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会  議  経  過  

1. 開会 

2. 委嘱状の交付 

3. 挨拶 

4. 委員・事務局職員の自己紹介 



5. 役員選出 

  ○事務局 

資料５の東村山市地域包括ケア推進協議会規則をご覧ください。こちらの委員会につきましては、地

域包括ケア推進協議会を基に設けられた委員会で、その規則に基づき会議の結果を運営します。規則の

第３条にありますように、委員長を置き、委員の互選によって定めます。どなたか推薦あるいは立候補

ございませんか。もしよろしければ、事務局から推薦させていただいてもよろしいでしょうか。 

○委員 

 はい。 

○事務局 

 当委員会は医療と介護の連携ということで、医療が大きなウェイトを占めているのではないかと思い

ます。その中で、医師会長の久保先生にご出席いただいていますので、お願いできればと考えておりま

すがいかがでしょうか。 

○一同 

異議なし。 

○事務局 

 では、久保先生にお願いしたいと思います。では、会長に規則の第３条にありますように委員長代理

を決めていただきたいのですが。 

○委員長 

 普段この分野で一緒に仕事をしている磯部先生にお願いします。 

○事務局 

 久保先生、磯部先生それぞれ委員長、委員長代理をお願いいたします。 

 

6. 会議の公開と「傍聴に関する定め」について 

○事務局 

 会議の公開と「傍聴に関する定め」について説明します。会議の公開につきましては、東村山市では

市政の市民参加を促進し市政の透明性、合理性を向上させるために、東村山市附属機関等の会議の公開

に関する指針を定めておりまして、それに基づいて東村山市医療・介護推進委員会を公開したいと考え

ております。地域包括ケア推進協議会の中の医療・介護の専門部会として活動してまいりますので、公

開に関しましても、地域包括ケア推進協議会と同様にしていきたいと思います。公開に関しましては、

会議の場での傍聴とします。東村山市医療・介護連携推進委員会の傍聴に関する定めに従って傍聴して

いただきます。 

 

傍聴を許可するも、傍聴者なし 

 

○事務局 

会議録の作成にあたっては、上に習い個人名は出しません。ホームページへの掲載に関しては、委員

長の確認・訂正後に行います。 

 

7. 議題 

（１） 地域包括ケア推進計画（第６期）の概要及び、医療・介護連携推進委員会の位置づけについて…

資料２ 

○会長 

 議題に入ります。（１）地域包括ケア推進計画（第６期）の概要及び、医療・介護連携推進委員会の位



置づけについて事務局よりご説明ください。 

○事務局 

 市では地域福祉計画を全体の計画として位置づけし、全体の意見を集約する協議会として、保健福祉

協議会を上位に位置づけています。資料２－１をご覧ください。平成２６年度までは保健福祉協議会の

もとに、それぞれの個別計画の部会がありました。高齢の分野ですと、介護保険運営協議会、高齢者在

宅計画推進部会があり、それぞれが計画、推進を行い、その内容を保健福祉協議会に報告するという位

置づけになっておりました。平成２７年度より、介護保険運営協議会、高齢者在宅計画推進部会が一体

化され、地域包括ケア推進協議会が新たな組織として立ち上がりました。資料５をご覧ください。こち

らの第２条にある４つの事項について、推進協議会で検討していきます。 

資料５の第７条をご覧ください。推進協議会に更に専門的な部会として、医療・介護連携推進委員会

が設置されました。委員会の定めにつきましては、第７条の２に掲げる事項について調査及び検討を行

い、推進協議会に報告する会となっております。その内容を推進協議会に報告し集約します。こちらの

委員会につきましては、在宅医療、あるいは認知症について自由な意見をいただき、それを課題として

まとめまして推進協議会に諮っていきたいと思います。 

資料２－２をご覧ください。平成２６年度までは高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画がありまし

たが、今年度より一本化しまして第６期地域包括ケア推進計画という形になりました。推進計画の内容

に基づいて、こちらの委員会も進めて参ります。以上です。 

○会長 

 ありがとうございます。 

 

（２）在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業について…資料３ 

○委員長 

在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業についてお願いします。 

○事務局 

在宅医療・介護連携推進事業につきましては、地域包括ケアの５つの構成要素である医療、介護、住ま

い、予防、生活支援を柱に、高齢者に限らず全ての年齢の方が、住み慣れた地域で健康に住み続けられ

るようなシステムを、地域包括ケア推進計画において構築していきます。東村山市に関しましては、東

村山モデルを構築、推進していき、東村山市らしいケアシステムをつくっていくところです。現在は一

歩踏み出したという段階であり、行政だけでは進められませんので、皆様のお力、ご意見等いただけた

らと思います。続きまして、資料３－１をご覧ください。今までは、全国において各事業がモデル的に

進められてきました。平成２７年度からは、介護保険法の中で制度化し全国的に取組みます。（ア）～（ク）

の事業を、可能な市区町村では４月から開始しており、平成３０年４月までには全ての市区町村で原則

実施していきます。 

資料３－２をご覧ください。認知症総合支援事業も平成２７年４月から介護保険法の推進事業の中に位

置づけされています。「都における認知症の人と家族の生活を支える医療体制のイメージ図」をご覧くだ

さい。認知症につきましても全国でモデル的に進められてきましたが、４月から地域支援事業に位置づ

けられて全国の市区町村が平成３０年４月に向けて動き始めました。市区町村・地域包括支援センター

の中に認知症地域支援推進員があります。こちらは、認知症施策の検討や推進を行います。東村山市と

しては、市の健康増進課、高齢介護課それぞれの保健師を充て、協働して認知症施策を推進していきま

す。続きまして、認知症支援コーディネーターにつきましては、認知症の医療・介護・生活支援等の情

報に精通した、地域における認知症の専門家です。東村山市では、今年の４月から基幹型の地域包括支

援センターの保健師にコーディネーターを担っていただいて個別ケースの支援を始めていくところで

す。将来的には、認知症地域支援推進員と認知症コーディネーターが連携して事業を進めていくイメー



ジでおります。続きまして、地域拠点型認知症疾患医療センターというのは、都道府県が設置すること

になっておりまして、二次医療圏単位に一か所の設置が必要となっております。北多摩北部医療圏に関

しましては、西東京市にある山田病院が担っております。この地域拠点型認知症疾患医療センターに、

昨年の１０月から認知症アウトリーチチームが配置されました。認知症アウトリーチチームとは、こち

らが受診を促しても、受診に至らない方がいる場合に、認知症支援コーディネーターの依頼に応じ、訪

問していただいて早期に受診につなげていくというものです。東村山市では、７月に協定を結び同時に、

認知症支援コーディネーターとの協働のケース支援が始まりました。続きまして、地域型連携認知症疾

患医療センターですが、こちらは各市区町村に一か所設置することになっており、今年度末までに東京

都では全市区町村で設置することになっております。東村山市の場合は９月１日から地域連携型認知症

疾患医療センターができることになっております。現在、地域拠点型の山田病院が担っている部分を、

より地域に密着した形で地域連携型が動き出しますので、山田病院はバックアップという形になります。 

続きまして、認知症初期集中支援チームがあります。こちらに関しましては、先程の認知症アウトリー

チチームとは別に、平成３０年の４月までに各市区町村に設置することが義務付けられています。でき

るだけ早期に認知症を発見し治療につなげ重篤化を未然に防いでいくことを目的としています。東村山

市でも平成３０年４月までに設置をしていきます。設置がされたら、アウトリーチチームにはバックア

ップに回っていただきます。 

在宅医療・介護連携推進事業と同様に、認知症に関しましても資源をまとめ、認知症ケアパスを作成し

ていきます。 

 

（３）平成２７年度のスケジュールについて…資料４ 

○事務局 

医療・介護連携推進委員会は地域包括ケア推進協議会の下にある委員会ですので、開催時期は前後させ

ていきたいと考えております。地域包括ケア推進協議会は年４回を予定していますので、それに合わせ

た形で本委員会も開催していきたいと思います。第２回目は１０月、第３回目は１２月、第４回目は２

月にそれぞれ予定しております。 

内容につきましては、第２回が医療・介護サービス、認知症に関する資源の現状の情報共有、意見交換。

第３回が医療・介護サービス資源、認知症施策に関わる課題の洗い出し及び対応策についての検討。第

４回が医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討。在宅医療・介護連携の支援窓口の設置や情報共

有支援、２４時間３６５日に在宅医療・介護サービスの提供体制の構築、多職種連携研修の実施等及び

認知症ケアパス案について検討となっております。 

 

（４）情報交換 

○委員長 

 何かご不明な点ございましたら。 

○委員長 

では、私の方から。資料２－２にある、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画が今年度、第６期から

合わさり地域包括ケア推進計画となり、平成３０年４月までには全ての市区町村が在宅医療・介護連携推

進事業を始めなくてはならないが、その中で、資料３－１にある（ア）～（ク）の項目をどのようにこな

していくのか。資料４のスケジュールを見たときに、その内容のことか解りづらいように思います。また、

このスケジュールで（ア）～（ク）までを網羅できているのでしょうか。 

○事務局 

（ア）～（ク）の項目に関しましては、厚生労働省によって在宅医療・介護連携推進事業についてのガ

イドラインが出されておりまして、それに沿った内容となっております。平成３０年までに構築すること



になっており時間がありませんが、本年度としては（ア）で地域医療・介護サービス資源の把握をするこ

と、（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出、そして可能であればその対応をどのようにしていくかをご協

議していただく、といったところを主眼として進めていきたいと考えております。まずは、足元を固めて

からでないと先に進んでいけませんので、こちらの２点につきましては忌憚のないご意見をいただきたい

と思います。また、事務局も問題点等を提示させていただきながら委員の皆様のご意見と合わせて進めて

いきたいと考えております。 

○委員長 

今年は（ア）と（イ）を主に。 

○事務局 

主にです。 

○委員長 

そうであれば、４回の会議の内容もそれに沿って明記した方が良いのではないかというところが１点。

（オ）や（カ）の項目は、現実には医師会でやっているリーダー研修ですとか、訪問看護ステーションで

も互いに顔の見える環境を作っていて実際には既に始まっています。このようなことが（オ）で行われて

いて、（キ）の地域住民への普及啓発というのも実際市の方が進めていることだと思います。（ク）に関し

ては、二次医療圏・関係市区町村の連携ということで病院同士の連携をどのようにすれば良いか、医師会

の病院部会でも話し合っています。実際どういったことが今行われているかを把握して、どのくらい進捗

しているかを同時に把握しておくことが大事ではないかと思います。（ア）は、市の方でできると思います。

こういった部会や委員会で話し合わなくてはいけないのはむしろ（イ）の方かなと思います。 

○事務局 

おっしゃる通りです。（ア）につきましては、私どもの方である程度案を出しまして、それを踏まえて（イ）

をご協議いただくという形にしたいと考えております。（ア）につきましても現状、介護の資源と医療の資

源、それぞれ別々のものではありますが、合体した一体的なものはありませんので、まずそれをつくらな

いといけないという点がございます。そちらを（イ）と並行して進めていきたいと考えております。 

○委員長 

他に、みなさんいかがでしょう。 

○委員 

（ア）のところについて、東大和市では冊子のような形で置いてあります。東村山市ではそういった案

はあるのでしょうか。 

○事務局 

当市でも便利帳といった形で、広報広聴課が事業者と連携して情報をまとめていますが、医療・介護に

特化した形の資源帳といったものはございませんので、作っていければと考えております。 

○事務局 

今、委員がおっしゃったのは医療と介護に特化したものということですか。 

○委員 

医、歯、薬、介護といった部分が冊子になっているものでした。 

○委員 

東村山市にも似たような、健康ガイドというものがありますね。 

○事務局 

医療は医療、介護は介護それぞれの資料はありますが、それが一体になった資料はできておりませんの

で、作っていきたいと考えております。 

○委員 

在宅医療をされている医療機関はどのくらいあるのでしょうか。また、それは在宅医療を必要としてい



る市民にとって十分満たされているのでしょうか。 

○委員長 

満足いただける数値かはわかりませんが、現在、訪問診療をしている医療機関は昨年度末に医師会でと

ったアンケートの結果では、「比較的近くであれば訪問します」と答えたのが８医療機関。「遠近問わず訪

問します」と答えたのが３医療機関。「患者の要望があれば」というのが３医療機関と２つの病院といった

状況です。これで足りているかということについては、訪問看護ステーションの方のほうがわかるのでは

ないでしょうか。 

○委員 

はっきり言って足りておりません。現在、東村山市の在宅医療を担っているのは市内の医療機関という

よりも、近隣の清瀬市、小平市や立川市の在宅を専門にしているクリニックの医師が来てくださっている

のが大多数です。東村山市でも在宅医療はあるが、本来の診療の合間ということで、全ての患者さんをお

願いすることはできないので、まだまだ満足できる数字からは遠い状況だと思います。 

○委員 

歯科医師会でも、健康なうちは通っていただいている代わりに、通えなくなってしまった患者さんには

我々が出向きましょうとあるのですが、残念ながら１割強にとどまっているので医師の方はどのような状

況か知りたく質問しました。こちらと患者さんの時間が合わないことが多く、その辺のところが上手く調

整できればと日頃から考えております。診療の合間を縫ってというよりは、訪問専門の人を見つけて先頭

に立っていっていただければと考えております。また、ケアマネジャーとの連絡も取りづらい部分もある

ので、この委員会のメンバーだけでもメーリングリストを作成したりして情報共有できいたらいいかなと

思います。 

○会長 

ケアマネジャーはどうですか。 

○委員 

訪問看護ではどうしても出向かないと仕事にならないので、いつも事務所に誰かがいるということが難

しい状況なので連絡の取り方というのは重要なことだと思います。 

○委員 

先程、医師会の話でありました、ネットを介した情報共有ツールがありまして、個人情報がしっかり守

られるということで採用されました。運用はこれからという段階ですが、そういったツールの使い方もこ

の場で話し合えたらと思います。それから、在宅医療をやる医師は足りてなく他市にお願いしているケー

スが多いですが、癌に関しては２４時間体制が必要で片手間にできるものではないです。ですから、癌患

者に関しては他市の専門クリニックにお願いしているのではないかと。それについては東村山市で全て完

結しなくてはならないことではないので、現状仕方のないことかなと思います。医師会としては、歩けな

くなり通うことができなくなった患者さんで、癌ではない方を訪問して診療していくということが、まず

重視されることだと考えております。 

○委員 

先程、ケアマネジャーの話がありましたが、ケアマネジャー自身が医師や看護師に自分の利用者さんの

状況を伝えるということは結構ハードルの高いことなんです。どのようなことで困っているかを聞いたと

きに、簡単なことについての質問がしづらい状況であるようです。なぜそのような状況になってしまった

かというと、現在は介護職からケアマネジャーになった方が大半を占めているからで、以前は多かった看

護師からケアマネジャーになる方が減尐し、医療用語で話すことが難しく連絡の遅れや対応の遅れにつな

がっているようです。医師会で開催している多職種連携の研修に参加し、架空の事例等を様々な職種の人

が意見を出し合っていくといったことが東村山市でもできたら良いのではないかと思います。 

○委員長 



多職種連携のイベントは多方面で行われていて、介護・医療連携に関しては逆に医師の方が知識が乏し

いなと依然から言っていたことで、教わることも多いので積極的に開催して顔見知りになり連絡を取りや

すい関係にしていけたらと思います。先程、副会長からありました情報共有ツールですが、こちらは東村

山市医師会が東京都の多職種ネットワーク構築事業を受諾しているもので、年間３００万円ほど予算が出

ています。ただ、２９年度以降はまだ予算が決まっておりません。事業者と契約してシステムを導入した

のですが、２年のうちにどのくらい使えるようになるのか、それがうまく軌道に乗ればどんどん利用して

いけば良いと思います。ただ、そうなると３年後に費用が３０万円程度かかるのでその辺が市の方で負担

していただけるのか。インターネットにつながるものなら何でも、携帯電話でもパソコンでもそこで互い

に連絡を取り合えるのです。そして、クラウドを使っているので自分の端末に患者さんの情報をダウンロ

ードして見ることはできないので、外に拡散する心配がありません。クラウドにアクセスしてそこで情報

を見たり、書き込んだりして互いに連絡を取り合うことができるというものなので、セキュリティーは非

常に高いと言われていて、東京都内で一番導入実績が進んでいるところです。この北多摩北部医療圏域は、

全５市がこの情報共有ツールを導入することになっています。真っ先に導入したのが東村山市で、今年の

４月２７日付で導入しました。今、私と職務代理でどのようにして使えるかを試しております。今のとこ

ろ順調に使えているとは言い難い状況で、早く使いこなせるようにしていきたいです。連絡に関しては多

尐楽になるかなと思います。私も以前からケアマネジャーが医師に連絡しづらいというのを聞いたことが

あって、理由としては連絡があっても診療中で出られないということが続いて、結果として遠慮して連絡

をしなくなりファックスでの連絡になる。そして返信できるときに返信するという形になっています。現

状、電話に必ず出てくださいというのは厳しくて、なかなか解決策というのは難しいのではないかなと。

情報共有ツールにつきましてもケアマネジャーが書き込みをすると、それぞれの携帯等に書き込みがあっ

たことの連絡が来て自分でアクセスして見るわけですから、連絡があってもすぐには対応できるかという

のは診療中は難しい。結局、画期的に問題解決するかというと難しいです。ただ、私が良いなと感じた点

は、ケアマネジャーが皆に知らせたいことがある場合に、一回書き込めば後は皆が時間のある時に見れば

いいので、一人一人に電話したり、ファックスしたりといった煩わしさがなくなるといったところです。

これから使っていくうちに更に便利なところが見つかるかもしれないし、逆に不便だなと感じて終わって

しまうか、やってみないと分からない状況です。 

今の話は、まさに（イ）の在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議の一つでしょう。皆さんで意

見を出し合いながら問題点を探っていきましょう。他にありませんか。 

○委員 

高齢者の施設等で、救急の場合に消防署と同じ情報シートを使いましょうということが始まっていて、

一定の方の分を用意しておいて、お渡ししてから病院に行くという形になっております。それが医療機関

で通用するかというと通用しないのです。そこでまた医療機関とのやり取りをするのですが、ここでいう

（エ）にあたる情報の共有というところでいうと、横の情報はこのように共有しましょうといったものが

あると皆使いやすいのかなと思います。医師の方も例えば、こちらで持って行ったものを見てもそうでな

くてもっと違うことを聞きたいとか、最低限の情報の共有の準備をしておくと手際が良いと思います。そ

の辺が課題かなと。消防署もそれを東京消防庁の方からやってくださいといって始まったのですが実際に

来る救急隊の方は使わなくていいですと言ったりします。実質的に使える情報の共有シートを使った方が

時間の短縮になるのではないかと考えておりました。認知症支援コーディネーターは相談するときにどの

ように相談していますか。 

○委員 

ケアマネジャーから相談があっても、まず地域包括支援センターに相談していただいて、そこで納得い

かない、困ったなとなった場合に言っていただいています。例えば、市内の病院につないで解決すること

ができるようであれば、アウトリーチチームまでいかないのですが、それが困難な場合はアウトリーチチ



ームに相談させていただいて、検討会を開いてもらいアドバイスをいただくこともあります。 

○委員 

ありがとうございます。 

○委員長 

連携のシートを作ったらという意見ですが、他にありますか。 

○委員 

包括支援センターの相談員と医療ソーシャルワーカーの交流会をしております。その中で出た意見で、

電話などでやり取りをするのですが、ばたばたしている時は必要な情報が伝えられなかったりすることも

あるので、先程のようなシートを使ってはどうかということや、具合が悪いにも関わらずお金がなかった

ために退院され在宅死されていた方がいたり、ワーカーに相談することなくご本人が帰ると言って後で困

ってしまうような方がいて、在宅ケアが整わないまま家に帰るのでどんどん具合が悪くなってしまうよう

なケースもあり、このようなことを防いでいくために情報共有するツールがあればいいという意見がでま

した。 

○委員長 

一概にシートといっても人により必要とする情報方が違うので、何にでも通用するシートを作ることは

難しいかなと。先程出ていました認知症ケアパスというのは、こういったシートとは違うものですか。 

○事務局 

今お話しされていたシートはどちらかというと個別の方の情報共有でしたが、認知症ケアパスというの

は資源帳のようなもので、認知症になった場合どういったサービスが受けられるといったことをご案内す

るものです。 

○会長 

失礼しました。個別の情報ではない。 

○事務局 

そうですね。認知症の段階に応じてのサービスをまとめているものです。 

○委員長 

ある意味、市の認知症の資源の一覧表といったところでしょうか。時間も押しているので、以上にした

いと思います。 

 

8. 閉会 

 

 


