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会議次第 

 

１．開 会 

２．挨 拶 

３．議題 

（１）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

  ○在宅療養支援窓口設置後の状況について 

  ○在宅医療・介護連携推進事業の平成２９年度の取組み 

    と平成３０年度の予定について 

（２）認知症施策に関わる課題の洗い出しとその対応策について検討 

  ○認知症初期集中支援チーム設置後の状況について 

  〇平成２９年度の認知症サポーター交流会について 

４．報告・その他 

 （１）医療・介護連携推進委員会の改選について 

５．閉 会 
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会  議  経  過  

１． 開 会 

 

２．挨 拶 

○事務局  

本日は、平成２９年度第３回の医療・介護連携推進委員会にお忙しい中お集まりいただき 

まして、誠にありがとうございます。 

会議開催前にあたり、市側より一言ご挨拶を申し上げます。 

今年度も早いもので、残すところ１か月あまりとなり、当委員会も今後、急な案件が発生し

ない限り、今年度最後の開催となります。 

また、当委員会は、平成２７年度に東村山市地域包括ケア推進協議会の専門部会として設置

し、これまで、医療と介護の連携の仕組みづくりや認知症施策に関することを中心に、委員  

各位の多大なるご協力、ご支援のもと、協議・検討を行っていただきましたが、来る３月３１

日をもって３年間の任期が満了となります。会議前ではありますが、本当にありがとうござい 

ました。 

 さて、皆様にこれまでご議論いただいております、在宅医療連携推進事業及び認知症初期 

集中支援チームにつきましては、お陰様をもちまして昨年１１月に開始することができ   

ました。あらためて委員の皆様にお礼申し上げます。 

 本日は、実質３か月だけではありますが、両事業の開始後の状況について、後程事務局より

ご説明いたしますので、忌憚のないご意見、ご協議をいただければと存じます。 

 簡単なあいさつで大変恐縮ですが、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

（１）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

  ○在宅療養支援窓口設置後の状況について…資料１ 

 

○委員長  

それでは、議事に入ります。まず、（１）の医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討に

入りたいと思います。 

「在宅療養支援窓口の設置後の状況」について事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

 資料１の（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援をご覧ください。 

 平成２９年度の予定は、５つの地域型包括支援センター（以下包括）への在宅療養支援窓口

の設置に向けて準備を進めること、特に包括・三師会とバックアップ体制の詳細をつめていく

ことと、地域型包括が在宅療養支援窓口になることをＰＲすることでした。 

 平成２９年度の取組みとしては、１１月から５つの地域型包括に、地域の医療・介護関係者

からの在宅医療・介護連携に関する相談を受ける在宅療養支援窓口を設置し、それと同時に 

在宅療養支援窓口の医療対応の機能を強化するために三師会がバックアップ体制をとる在宅

医療連携推進事業として、助言担当医・歯科医・薬剤師を包括毎に決めて、在宅療養支援窓口

からの医療に関する相談に対応する事業を開始することができました。 



 また、事業者連絡会や多職種連携研修で在宅療養支援窓口のＰＲを行ってきました。 

 在宅療養支援窓口の実績としては、４月から１０月までに地域型包括が受けた保健・医療に

関する相談が、７か月間で１，５３７件、月平均２１９．６件の相談数であったのに対して、

１１月に地域型包括に在宅療養支援窓口を設置して以降は、１１月が２１７件、１２月が  

２４０件、１月が２７５件と増えています。例年、年末年始は全体の相談件数が増える傾向に

あるため、地域型包括を在宅療養支援窓口として明確化したことにより相談件数が増えたの

か、年末年始の影響で増えたのかわかりませんが、１２月、１月については相談件数が伸びて

いる状況にあります。 

 在宅医療連携推進事業としては、歯科医師会については、平成２９年度は歯科医療連携推進

事業を継続して実施していただいており、助言担当歯科医については、平成３０年４月からに

なるため、１１月からは医師会と薬剤師会から各５人の先生に助言担当医・薬剤師として、  

地域を担当していただき、在宅療養支援窓口からの相談に対応していただいています。現在は、

各在宅療養支援窓口と助言担当医・薬剤師の顔の見える関係づくりを行っている段階で、この

３か月間で助言担当医が３人、助言担当薬剤師が２人地域ケア会議に参加していただいていま

す。また、助言担当医に相談して、訪問支援につながったケースが１件あります。まだ３か月

ということで、地域ケア会議で助言担当医・薬剤師と在宅療養支援窓口の関係をつくりつつ、

少しずつ相談件数が伸びてくるものと考えています。 

 平成３０年度の予定としては、在宅療養支援窓口と在宅医療連携推進事業を十分に機能させ

るため、平成３０年４月から基幹型包括に在宅医療コーディネーターを配置して、５つの在宅

療養支援窓口を統括、バックアップし、在宅医療・介護の連携に関する支援を行うことと、  

事業者連絡会や多職種連携研修等で在宅療養支援窓口のＰＲを継続する予定です。 

 

○委員長 

 それでは、「在宅療養支援窓口の設置後の状況」と「平成３０年度の予定」について、ご質問

やご意見はありますか。 

 

○委員 

 地域型包括が在宅療養支援窓口となって大きな変化はないが、１２月、１月については気候

の関係もあり、体調を崩すかたが多く、例年になく相談が多かった印象があります。 

 

○委員長 

 どこからの相談が多いのですか。 

 

○委員 

 ご家族から、急に体調が悪くなったのでどうしたらよいか、または、入院させてもらえる  

ところはないか等の相談が多いです。 

 

○委員長 

 病院側からの相談はいかがですか。 

 

 

 



○委員 

 病院側から在宅療養支援窓口に相談がある場合は、退院支援で、ケアマネジャー（以下ケア

マネ）につないで欲しいということはありますが、あまり件数は多くはないです。 

 

○委員 

 助言担当医になりましたが、担当包括からはまだ相談がありません。相談が増えていても 

在宅療養支援口で対応できているのだと思いますが、他の包括からかかりつけ医がいないかた

の意見書を作成して欲しいとの相談がありました。こういうケースこそ、圏域の助言担当医に 

相談するケースではないかと思いますし、助言担当医の仕事の一つではないかと思います。 

 

○委員長 

 現実的にそういうケースは多く、診たことのない患者さんの意見書を書いてほしいという 

依頼は月１回位あります。１回の受診で書くことが可能な場合もありますが、２、３回受診  

してもらい、包括やケアマネが同行して情報提供してもらって書くこともあります。介護保険

サービスを導入したいから意見書が欲しいがどの医療機関にもかかっていないという、多くは

認知症があって受診を拒否しているケースが今後もどうしても出てくると思いますが、助言 

担当医としては喜んで受けたいと思っています。 

 在宅療養相談窓口の役目としては、患者・家族からの相談だと困難事例の対応が多くて、  

病院からの退院支援であれば在宅診療医を探すということになると思いますが、今のところ 

在宅診療医を探して欲しいという相談はあまりないということですか。 

 

○委員 

 この近隣の医療機関は、在宅診療医と関係がとれているので、直接、在宅診療医に病院から

依頼をしているところが多いです。在宅療養支援窓口へは、都心の病院から、在宅に戻したい

ので在宅診療医を紹介して欲しいとか、こういう処置をしてくれる訪問看護師を紹介して欲し

い等の相談がありますが、年に１包括で１０件を下回る程度の相談件数です。患者さんから 

都内の病院に通えなくなったので、医療機関を紹介して欲しいということもあります。 

 

○委員長 

 それでは、在宅療養支援窓口と在宅医療連携推進事業については、今後も委員会に状況、  

実績や事例などを報告していただいて、窓口を十分に機能させるために、協議していきたいと

思います。 

 

  ○在宅医療・介護連携推進事業の平成２９年度の取組みと平成３０年度の予定について 

…資料１・２ 

 

○委員長 

 次に、「在宅医療・介護連携推進事業の平成２９年度の取組みと平成３０年度の予定」に入り

たいと思います。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

 資料１をご覧ください。 



 在宅医療・介護連携推進事業の平成２９年度の取組みについてと平成３０年度の予定に  

ついて、今、ご説明した（オ）以外について、（ア）から（ク）まで順番にご説明いたします。 

 まず、（ア）の地域の医療・介護の資源の把握です。平成２８年度末に市内医療機関を対象に

行った在宅医療及び医療・介護連携に関するアンケートを平成２９年度にまとめた結果、平成

２６年度に医師会がアンケートを行った時点で、在宅療養支援診療所が１か所、在宅医療実施

医療機関が１５か所、計１６か所であったものが、在宅療養支援診療所が５か所で各圏域に 

１か所ずつに、在宅医療実施医療機関が１８か所となり、合わせて２３か所に増え、２４時間

体制の在宅療養支援診療所が各圏域に確保できました。 

 また、サービス別に作成していた事業所案内を、ケアマネ、訪問介護、通所介護、通所リハ

ビリ、訪問看護、訪問リハビリについて一つにまとめ、圏域毎にマップ付きで作成しました。

医療と介護の情報の一元化については、アンケートの内容を踏まえて、平成３０年度に取組む

予定です。（エ）と（キ）の課題にも関わってきますが、最終的には、医療・介護関係者や市民

へ情報提供していきたいと考えています。 

 次に、（イ）の在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討についてです。この医療・ 

介護連携推進委員会の取組みになります。 

 平成２９年度は、本日の委員会も含め３回の開催となります。 

 前半では、在宅療養支援窓口を１１月から設置できるよう、最終的な方向性をとりまとめ 

ましました。後半は「切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進」について、訪問   

看護師との連携や訪問看護の活用方法等について、具体的に検討を進めてきました。 

 平成３０年度も、本委員会で、在宅医療・介護連携の課題を抽出し、医療・介護の連携の   

仕組みづくり、在宅医療の推進、認知症施策の推進等について、協議を継続していきます。 

 特に、「切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進」については具体的な検討を  

進めていきたいと考えております。 

 続いて、（ウ）の「切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進」についてです。 

 以前、本委員会で「東村山市では訪問看護が根付いているので活用を進めてはどうか」とい

う意見が出されていたので、平成２９年度では、具体的に訪問看護師との連携や訪問看護の 

活用についてどうしていったら良いかということをこの委員会で検討しました。 

 また、地域ケア会議や多職種連携研修を実施して、連携の強化や訪問看護の活用の推進を 

図りました。平成３０年度は、在宅診療医と訪問看護師との連携や訪問看護の活用及び病診 

連携について、委員会での検討を継続していきます。また、地域ケア会議や多職種連携研修等

を恒常的に行い、多職種の顔の見える関係づくり、特に在宅診療医と訪問看護師の連携強化を

図りたいと考えています。また、会議、研修等の機会に訪問看護の活用のＰＲをしていきたい

と思っています。さらに、在宅療養支援窓口や助言担当医・歯科医・薬剤師が医療・介護関係

者の橋渡し役となり、ケースを通じて連携を推進できればと考えています。 

 資料２をご覧ください。 

病診連携については、平成２８年度に保健所が中心となって作成・試行使用した「入院時  

地域情報連携シート」を平成２９年度に修正を加え、新たに「ケアマネジャーからの地域連携

情報シート」として北多摩北部圏域全ての病院とケアマネの間で、１１月から活用しています。 

 （エ）の医療・介護関係者の情報共有支援については、先程の（ア）や（ウ）でご説明した

ように平成３０年度はアンケート結果の内容や、「ケアマネジャーからの地域連携情報シート」

を活用していただくことで、より医療・介護関係者が連携しやすい体制をつくっていきたいと

考えています。 



 ＩＣＴの活用に関しても、医師会のほうで検証を継続していただいておりますので、多職種

連携が推進できるように、引き続き活用を進めていきたいと考えています。 

 （オ）につきましては、先程ご説明しましたので割愛します。 

 （カ）の医療・介護関係者の研修については、平成２９年度は多職種連携研修を「看取り」

と「認知症」をテーマに２回実施しました。 

それぞれ１２４名、１１５名の参加があり、医師や病院のソーシャルワーカー等の医療関係

者の参加が増えてきております。また、多職種連携研修以外に、歯科医師会が歯科医療連携  

推進事業の一環として「口腔ケア実習」や「多職種で支える在宅医療」の講演会等を介護関係

者向けの研修として開催しています。 

 平成３０年度については、地域の医療・介護関係者の顔の見える関係づくりをさらに推進 

するために、地域ケア会議や多職種連携研修等を恒常的に行っていきたいと考えています。 

また、研修等の中で訪問看護の周知・活用について、積極的に進めていきたいと考えています。 

 （キ）の地域住民への普及・啓発については、（ア）や（エ）に関係してくるところですが、

アンケートを含めた医療・介護の情報を、在宅診療医の情報も含めて、市民への周知すること

を考えております。平成２９年度には講演会は実施しませんでしたが、介護保険制度説明会で、

地域包括ケアシステムや医療・介護サービス等についての説明を行いました。 

 平成３０年度も説明会等で、市民にＰＲするとともに、講演会等についても、企画、実施  

していきたいと思います。 

 （ク）の在宅医療・介護連携に関する関係区市町村の連携については、保健所を中心に、   

北多摩北部圏域の５市と連携して、「ケアマネジャーからの地域連携情報シート」を作成し、

使用が開始されているところですので、この活用を進めながら、病診連携等の広域で考えた 

ほうが良い課題に関しては、５市で情報共有し対応策等を検討していきたいと思います。 

 

〇委員長 

 ただいま事務局より説明のあった内容について、ご意見・ご質問はありますか。 

 

〇委員 

 （ア）についてですが、アンケートはどのようなアンケートをとったのでしょうか。 

 

〇事務局 

 平成２８年１２月から平成２９年１月にかけて、医師会の会員である医療機関にＦＡＸで、

在宅医療と医療・介護連携に関するアンケートを送付し、お答えいただいたものです。 

 

〇委員 

 このアンケート結果を包括や訪問看護ステーション、病院の相談室等に配ると良いと思い 

ます。「ケアマネジャーからの地域連携情報シート」についている病院窓口一覧は、これまで 

相談室や事務室、看護師など、病院ごとにどこに連絡を取って良いかわからないことがありま

したが、地域内の全て病院の連絡先が分かりとても良いものだと思います。 

 病院のかたが、特にケアマネとの連携を強めたいと考えていて、また、在院日数を少なく  

したいということもあり、なるべく早めに地域連携情報シートの情報を貰って、どうやって 

退院していただくかかということに、本当に真剣になっていると思います。 

 



〇委員 

 （ア）と（イ）のところですが、在宅医療に取り組む医療機関が増えてきたことは結構な   

ことかと思います。資源を把握することは継続的に行っていきますが、一方で、市民の在宅医

療のニーズがどのようなものがどのくらいあるかということとの兼合いで見ていかないと 

分からないと思います。 

 ２０２５年問題に対応するためには、在宅医療についてのニーズがそれぞれの市町村レベル

でどのくらいあって、それに対応できるかということが問われています。そういう意味では 

手法として、今、都道府県で義務づけられている地域医療計画、これは主に病床・病院ですが、

その計画作りを市町村でも具体的に行うということがあります。稲城市からはじまり、武蔵野

市、昨年から国立市が取組んでいますが、市町村で行う場合には、病院は広域的なものである

ので、武蔵野市と国立市では在宅医療メインで、きちんとニーズを調べて、市民アンケートも、

医療機関のアンケートもとって、両方を突き合わせて、具体的にどのくらい在宅医療が必要で、

どのくらい対応できるのかを、市民だけではなく医療機関にも知らしめて、それに対応できる

体制づくりをしていこうという方向が出てきています。まだまだ２６市では、市町村レベルで

医療計画を作ろうとしているところは少数ですが、東村山市もできれば取り組んでいただき 

たいと思います。 

 また、２４時間対応できるところが医療機関も訪問看護・介護でも増えてきています。 

 医療機関の場合も、在宅療養支援診療所も５圏域に１か所ずつできていますが、実際には 

夜間に電話に出ない在宅療養支援診療所があります。実際に２４時間対応できる医療機関が 

東村山市にどのくらいあるのか、できればリストアップしていただきたいです。そして、（キ）

の地域住民への普及・啓発で、可能であればこのような医療機関・訪問看護ステーションが  

２４時間対応できますということをお知らせする市民向けのマップ等を作っていただきたい

です。 

 また（キ）のところですが、地域住民への普及・啓発の箇所に看取りの話が出ています。   

地域で「看取り」の体制をどのように作っていくのか、単に市民が終末期の心構えや看取りの

意識を持つということだけではなく、これからは病院から在宅への流れの中で、どのように 

地域の中で在宅での看取りの体制を作っていくのかということを考えていただきたいと思い

ます。一昨年に厚生労働省の中央社会保険医療協議会が出した資料では、看取りに対応できる

医療機関はまだ５％に過ぎないとあり、そういう意味では市民向けの講演会をしても、看取り

の体制づくりを行わないとあまり意味がないと思います。 

 できれば、それを含めて来年度の計画の中に考えていただきたいです。 

 

〇事務局 

 今いただいた御意見について、すぐに対応できるかどうかという問題もありますが、対応 

できないにしても、そういった認識をもって、進めるべきときは進めていきたいと思っており

ますので、また、検討させていただければと思います。 

 

〇委員 

 東村山市にある５つの在宅療養支援診療所は２４時間対応できます。 

 

 

 



〇委員長 

 かかりつけ医が看取りまで担当して、２４時間対応で診るべきだろうというご意見は理想的

だとは思いますが、日中診療して、夜中も呼ばれて看取りでも何でも行うというのは、実際  

には体力的に難しいだろうと思います。 

 ２４時間対応の医療機関というのは、例えば、３人くらいの先生が、それぞれ携帯電話を  

持って、時間を分担して対応したりしているわけで、それと同じように、日中診療に追われて

いる医師が、夜中にも連絡を受けることは難しいのではないかと思います。今後、かかりつけ

医と在宅療養支援診療所が、どのように分担していくのかを考えていかなければならないと感

じました。 

 先程委員がおっしゃったとおり、看取りは今後も在宅でやらなければならないと考えて  

います。がんの患者さんだけを専門的に診ている訪問診療医師と、一般に在宅診療をして  

欲しいというニーズに対応する訪問診療の医師とでは、当然診療体制など方法が違ってくると

思います。そのような点からも、緩和医療というのは今後大切ですけれども、そうではなく、

認知症や歩けないという患者さんを毎日診て歩くような訪問診療も必要かと思います。これも

仕事の分担というか、住み分けというのが今後必要なのではないかと思います。 

 

〇委員 

 （イ）と（カ）のところに、「高齢者の運転」が出てきていますが、地域ケア会議の中で、 

包括ごとに実施したと思うのですが、回数やどの様な流れや動きがあるか教えてください。 

 

〇委員 

 手元に数字がありませんので、正確なお答えはできませんが、先に中部、西部、南部の包括

で、おそらく、２８年度くらいから始まったと思います。まず３圏域で、住民のかたにお話を

聴いてみたり、警察のかたと新東京自動車教習所のかたをお呼びして、高齢者の免許の返納の

お話をしていただいたりするころから、運転免許が無くなったら、地域でどのようなことに困

るのだろうかという話から始まりました。 

 それが、３圏域だけで考えても終わらない話もあり、別々で話を進めていても、困るところ

困らないところも、共通していたり違っていたりということがあり、住民だけでは解決でき 

ないこともあることから、全体で地域ケア会議を行うことになった経緯があります。 

 地域ケア会議を３、４回繰り返して行っているうちの１回を市全体で行った形です。 

 

〇委員 

 うちは高齢者施設で、比較的元気な高齢者もいます。実際に車に乗っているかたもいます。

入所者向けに警察のかたに交通安全講習をしていただき、その時に高齢者から見た視点と、子

どもの視点という話や、高齢者の運転の歩行者や自転車に対する危険性などを話してもらい 

ました。そういった活動も増やし、より多くのところで実施して、一般化していくことが必要

だと思います。当施設で講習を開いても、このかたは少し危ないのではと思うかたが来ず、し

っかりしているかたばかり集まってしまいます。本当に聴いて、考えていただきたいかたに 

参加してもらうにはどうしたら良いかというのが課題なのかなとも感じています。 

 

 

 



〇委員 

 地域ケア会議から課題を抽出し本委員会で対応を検討するということがありますが、地域 

ケア会議から出てくる課題の多くは、認知症であったり、在宅医療のことであったりと、   

決まってしまっていると思います。他市を見ると委員会の中に部会ができており、認知症部会、

リハビリ部会、医療介護連携部会等、どのように運営されているのかはわかりませんが、そう

いった部会を作っている市もあるので、部会をつくると色々と課題の解決も早いと思います。

この委員会に色々な課題が出てきたとしても、処理が難しいですし、部会を今後作っていく 

のも1つの手なのかなと思います。 

 また、東村山市でも看取りについて、体制づくりも大切ですが、市民に向けてのシンポ   

ジウムなどを来年度に向けて是非やりたいと思います。 

 

〇委員長 

 日本人は、昔は自宅で亡くなっていたが、病院で亡くなるかたが増えてきて、今ではそれが

一般的になっており、今後は在宅でという形にはなっていますが、そうすると家で最期を  

迎えるとはどういうことかという講演等の啓蒙活動も必要という気がします。 

 それでは次の議事に移ります。 

 

（２）認知症施策に関わる課題の洗い出しとその対応策について検討 

  ○認知症初期集中支援チーム設置後の状況について…資料３ 

 

〇委員長 

 次に「認知症初期集中支援チーム設置後の状況について」に入ります。事務局より説明をお

願いします。 

 

〇事務局 

 資料３をご覧ください。 

 認知症初期集中支援チームの１１月から１月までの３か月間の実績になります。 

 包括から認知症支援コーディネーターに相談が入り、認知症支援コーディネーターが認知症

初期集中支援チームに関わってもらったほうが良いと判断し、チームに相談をかけたケース

が、３か月間で５ケース、その内、事前カンファレンスとして、訪問に行く前にどのように対

応をしたら良いかの相談をするカンファレンスまで至ったケースが３ケースで、訪問支援まで

至ったケースは０件であり、事前カンファレンスをした段階で普通に受診ができそうだという

ことで、すべて事前カンファレンスまでで終わっています。 

 

〇委員 

 事前カンファレンスをした３ケースについて事例紹介。 

 相談があったケースの中には、認知症初期集中支援チームへの相談というより、ケアマネが

包括へ相談したが、ケアマネと包括との間で方向性が違い、認知症支援コーディネーターに 

相談に来たケースも２件程ありました。 

 

〇委員長 

 認知症初期集中支援チームについて、ご質問・ご意見はありますか。 



〇委員 

 精神科へ連れていくことは、やはり本人の意思が必要なのでしょうか。 

 

〇委員 

 受診しても良いという意思表示ができるかたについてはそうです。「行かない」と意思表示

ができるかたに対しては説得をするのですが、認知症が進行しているかたですと、お話の  

理解をしていただけないケースもあります。例えば３ケース目のかたの場合、ご本人に病院へ

行こうというお話をし、本人も賛成していただいたうえで、ご主人や娘さんにも精神科への 

受診やお薬の調整等に関し承知していただき、ご家族の意思も鑑みて受診にお連れしました。 

 

〇委員長 

 認知症で困られるケースは多くあると思いますが、他にご質問等いかがでしょうか。 

 

〇委員 

 私たちがサービス提供をしているかたで困っているケースは、黄昏症候群というか、夕方に

なると毎日のように事業所へお電話されるかたがいらっしゃいます。 

 お電話をするのは、寂しさからなので、お宅に訪問しお話をすると落ち着かれてそれで  

終わりますが、そのままで良いのかという迷いはありますし、業務への支障もあるかも   

しれないので、どうしようかなと思います。 

 そのかたは息子さんと一緒に住んでいらっしゃるのですが、息子さんの仕事の帰りが遅い

と、誰かに見てもらうというのは難しく、サービスの隙間みたいなところを自費で受けたら 

良いという話もありますが、そうするとお金の問題も絡んできます。できる人とできない人が

いるので、その辺りが難しいと思います。 

 

〇委員長 

 認知症初期集中支援チームと言っても、認知症だけではなく精神科のことも多く関わって 

きて、非常に難しいケースが多いです。僕らも実際に行ってみたらそういうことだったという

こともあります。皆で相談しながら解決していくということが大切で、皆で相談しながら進め

ていくとうまくいくことも多く、僕ら医師だけ対応してもうまくいかないところを、保健師 

などに入ってもらうことでうまくいくこともあります。困難ケースに対する支援として、皆で

相談できる体制が作れたらと思います。 

 

〇事務局 

 認知症初期集中支援チームは、認知症の初期に関わっていただき、医療や介護に繋げていく

というのが本来の目的です。今まで東京都が進めていたアウトリーチチームも同様の事業です

が、どうしても、認知症が進行した困難ケースが相談に上がってくる場合が多いようです。  

そういう部分では、認知症初期集中支援チームは、本来の想定されたケースよりも困難ケース

も多く、認知症支援コーディネーターが１人で取り仕切るのは難しい状況です。訪問支援まで

いかないにしても、事前カンファレンスで、皆で考えを整理する場を持つことを繰り返して 

いく中で、成熟していくのかなと思っています。 

 

 



認知症支援コーディネーター１人では、認知症初期集中支援チームへ繋ぐか否かの判断等が

難しいケースもありますので、今月からは、定例で認知症初期集中支援チームとのカンファ 

レンスの日を作り、訪問支援まで繋ぐかどうかというところも含めて検討する形に変更する 

予定です。今後、事前カンファレンスに助言担当医・薬剤師・歯科医師の先生方にも入ってい

ただくこともあると思います。 

 

〇委員 

 今年に入って、初期とは言えないくらい認知症が進行されて、ご家族も良よくここまで頑張

ったなというケースを受けています。なぜここまで進行してしまうのかなと思うケースも多い

ので、皆で集まって方向性を決めていくという段階を超えて認知症が進行しているので、受診

に対する拒否があまりないケースが多く、サービスには繋げやすいのですが、先程のサービス

の隙間をどうするかとか、ご家族のいない時、１人になった時どうするか、というのが難しい

なと思います。まだそういったケースが潜んでいるのかなと思います。 

 

〇委員 

 ご家族というのは、認知症となった後の本人のキャラクターをかつての像から変えられず、

全然理解してくれないこともあります。ご家族は認知症に気が付かないのだなと思いました。

それで認知症がかなり進行している状態で相談をされて、悩んでしまうケースが多いのです。

特にご夫婦などは全く気が付かないです。こちらからしたら明らかに様子がおかしいと思って

いるのに、「昔からこうなのです。」で済まされてしまいます。相談に来てくれるかたはいいの

ですが、気が付かずに進行しているケースを見つけるのは相当困難だなと感じました。 

 

〇委員長 

 本当にそうです。今後、独居高齢者がどんどん増えていくわけで、そうなるとさらに見つか

りにくくなってしまいます。 

 認知症初期集中支援チームも組織されたところですので、今後は、色々と運用しつつ、対象

は認知症だけではないかもしれないですが、その中から認知症の人もいるでしょうし、認知症

ではなくても、実は精神科的なことで困っているというかたもいると思いますので、運営を 

しながらどのように振り分けるか考えていくしかないと思います。 

認知症初期集中支援チームについても、今後も本委員会で報告いただき、チームが十分に 

機能できるように協議していきたいと思います。 

 

  〇平成２９年度の認知症サポーター交流会について…資料４ 

 

〇委員長 

 次に「平成２９年度の認知症サポーター交流会」について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 

 資料４「認知症サポーター交流会のご案内」をご覧ください。 

 今年度も、認知症サポーターのフォローアップとして、３月に交流会を開催します。 

  

 



昨年度は、若年性認知症の当事者のかたに講演していただきましたが、今年度はＶＲを  

使って、視覚的に自分が認知症になった体験をしていただき、その後、小学生向け認知症   

サポーター養成講座や認知症カフェなどで活躍しているボランティアを交えて、サポーターと

してどんなことができるのか、情報交換・グループワークをしたいと考えています。 

 もう１つ、チラシに絵が掲載されていますが、若年性の認知症のかたで、絵を描きながら、

認知症になった後も地域活動をされているかたもお呼びしお話していただく予定です。 

  

〇委員長 

 認知症サポーター交流会について、ご質問等ありますか。 

 

〇委員 

 本当に素晴らしい取組みだと思います。 認知症サポーター養成後のフォローが大切だと思

います。交流会をやって、その後具体的にどういう活動の場を提供するのかという仕組み 作

りはこれからだと思います。これは是非考えてもらいたいです。 

 それから、１つ前の議事で深刻な認知症のかたが増加しているという話を聞くにつれ、もう

少し認知症サポーターが活躍できる場を、具体的に考えられないかということを私自身も考え

ているのですが、その１つの方法として、例えば、どういうことを扱うかは難しいですが、  

伴走者のような形で、パーソナルアシスタントみたいな、一定の時間訪問して話を聞くだけで

も良いと思います。認知症サポーター養成講座を受けたかたが、できればもうひとつステップ

アップしてもらい、認知症の専門的な理解をしたサポーターが、認知症のかたの話を聞いて、

少しでも家族の負担を和らげるような、そういった訪問活動が必要だと思います。これは、  

介護報酬の中でまかなうことは難しいわけですから、市民のサポーターのかたが、例えば地域

支援事業の中で、Ｂ型のような規制緩和型に位置付けて、多少報酬を出すという方法も１つの

考え方だと思います。 

 いずれにしても、そういう認知症サポーターが具体的に活躍してもらう場づくりを考えてい

ただけないかと思います。その１つの考え方として、パーソナルアシスタントのような考え方

を申し上げましたが、地域の実情に即した色々な方法があると思いますので、大きな課題と 

なると思いますが、考えていただけないかというお願いでございます。 

 

〇事務局 

 貴重なご意見ありがとうございます。すぐに動き出せるかというところはありますが、  

いずれにしても、そういった認識を持って次のステージに進んでいけるように、研究・検討さ

せていただければと思っております。ありがとうございます。 

 

〇委員長 

 先程委員からお話のあった内容というのは大切なことかと思います。いくら研修を受けて

も、研修で学んだことを使わないでいると、半年後には何をやったか忘れてしまい、研修で  

経験したというだけで終わってしまうと思います。実際に認知症のかたを訪問するとか、  

ご家族のお話を直接聞いていただき、実際の大変さはどれ程なのか、困っていることはどう 

いうことなのかということを、聞いたり体験したりしているうちに、認知症サポーターとして

のスキルが上がるということもあると思います。具体的に体験してもらう場というのは大切な

ことだと思いました。 



 ところで、ＶＲ認知症プロジェクトでは、実際に何が見えるのでしょうか。 

 

〇委員 

 電車の中で目が覚めたときに自分がどこにいるのだろうという体験ができるものや、レビー

小体型認知症のかたのような、リアルな幻覚が見えるものなどです。 

 

〇委員長 

 他に質問がなければ、議題に関しては終わりましたが、事務局から何かありますか。 

 

４．報告・その他 

 （１）医療・介護連携推進委員会の改選について 

 

〇事務局 

 医療・介護連携推進委員会の改選についてです。この医療・介護連携推進委員会が、３年目

を終わるところになりまして、ここで委員の改選となります。 

 本日名簿がございますが、それぞれ推薦していただいている団体がございますので、   

そちらの団体へ３月末から４月初旬までを目途に、推薦依頼をお出しいたしますので、   

それぞれの会から、本委員会へご協力いただけるかたをご推薦していただければと思います 

のでよろしくお願い申し上げます。 

  

〇委員長 

 何か質問等ありますか。全体的な質問でも構いません。 

 

〇委員 

 認知症初期集中支援チームは、一般のかたにどれほど浸透しているのかが気になりまして、

どちらかというと医療関係者から連絡があるのですが、実際の一般の市民とお話ができる環境

があると、もう少し、初期状態で吸い上げができるのではと思いますが、その辺はどうなので

しょうか。 

 

〇委員 

 一般のかたは、その地域の地域包括支援センターに相談いただくようにしておりまして、 

そこで解決できなかったかたが、認知症初期集中支援チームに来ると思ってください。 

 

〇委員長 

他にご意見ありますか。事務局から何かありますか。 

 

〇事務局 

 最後に健康福祉部次長より挨拶をさせていただきます。 

 

〇事務局 

 本日も活発なご議論ありがとうございました。 

 市には多くの部会がございますが、本委員会は、議論が活発です。 



 思い返せば３年前の今頃、厚生労働省から、先程事務局よりご説明させていただきました 

「在宅医療・介護連携推進事業」（ア）から（ク）までの取組みが示されました。その時には、

雲を掴むようなお話で、ある種抽象的な表現で、本当にこういうことが可能なのだろうかとい

うことを個人的に思った覚えがあります。 

 しかしながら、委員の皆様の活発なご議論によって、先程ご説明差し上げたように、昨年の

年の１１月から、在宅療養支援窓口、在宅医療連携推進事業、認知症初期集中支援チームを  

スムーズにスタートすることができました。本当にありがとうございます。 

 ですが、本日もご意見を頂戴いたしましたとおり、まだまだ、道半ばでございます。    

これから１つ１つレベルを上げていきたいと思っておりますので、その為にはここに     

いらっしゃる委員の皆様方が、４月からも続投をしていただけたらと思っております。拙い 

挨拶で申し訳ございませんが、４月以降も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 ３年間ありがとうございました。 

 

〇委員長 

 ありがとうございます。それでは本日の委員会を終了します。 

 

  

５．閉 会 

 

 

 


