理指導を利用してい

る方であれば必ず（薬局に）ケアプランを渡さなければいけない。ケア

プランが行っていないということは、ケアマネジャーの責任で、私自身

も気をつけたい。 

横山委員  （介護保険）枠外だとケアプランに入れず、それが（プランを渡さな

くてよいという）ブロックになっているのではないか。ケアプランチェ

ックでも、（薬剤指導等の）文言が入っていないものもあるはずだがど

うなのか。 

長谷川（未）委員 ケアマネジャーの連絡会で課題に載せたいと思う。 

事務局  今の話を聞いていて、多職種の連携とは言いつつも、意識しないと連

携が図れていない場面もあるという実態もよく分かったので、連携が確

実にされるように、あえて文言として連携先の中に薬局等を明記したい。 

  他に、ひめさゆりネットの認知症初期集中支援チームでの効果につい

てもう少し触れさせていただきたいのだが、三条市のチーム員の場合、

複数の事業所に所属している方に委託しており、個人情報のやり取りが

非常に大きな課題だった。以前は郵送でのやり取りしかなかったが、ひ

めさゆりネットに書類を入れれることで一斉にチーム員全員に送るこ

とができている。 

  また、「経過観察」の活用について先ほど出ていたが、認知症初期集

中支援チームは６か月間の短期集中型で、目的を持って介入しており、

ひめさゆりネットを使う前にチーム員会議で対象者の支援方針を話し

合い、統一した上でシステムを使うので、方針に沿った支援結果を全員

が入れていく。先ほど馬場部会長が言われたように、心不全の方だった

らここを見ていこうとか、この方だったらこれを共有していこうという

ことを通常のサービス担当者会議で話し合われていないと、意識しない

と日記のようになってしまうのかもしれないと感た。 

  入力してもいつまでも見てもらえないという場合があり、そういうと

きは電話をして、「この部分の皆さんの意見を聞きたいので、システム

を見てほしい」と連絡している。電話だと１対１の関係だが、ひめさゆ

りネットだと複数の人と共有でき、複数の人とシステム上で議論できる

ため、非常に効果があった。 

村山委員  ひめさゆりネットを活用しよかったことがある。最近、虐待ケースな

ども出てきている中で、ひめさゆりネットを使って一人で考えるより協

力しながら対応できる。画像も出てくるので「こんなところに傷がある

が、他のサービス利用時も見てほしい」と伝え見てもらい、みんなで情

報を共有し、虐待の芽を早く摘むことができたという事例もあった。そ

ういう意味では、多職種連携で動いてとても役立ったことがあった。 
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馬場部会長 では、次に、意思決定支援の推進に関してはどうか 

横山委員  ８ページの市民への啓発で、定期的な実施が私はいいと思う。半年に

１回とか３か月に１回とか、「わたしの安心ノート」を広報さんじょう

にシリーズで、定期的に上げていただけたらと思う。 

  今日も夕方、患者と将来のことを話したとき、「わたしの安心ノート」

を仕舞い込んでしまってすぐに出せなかった。やはり、その存在を知ら

なかった。興味のある人はいるので、周知をお願いしたい。 

瀧澤委員  「わたしの安心ノート」の件だが、済生会病院でも入院時に「ＡＣＰ」

といって本人の意思を聞いたり、推測される意思を家族に確認したりし

ている。恐らく、他の病院でも同じような取組みをしていると思うが、

やはり、一人暮らしの方、親戚が身近にいない、頼るつもりがないとい

うような方が多々おられて、入院してからこの人の支援をどうしたらい

いのか、誰か知っている人はいるのか、親族がいるのかという場面が、

そういう患者の入院が非常に増えてきている。医療機関も含めて「わた

しの安心ノート」を市民に周知する方法を一緒に考え、ノートを全ての

病院でも活用するなど、どこの場面でもきっかけになる。ここから何が

分かるかということを共有しやすくなっていくと思う。 

  ひめさゆりネットなのか在宅療育手帳になるのか分からないが、意向

がある方に関しては、それを他の職種や医療機関と共有できるところま

で持っていくような形になると、患者がどこの場面においても、家にい

ても介護を受けていても病院にいても安心しやすくなると感じている。 

事務局  是非、御意見をいただき、一緒に考えていただければと思う。 

小林委員  意思決定支援は院内でも研修をやったりトレーニングをやったりと

話題になっているところである。今、済生会三条病院の瀧澤委員がおっ

しゃったように、そもそも情報が取れない人をどうするかというのが問

題になっているので、是非、市民への啓発として、もっと自分の情報を

発信してもらうとよい。身寄りがない、一人暮らしという方でなかなか

自分のことを話さないため、どう聞いていいか分からないと言う人もい

るが、そこは時間をかけていくしかない。そもそもそういう人が増えて

くると思う。入院してから、意思伝達方法がなくなってからはお手上げ

になる。そうなる前に、地域包括支援センターや、サービスを利用して

いるのだったら、他の方々とも情報共有をしていただければと思う。 

  一朝一夕で自分のものにできるものではないが、その方の何を知りた

いのか、どのような思いをしているのかというアンテナを張ることが大

事だと思うので、そういう気持ちで利用者に接していただけると、何気

ない情報が皆で共有できるのではないか。それは先ほども情報伝達ツー

ルの議論があったが、ルール化が来年度の課題なのかなと思う。 

橘委員  私は介護老人保健施設で相談員をしているが、最近、身寄りのない方、

後見人や補助人がつくケースが増えてきている。やはり、自分の意思を

伝えられなくなる前に、認知症等になる可能性はどなたにもあるので、

事前に用意しておく支援が必要だと思う。 
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村山委員  うちも特別養護老人ホームなので、要介護３以上の人が入所してくる。

ほぼ本人の意思は確認できないため、家族の方から聞き、今までの生活

歴や性格などから判断していくことになる。家族はそう言っているけれ

ども本人はどうなのだろうと悩むことも多く、そういう意味では、せっ

かく「わたしの安心ノート」があるのだから、もう少し本人の意思がき

ちんと確認できるうちに啓発し、自分で自分のことを考えられるように

持っていければ一番よいと思う。 

馬場部会長 意思決定をしてもらっても、家族の意向もあればどちらを優先するの

かというと、病院だと一つの参考指標にしかならないことが結構多いか

もしれない。しかし、積極的にやっていただければと思う。 

横山委員  市民啓発でもう一つ、名前は忘れてしまったが、自分で飲んでいる薬

や名前を書いて冷蔵庫に張っておく紙があったが、それを送るタイミン

グはどうなっていたか。 

事務局  75歳の後期高齢者の医療保険証と一緒に全員の方に送っている。（救

急医療情報カード） 

横山委員  「わたしの安心ノート」は送ってはいないのか。 

事務局  送っていない。ただし、今の「救急医療情報カード」の一番下に、回

復が難しいと考えられる病状や、意思表示が困難になった場合はどうし

たいかという欄を入れている。 

横山委員  そのタイミングでもし遅すぎなければ、加えて送るというのも一つか

なと思った。 

馬場部会長 全体を通してでも他に何かあるか。 

横山委員  三条市は在宅療養手帳とひめさゆりネットをどのような形で最終的

にまとめて、要はひめさゆりネットだけの、いわゆるデジタルだけにす

るといった場合、いつごろを目途に考えているのか、今一度教えていた

だきたい。 

事務局  今、ワーキングを始めたところで、いろいろな意見をいただき、この

会でも手帳は無くせないのではないかという意見もあった中で、今考え

ているのは、今後、システム業者がどういう改修をするかにもよるが、

手帳は最低限家族との連絡ツールとして残っていくと思っている。使い

分けをする形で整理していけるとよいのではないか。 

  ひめさゆりネットに家族との連絡機能が付加され、家族が使えるよう

な時代が来れば、手帳は卒業なのかもしれない。完全にどちらかに統一

するということは、ひめさゆりネットが有料であることなどからすると、

なかなか難しいとは思っている。ただ、この第８期の中ではそこの議論

はしっかりしていきたいと思っている。 

横山委員  なぜそのような質問をしたかというと、ひめさゆりネットが今後県央

基幹病院で採用される可能性が高いということで。 

事務局  高いとは言えない。検討していただいているということである。 

横山委員  何が言いたかったかというと、三条市は（ひめさゆりネットと在宅療

養手帳）両方ある。隣の燕市や他のところの現状もあると思うので、結

論から言うと、私的には、拙速にＩＣＴ化を進めてほしくなかった。や
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はり、家族からの情報、思いを書いてもらうところもまだないし、残念

ながら、先ほどからくり返しているように、（ひめさゆりネットは）項

目があっても全然埋まっておらず前にだけ進んでいるので、やはり、も

う少し足元を固めてからの方がいいのではないか。 

馬場部会長 ほかになければ、質疑応答を終了する。 

 

５ その他 

次回の開催について事務局から説明 

 

６ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

 （午後８時 40分閉会） 


