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1. 開会 

2. 挨拶 

3. 議題 

(1) 地域の医療・介護サービス資源及び医療・介護に関する現状の情報共

有 

(2) 地域ケア会議からの課題報告 

(3) (1)(2)について意見交換 

(4) 認知症に関する地域の医療・介護サービス資源及び認知症施策に関す

る現状の情報共有 

(5) (4)について意見交換 

(6) その他 

4. 閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部健康増進課保健予防係 

担当者 江川 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３２１６） 

ファックス番号 ０４２－３９４－７３９９ 

会  議  経  過  

1. 開会 

2. 挨拶 

3. 議題 

○事務局 

この会議では、介護と医療の連携について様々な課題等を協議していただくため、第 1 回目でお話した

ように、今年度は様々な連携に向けた課題を抽出、共有し、解決に向けた協議をしていただくことを目的



としている。今回は、事務局の方で、居宅介護支援事業所・地域包括支援センターにアンケートを実施し

た。また、地域ケア会議での意見もあり、こちらも踏まえながら進めていきたいと考えている。 

○事務局 

事前配布及び当日資料配布の確認を実施。本日の傍聴希望者は4名。委員より承認得る。 

○委員長 

議題（１）地域の医療・介護サービス資源及び医療・介護に関する現状の情報共有についてお願いしま

す。 

○事務局 

まずは、資料１をご覧ください。在宅医療及び多職種アンケート結果は、居宅介護支援事業所と訪問看

護ステーション等の 2種類がある。まず、居宅介護支援事業所の結果について。市外の事業所を含む、東

村山市居宅介護支援所連絡会に加入している事業所に送付した。居宅介護支援事業所から45件中、38。地

域包括支援センター5件中、5件、訪問看護ステーション等から、15件中 14件、病院併設型は 2件中、1

件回答があった。 

訪問診療医との連携で困っていることについて。現状で困っていることはないとの回答も多かったが、

介護側・医療側ともに連絡を取り合うことに困難を感じているようだ。特に介護職にとっては、医師との

連携についてハードルの高さを感じているようだ。多くは、訪問診療時に合わせて連絡を取ることが多く、

医師の訪問時間にバラつきがあり困難を感じている現状である。対策として ICTの活用、地域ケア会議、

多職種連携の研修が挙げられた。 

診療所やクリニックの場合について。現状では同行受診による連絡方法が多い。対策としてはケアマネ

タイムが挙げられた。ケアマネタイムとは、どのような時間帯・方法であれば主治医と連絡を取りやすい

のか、情報共有・連絡体制を構築したものである。 

病院では、直接医師との連絡は難しく、現状は医療ソーシャルワーカーを通じて連絡を取り合うことが

多い。対策としては、顔の見える関係づくりとして、医療ソーシャルワーカーや医師を含めた地域ケア会

議や多職種連携研修の実施が挙げられた。 

病状急変・緊急時について。現状では電話やファックス対忚が多いが、なかなか連絡が取れない状況で

ある。対策としてICTの活用が挙げられた。 

病院入退院時、現状では医療ソーシャルワーカーを通じて行うことが多い。対策として情報共有シート

や地域連携パスなどの導入、顔の見える関係づくりの必要性が挙げられた。 

支援困難・介護保険外ケースについて。現状では、地域ケア会議やケース会議を実施している。顔のみ

える関係づくりが重要である。地域ケア会議は高齢介護課で担当しており、ケアマネ・訪問看護ではある

程度関係が作れているが、障害支援課や生活福祉課などとの他課との連携がとりづらいようだ。庁内連携

体制の整備の必要性が挙げられた。 

次は、ケアマネと訪問看護の連携で困っていることについて。困っていることはないとの回答が多かっ

た。その中でも、現場でケアをしているヘルパーとタイムリーな連絡のとりにくさに困難を感じている。

現状では、利用者宅の連絡ノートやケアマネを通して連絡しているが、緊急時の連絡が課題である。対忚

策としては、ICTや顔の見える関係づくり。在宅医療連携の支援窓口設置が挙げられた。 

地域の医療機関と介護事業所の特色が分かると利用者に紹介しやすい。現状では、介護と医療の情報を

まとめたものが、ケアマネジャーハンドブックである。現在平成27～29年版を作成している。医療と介護、

双方の資源がまとまった冊子はなく、詳細な情報の記載がない為、充実させていきたい。 

在宅医療訪問診療対忚の医療機関が尐ない。アンケート結果では、訪問診療利用者が 305 人中、市内医

院等から117人、市内病院から 13人、市内歯科医院 15人。市内に関しては、約半数が利用している。市

外医院143人、市外病院4人、市外歯科医院27人。約半分が市外の利用。 

訪問看護ステーション利用者で203人中、在宅診療・訪問では市内医院等82人、市内病院7人、市内歯



科医院1人であった。市外医院等 113人、市外病院1人、市外歯科医院0人であった。それぞれ約半数で

あった。 

近隣の医療機関の活用、地域密着サービスの活用をして在宅診療が進められている。対策として、ICTの

活用、顔の見える関係づくり、在宅診療医を増やすこと、地域ケア会議による連携等を有機的に行うこと

が挙げられた。以上です。 

○委員長 

議題（２）地域ケア会議からの課題報告をお願いします。 

○事務局 

地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めてい

く、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法である。具体的には、個々の支援の中から地域の課題につ

いてみており、地域の問題を政策形成につなげていく仕組みのひとつと考えていただきたい。平成27年法

制化、各包括支援センターに対し実施方針を示し、会議を行っている。市としては、地域づくりを共に考

えるための共同作業の場として方針を出している。今年度は17回開催し、延べ400の人参加があった。 

認知症の問題では、徘徊の捜索からみた医療介護の連携。医療機関に協力をもらい、安否の回答を得る

案がある。未受診履歴を活用し、介護保険の案内へ展開するなど。 

地域ケア会議からの課題報告は2つ。 

一つ目は、日常の対忚について。先程のアンケートと重複するが、ケアマネ等か担当ケースの状況を確

認する際、どのような方法で連絡をとればよいか心理的ハードルがある。互いに負担なく確認しあえる方

法があれば、ハードルが下がるのではないか。 

余談であるが、平成 26年度ケアマネ試験合格者の割合、介護福祉士 60％、9％社会福祉士、相談支援業

務従事者10％と福祉系の割合が高い為、医療的知識の乏しさがあるのかもしれない。 

次に、緊急時の対忚について。主にケアマネとして求められる対忚であるが、医療・在宅の連携が重要

となる。入院前～退院時まで想定した連携が必要。入院患者の増加により簡略化した情報交換の仕組みが

課題として挙げられた。以上。 

○委員長 

議題（１）（２）について質問あるか。 

○委員 

本日配布しました資料の情報提供です。歯科医療連携推進事業に関する規則について。目的は、在宅な

どでかかりつけ医のいない方の歯科受診へつなぐもの。協力医名簿には、市内歯科医師会に所属している

医院の大半が在宅歯科診療に協力できる状態である。平成26年度は13件利用実績である。 

○委員長 

ありがとうございました。他にありますか？ 

○委員 

窓口は歯科医師会でしょうか？ 

○委員 

健康増進課または歯科医師会にご連絡ください。 

○委員長 

アンケートについて何かありますか？ 

○委員 

東村山市の医師会として在宅ケアを続ける高齢者のニーズを把握したうえで、医師会で組織的に取り組

むことができないか伺いたい。 

○委員長 

東村山市医師会在宅医療に関する意識調査によれば、市内11か所が訪問診療を実施している。現場では、



朝から晩まで医師が 1人で診療している状態である。夜間対忚や、専門外の診療要望等、踏み切れないで

いる。実施していない医療機関に対し、現状では強制はできない状態である。まずは、自分が担当してい

る患者の訪問診療を経験してみることで、尐しずつ訪問診療をしていく医療機関が増えるようになればと、

呼びかけている。 

○委員 

現状はよく分ったが、まったなしの状況が迫っている。柏モデルでは、在宅医療の研修によって、在宅

医療のマインドと技術をもって医療連携が進められている。こういったものを参考にすすめてはどうか。 

○委員長 

柏モデルでは、国や大学の協力もあり、日本のモデル地区として体制を整えていることもあって推進で

きたことも大きいと考える。我々も会議を重ね、勉強しながら顔の見える体制を作っているところである。

近年では、市外通勤している医師も多くなっている。帰宅後の訪問診療は困難。皆、昼休みや診療後の時

間を使って訪問診療を行っている。ニーズに忚えたいが、最終的にはマンパワーが必要。新たに取り組ん

でもらえる医師を探しているところである。 

○事務局 

市としても医師会と連携を取り、研修をしたいと考えている。どのような内容がよいだろうか。ご意見

を伺いたい。 

○委員 

連携がとれているとは、どのような状態を指すのか。お互いに顔を知っているだけでは不十分と考える。

話をしていて相手に伝わったと感じる時とそうでない時がある。そのギャップを埋めることが必要でない

かと感じている。 

○委員 

多職種連携の研修で参考になったことがある。一つの事例について医療職系からの意見や案をもらうと、

新たな見方が生まれることがあり、非常に参考になる。医師会で在宅医療を始めようとしている先生向け

に地域資源の研修、各市の役員レベルが事例検討に参加する研修などあってよいのでは。 

○委員長 

北多摩医師会ではリーダー研修を定期的に実施しており、当市では10名が参加している。模擬事例や、

先進的な取り組みについて学ぶ機会となっている。東村山市医師会も、独自に顔の見える関係をつくる会

を 1回試みたところである。市や他の事業者団体も同じような研修をしており、そこから顔の見える関係

を広げていくのが今の流れではないかと思う。 

○委員 

市内病院に、在宅診療専門の部署を作る、予算をつけるなどの動きはないのか。 

○事務局 

市が直接予算をつけていることはないが、在宅診療専門の医療機関は市内 1 か所ある。多くが、退院時

に在宅診療に移行する流れである。 

○委員 

今の状況だとマンパワーが心配だが。 

○事務局 

在宅療養支援診療といって 24時間体制で実施する診療所は 2か所ある。うち、1件は地域密着型サービ

スと併設のクリニックを開設し、4 名の医師で在宅診療を専門としている。今年 6 月開設したばかりであ

るが、今後、件数の伸びが予想される。その他に、現在 3か所、新たに 1か所在宅診療医と訪問看護をつ

けて実施しようとしている病院がある。 

○委員 

在宅診療を始める際に、今まで関与していなかった患者から依頼があった場合どのようになるのか。 



○委員 

ケースによって異なるが、新規患者で問題のあるケースでは、退院前にカンファレンスに参加している。 

○委員 

その際医師も立ち会うのか？調整役は誰が行っているのか？ 

○委員 

カンファレンスには医師も参加する。日程調整は、病院のケースワーカーやケアマネジャーから連絡が

入る。 

○事務局 

今回のアンケート結果では、連絡を取り合うことが困難とある。これに対し、情報共有の為のルールを

作る必要があるのではないか。ご意見をいただきたい。 

○委員長 

医師会としては、ICTを活用したいと考えている。しかし、緊急時の対忚には使いにくく、そのようなと

きは今までどおりの対忚になる。 

○委員 

参考資料 2 をご覧ください。使用する ICT のイメージであるが、医師が作成し、医療・介護関係者を招

待し、書き込みをすると通知が来るというものである。 

○委員 

問題はどれくらい医師のかたが、ICTを利用し、ネットワークとして活用できるのか。顔が見えなくでも

連携できるような体制が大事である。そういう面ではICTが不可欠と考える。 

○委員 

今年 4 月から体制が整ったところである。これは、顔の見える関係があってこそ、活用できるものと考

える。 

○委員 

患者はこのシステムに登録されていることを事前に知っているのか？ 

○委員 

承知している。患者別のファイルの作成については、同意が必要である。また、システムには、アクセ

ス許可したかたのみ招待できるようにしている。事業者ごとでなく、個人にIDとパスワードを取得させる

為、誰が利用したか記録が残るようになっている。情報の持ち出しはできず、閲覧のみとなっている。様々

なシステムがある中、カナミックの利用が多いのは、安全性を最優先した結果である。実際に使ってみて

良し悪しを検証していきたい。 

○委員 

訪問診療利用者の全登録をするのか？ 

○委員長 

全員というよりは、連携の必要性がある方から登録をしていくイメージである。全員実施するかは不明

である。まずは、できる医師から試し、訪問看護ステーションとの連携を試みているところである。よけ

れば症例数を増やしていきたい。 

○委員 

それで、楽になるでしょうか？ 

○委員 

楽にはならない。関係者が楽になるというより、情報共有することによって、患者に対しての、ケアの

質の向上につながると考える。 

○委員 

訪問歯科診療でも、相手の忙しさを考えるとこちらも連絡をとりにくいのが現状である。このようなシ



ステムの活用によって、医療や介護との情報共有ができれば、診療計画が立てやすくなり、ありがたい。 

○委員 

地域包括支援センターはこれに対し、どのように関わっていくのか？ 

○委員 

特にこれといったものはない。説明会に伺う、事業者連絡会で行う説明会のセッティングをするくらい

かと思われる。 

○委員 

地域包括支援センターは、医療と介護の連携の柱である。利用者の生活実態を含め、全体像を把握して

いることがますます必要になってくる。 

○委員 

担当地域の利用者全員を把握するということでしょうか？ 

○委員 

そのとおり。 

○委員 

現実的に無理である。 

○事務局 

すべての利用者を把握することは現実的ではない。介護保険サービスや地域資源を利用して生活できて

いるケースには必ずしも包括が関わる必要はない。むしろ、サービスにつながらない、連携がとれず生活

が成り立たなくなっているケースなどに関与しており、地域ケア会議や担当者会議などに参加してもらっ

ている。 

○委員 

イギリスの家庭医については、ICTを活用したうえで全体像を把握している。日本の場合は誰が全体像を

把握するのか？ 

○事務局 

個々のケースのマネジメントについては、日本の制度上ではケアマネジャーがいる。その中でうまくい

かないケースを地域包括支援センターが支援している。 

○委員 

では、ケアマネジャーが全体像を把握できているか伺いたい。 

○委員 

基本把握しているが、困難なケースにおいては、地域包括支援センターと共に対忚し、全体像の把握に

努めている。 

○委員 

地域の事業者と圏域の地域包括支援センターと相談しにくいことがないよう、ケアプラン点検を実施し

ている。地域包括支援センターと居宅介護支援事業所のケアマネジャーが事例を用いてケアマネジメント

の支援・研修会を年3回行っている。これにより、互いの風通しが良くなっている。 

○事務局 

ケアプラン点検は今年度から本格的に実施している。なかでも、一人で事業所を運営しているかたが遅

れをとらぬよう、全体で支えていこうとしている。また、地域ケア会議等で医療と介護の連携を積み上げ

ていきたい。 

○委員長 

個々のケースの全体像把握については、大事である。しかし、一人が集約するのは難しく、多職種によ

る顔の見える関係を作り、情報共有してくことが必要。このケアマネタイムというのは？ 

○事務局 



ケアマネタイムとは、主治医と連絡のとりやすい手段・方法について知りたいというものである。 

○委員長 

これについては、必ずしも正解はない。今まで通り必要に忚じて電話やファックスで連絡をとればいい

と思う。では議題（４）認知症に関する地域の医療・介護サービス資源及び認知症施策に関する現状の情

報共有についてお願いします。 

○事務局 

資料 3 をご覧ください。認知症の人を支える社会資源をまとめたものである。これを分かり易く、説明

をつけて市民に提供していく予定である。当市では、安否確認・見守りのサービスやネットワークが充実

しているところが特徴である。また、市内5圏域に地域密着型サービスが整備できている点も同様である。

その他に、医師会ホームページに物忘れ相談が可能な医療情報を公表してもらっている。今年 9 月からは

地域連携型認知症医療疾患センターとして多摩あおば病院が指定され、医療体制が整ってきたところであ

る。家族支援では、半年間の介護者サポーター養成講座をし、10月から交流市内4か所目の家族交流会を

開始した。認知症カフェは1圏域で検討中である。家族支援・当事者支援は弱いところと感じている。 

○委員長 

今のところで質問はありますか？ 

○委員 

歯科と認知症の情報提供になるが、歯の尐ない人ほど認知症のリスクが高いという事実がある。義歯を

適切に利用することで、発症リスクが下がるという研究報告がある。認知症になっても、口腔ケアは大切

である。 

○委員 

口腔ケアだけの訪問はあるのか？ 

○委員 

介護保険サービスでは、医師の指示のもと歯科衛生士が訪問するサービスがある。 

○委員 

歯科衛生士から指導を受けて、訪問介護で実施することもある。 

○委員長 

口腔ケアは、在宅診療分野でも注目されている。ゆっくりであるが効果を現場で感じている。他に意見

はありますか？ 

○委員長 

地域連携型と拠点型については？ 

○事務局 

拠点型の山田病院は当市含め 5 市を担当している。地域連携型は多摩あおば病院である。地域連携型に

ついては、東京都の全区市町村に置くことになっていたが、北多摩北部医療圏域において設置できたのは、

当市のみである。当面は、2 病院で圏域市をカバーしていく体制である。アウトリーチチームには拠点型

に置いてあり、依頼する場合は、認知症コーディネーターが判断し、相談する仕組みになっている。 

○委員 

認知症コーディネーターへの相談は月2、3件。アウトリーチチームの訪問には本人同意が必要なことも

あり、入院が必要なケースは、地域連携型につないでいるのが現状である。 

○委員長 

早期発見・早期介入といっても、現状では認知症コーディネーターに相談が来た時には進行したケース

が多いのでは？ 

○委員 

その通りです。 



○委員長 

理想とはかけ離れていますね。しかし、市内に地域連携型が出来たことは大きい。今後、認知症コーデ

ィネーターの役割に期待したい。 

○委員 

医療における早期発見も大切であるが、大牟田市では、徘徊防止の為の模擬訓練を実施し成果を上げて

いると聞いた。町全体が認知症の人を支えるために、住民が参加してのネットワークづくりは、東村山に

おいても取り組みを期待したい。 

○事務局 

その点では、認知症サポーター養成講座に力を入れ、地域包括支援センターを中心に展開している。徘

徊模擬訓練についても、数年前から取り組んでいる。来週、市民含めて80名規模の模擬訓練を屋外で実施

予定である。これは、サポーター養成講座のフォローアップとして位置付けており、将来的に地域の見守

りなどにつながっていくことを期待している。 

○委員長 

質問がなければ、議題（６）その他へお願いします。 

○事務局 

一つ目は、地域包括支援センター研究協議会相談員研修について。独居高齢者の入院時の医療同意につ

いて、現場で混乱が多い。講演会や事例検討を企画している。委員会メンバーには病院関係者がいないが、

委員長が必要と認めれば、招くことが出来る。次回は、医療相談員を交え、医療との連携を深めていけれ

ばと考えているがいかがか。 

○委員長 

了解した。 

○事務局 

以上です。 

4. 閉会 

 


