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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和４年度 第１回医療・介護連携推進委員会 

開 催 日 時 令和４年７月１２日（火）午後７時００分～８時３０分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）黒田克也委員長・磯部建夫副委員長・午頭潤子委員 

牧野賢嗣委員・萩原明委員・宮本宗和委員 

望月清隆委員・松原玲子委員・戸部牧子委員 

和地真美恵委員・三ヶ尻志乃美委員 

砂田富士夫委員・瀬戸一崇委員・吉田一真委員 

宮内諒委員 

（規則第５条に基づく関係者）中島文亜委員 

 

 

（市事務局）津田健康増進課長、江川介護保険課長、清水保険年金課

長、小池健康増進課長補佐、宮本地域福祉推進課長補佐、齊藤健康寿

命推進係長、松川事業係長、小野企画保険料係長、関口給付指導係長、

羽生計画担当主査、髙橋素世主任保健師、荻野主任保健師、髙橋郁主

任保健師 

 

●欠席者：髙橋秀明委員 

 

  

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
なし 

 

会 議 次 第 

 

１. 開 会 

２．新委員の紹介・委嘱状交付                    

３. 報告事項                             

（１）令和４年度開催予定 

（２）在宅医療・介護連携推進事業の取組みについて         

（３）認知症総合支援事業の取組みについて                       

（４）東村山市市民公開講座 認知症を予防して活きいき長生き  

（５）通所型短期集中予防サービス（通所 C）の実施について     

４．議 題 

人生の最終段階における支援に関する実態調査（仮題）について            

５．閉 会 

問い合わせ先 

健康福祉部健康増進課 

担当者 高橋・荻野 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２１６６） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 
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会  議  経  過  

１．開会 

 

２．挨拶 

〇事務局 

新型コロナウイルス感染症対策として、挨拶は割愛させていただく。 

座席表の配布にて委員の自己紹介に替えさせていただく。 

新委員１名の委嘱状の交付は、新型コロナウイルス感染症予防として、机上配布とさせてい

ただく。 

 

○委員長 

傍聴希望者の確認、傍聴希望者なし。 

 報告事項について、事務局より説明をお願いする。 

 

〇事務局 

 令和４年度医療・介護連携推進委員会の開催予定について、本会を含めて、３回の開催を予

定している。 

 第２回目以降は、本日の議題の調査結果をもとにした課題の検討、多様化する認知症への対

応についての検討を予定している。 

また、第３回目は、在宅医療・介護連携推進事業及び認知症総合支援事業の令和５年度の取

組みについて予定しているが、令和５年度は「地域包括ケア推進計画」の第９期計画の策定年

度でもあるため、「地域包括ケア推進協議会」の専門部会である本委員会で検討が必要な議事

がある場合、併せてご議論いただきたい。 

 

〇事務局 

 令和３年度第１回医療・介護連携推進委員会で、皆様に承認頂いた在宅医療・介護連携推進

事業、及び、認知症総合支援事業の令和３年度の取組みについて、令和４年３月末実績の確定

内容に更新している。既に承認頂いている内容のため、詳細な説明は割愛させていただく。 

 

〇事務局 

 認知症市民公開講座について、資料４をもとに説明。 

本企画は、昨年度国立精神・神経医療研究センター様からお話をいただき、５月１４日に「認

知症を予防して活きいき長生き」を共催で開催した。 

 新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインと会場型で同時開催し、会場参加者１０

５名、オンライン４６名の合計１５１名で、８割強が当市在住のかた、また、２０代から６０

代までの参加が４割強で、幅広い年代のかたにご参加いただいた。 

 参加者からは、「知っているようで知らないことのお話がきくことができてとてもよかった

です。」「早いうちからの予防が大事なので、６０歳前から参加出来るものがあってもよいと思

う。」「どの内容も関心がある。もっと詳しく聞いてみたい。」「Web配信だと感染症の危険性も

なく、自宅からも参加しやすいので続けてほしい。」などのコメントをいただいた。 

認知症普及啓発の一環として、市民公開講座については、今回のアンケート結果も参考にし

ながら、次年度も企画していきたい。 

 

〇事務局 

 通所型短期集中予防サービス（通所Ｃ）の実施について、資料５をもとに報告。 

 令和４年１０月を目途に実施予定とし、地域の包括支援センター、今年度実施を検討してい

る南部の事業者などと検討している。 

 要支援者及び事業対象者を対象として、指定の事業所等に通所し、短期で利用者の課題に沿
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ったプログラムを専門職と取り組む事業となる。 

 取り組んでいただいたうえで、Re-ablemennt(リエイブルメント)、そのかた自身が自立をし

ていくというところを目指していく事業である。  

第８期計画に示しているが、当市は中度や重度の認定者よりも軽度認定者が多い現状であ

り、軽度認定者の自立を図っていくことが一つの課題である。 

事業対象者５００人程度、要支援者が２５００人程度、約３０００人が対象となる。通所で

週に 1回、全１２回、３ヶ月間を 1クール、いずれは、年４クールを実施していきたいと考え

ている。本年度は、1回、1クール３ヶ月で実施していこうと考えている。  

主観的な健康観及び幸福感の向上、健康寿命の延伸、介護給付費の適正化、要支援者数の減

少というようなことを効果としては考えているが、やはり一番は、そのかたが望まれる生活に

近づけていく、自立支援をしていくということが本事業の主な目的となると考えている。実施

状況については今後も報告していく。 

 

〇委員長 

 報告内容について、確認しておきたいことはあるか。無ければ、議事に進む。 

 議題「人生の最終段階における支援に関する実態調査（仮題）について」事務局より説明を

お願いする。 

 

〇事務局 

 人生の最終段階における支援に関する実態調査（仮題）について、資料６－１及び６－２を

もとに説明。 

 今回の議事は、第８期計画の基本目標３の「市民が自分らしく、健やかに暮らしていくため

のしくみづくり」の中にある「医療と介護の連携の推進」及び令和３年度第１回委員会でご承

認頂いた在宅医療・介護連携推進事業の令和４年度取組予定の 「『最期まで自分らしく東村

山市で暮らし続ける』を医療・介護の連携を目指すキーワードとし、そのキーワードに向かう

ための検討、取り組みを実施していく」の「在宅療養から看取りに関する認知度のアンケート

調査の実施」に基づくものである。 

人生の最終段階における支援に関する実態調査（仮題）は、在宅医療コーディネーター、 在

宅療養支援窓口である各地域包括支援センターが参加する在宅療養支援窓口会議で検討し、案

を作成した。 

東村山市在勤の医療・介護の専門職を対象として、看取り・ＡＣＰなどの意思決定支援も含

む人生の最終段階に関する支援や人生の最終段階の支援につながる日常の療養支援における

医療・介護の連携についての実態調査を行い、支援の現状や課題を把握し、必要な対策につい

ての検討資料とすることを目的としている。 

資料６－１の２ページ【質問紙法項目】は、実態調査で把握したい項目と質問紙の該当番号

である。 

資料６－１に参考として、東村山市の現状の一部を示している。令和元年度から令和３年度

報告の「在宅療養支援診療所、病院に係る定例報告」では、市内調査対象医療機関数は減少し

ている前提で、在宅医療回数が増加している。在宅医療を利用している患者の死亡者数のうち、

自宅での死亡者数が増えているという現状がある。 

令和３年度に実施した多職種連携研修会「ＡＣＰの基本」でのアンケートの結果、回答者の

８４％が看取りに関わる支援を行う中で、不安に感じている点があると回答しており、不安に

感じる内容は多岐に渡っている。 

在宅療養での意思決定支援や人生の最終段階の支援を行っている委員の皆様より、支援の現

状や課題についての話、実態調査（案）の設問項目に加筆修正すべき点のご意見を頂きたい。 
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〇委員長 

 それぞれの立場で色々な意見を頂きたい。自身は、施設で看取りを行っているが、今回は在

宅での看取りをメインに話していく。 

訪問診療を行っている委員より看取りの現状や課題はいかがか。 

 

〇委員 

 訪問診療において、コロナにより入院すると、家族に最期に会えなくなる可能性も高いため、

自宅で最期を迎えたいという思いを持つかたが増えている。クリニックでは年間５０～６０例

くらいの看取りをしている。医療介護側とご家族の気持ちなどのふたつの課題がある。 

入院が困難な状況では、家族が覚悟をすることもあったが、普段、入院が可能である時には、

家族も迷われると思う。そのために皆で話し合ったり、本当にその人がどうしたらいいかを考

え、迷いながら対応している。 

個々人で抱えている思いは異なり、対応は種々にわたるため、大変悩み、労力が必要である。

関わる人が皆で対応出来たら、やりやすいと思う。 

訪問看護師は看取り支援に慣れているが、ケアマネジャーも看取りに精通していると助か

る。 

 

〇委員長 

在宅診療では、訪問看護ステーションと連携すると思うが、訪問看護の現状はいかがか。

  

〇委員 

 訪問看護では最終段階においての依頼が多く、元気な時にどう考えていたかを本人から直接

聞くことが難しい段階の依頼が多くなっている。また、家族があらかじめ、ご本人の考えを聞

いていることがあまり無いように感じる。それ以前に、家族関係によって、介護が難しい時は

迷う。 

コロナ禍において本人と面会が出来ていない家族が多く、本人の状態の変化を把握しておら

ず、家族が病気を受け入れられていない、納得できていないという状況もある。 

家族が納得されないまま最期を迎えると、残されるご家族は後が大変だと思うので、なるべ

く、本人はもちろん、ご家族の納得する形で最期を迎えて頂きたいと思うが、時間に限りがあ

る中で難しいと感じている。 

医師にインフォームド・コンセントをどのような段階で、どのようにして頂くかということ

も悩むところである。 

医療職間は話が通じやすいが、ケアマネジャー、ヘルパーなど介護職のかたで、病名を聞い

て怖いと感じるかたもいる。そのため、病気の理解や病気が原因となる状態を理解してもらえ

ない時、支援の中で介護職への相談や教育が必要となる時がある。 

看取りの後、振り返った時に全員が納得いく最期を迎えられたのかといった思いが残ること

がある。 

 

〇委員長 

毎回全て納得がいくことは難しいので、反省点を見つけて次につなげていくことが大事であ

る。  

在宅医療や看取り支援等で高齢者のかたを対象にすると、ケアマネジャーの支援が必要とな

ってくるが、ケアマネジャーとしていかがか。 

  

〇委員 

もともとケアマネジメントしているかたのターミナル期の対応であれば、チーム形成も出来

ており、ご本人の意向の把握なども出来ているので困ることはあまり無い。 

ターミナル期になってから在宅療養に移行して、同時に介護認定を受けて依頼される場合、

医療職からの説明は利用者やご家族が耳を傾けてくれるが、ケアマネジャーの役割では関係構
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築ができる前に関わりが終了することもある。 

介護認定は日常生活の自立度で判断される。急激に状態が変わると、介護度が決まっていな

いと対応の判断に困ることがある。また、介護度の認定の前に亡くなることもある。 

看取りの関わりの経験があるケアマネジャー、経験がないケアマネジャーには差がある。経

験のあるケアマネジャーは連携が出来ているが、経験のないケアマネジャーは医療職から言わ

れたことが理解出来ないという現状がある。看取りの現場ではＯＪＴは難しい。 

ターミナル期のかたの介護認定と、看取りのケアマネジメントのスキルアップの方法の検討

が課題である。定期的に段階的に受けられる研修を現場でも行っていきたい。 

 

〇委員長 

在宅で利用者と関わる訪問介護の立場としていかがか。 

 

〇委員 

 訪問介護においても、今まで関わってきたかたではなく、緊急に依頼が入ることが多い。医

療職が訪問介護の必要性があると判断して、ケアマネジャーから依頼がある。 

 看取りの場合は、早急に支援出来ることが必要と感じている。家族の負担軽減のための清潔

の保持等の支援になるが、内容については個々の事情によって異なる。緊急の対応となるため、

人材が不足していることが課題である。 

 医療に関しては、医師、訪問看護師の指示に気を付けて対応している。カナミックを利用し

ているが、即時に情報が入手出来るので更に活用していきたい。 

 スキルアップについては、研修の課題の中にも入れて、看取り支援に活かしたい。   

  

〇委員長 

 歯科医師会の立場で、ご意見はいかがか。 

 

〇委員 

在宅療養では、口腔ケアなどが歯科の領域となってくる。 

在宅では精密な治療は困難になるため、終末期になってきた段階での歯科の治療は難しい。 

出来る時に口腔ケアを行っていくことが大切であると、日々の外来で感じる。 

終末期を迎えた時に、状態の悪い歯が多くあると、感染のリスクや誤嚥性肺炎などのトラブ

ルの原因になることがある。在宅療養に入る前に、治療しておくことが大事である。 

また、認知症を発症していると指示が伝わらず、徐々に対応が困難になる。認知症のかただ

けに限らないが、軽度で外来に通える時に関係者のかたから、歯科診療を勧めて頂くと良いと

感じる。 

 

〇委員長 

 薬剤師会の立場で、ご意見はいかがか。 

 

〇委員 

看取りに関しては、内服が困難になった時の剤形変更等はあるが、実際に看取りに関わるこ

とは少ない。 

最近、在宅で気になることとして、認知症初期で日常生活の支援を必要とせず、支援者が少

ないかたで、お薬カレンダー等を用意してもお薬を飲まないことがある。薬剤師が週１回訪問

して内服支援をしてもそれ以外は内服出来ていないケースがある。内服方法などを医師に相談

したり、ヘルパーに相談している。本人は出来ていると思っている場合、どのように支援する

か、多職種のかたと相談して協力していきたい。 

 

〇委員 

 看取りとなると点滴や中心静脈栄養などをお願いしたり、麻薬をお願いすることがある。市
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内に実施可能な薬局は何か所かあり、対応に困るような現状ではない。 

 

〇委員長 

 高齢者施設での看取り等についてはいかがか。  

 

〇委員 

 特別養護老人ホームで、コロナの関係で面会が出来ない現状があり、利用者の日々の変化の

ご家族への報告が不足している状況で信頼関係の構築に課題を感じている。家族との連絡の手

段が不足していると感じている。 

介護現場でも職員の異動が多く、家族への支援等の経験が少なくなることもある。また、外

国人の職員が増えており、研修や看取りに関する考え方や家族への接し方や伝え方、考え方な

どをどのようなルートでどのような方法で伝えていくかが課題である。 

  

〇委員長 

 施設で亡くなるかたも増えている。 

 

〇委員 

 老人保健施設は、在宅復帰の中間施設というイメージがあるかと思うが、老人保健施設での

看取りが増えてきている。職員も慣れていないことがあり、日々模索している実態がある。 

施設に入所する９割のかたに認知症があり、本人はどのような最期を迎えたいと考えている

かの意思確認が取れず、家族の意思を中心に組み立てていくことがある。 

 ＡＣＰの話題が取り上げられているが、元気な時、施設に入所する前に在宅で関わっていた

専門職のかたと連携することで、施設の中でもその人らしい最期を迎えることが出来るのでは

ないかとチームの中で話し合っている。 

 

〇委員長 

 認知症の話題がでたが、認知症のかたと関わることが多い通所事業所で、日常の支援はいか

がか。 

 

〇委員 

 認知症対応型のデイサービスで支援を行っている。認知症でも比較的元気なかたを支援して

いるため、あまり看取りを意識することはなかった。 

 一般の通所よりは施設入所に移行が早いかたが多い。ショートステイなどを利用して在宅で

過ごしてから、施設に移行して看取りということも多いので、先を見越した対応を考えていく

ことが必要と感じている。 

 

〇委員長 

 施設に入所する前に意思決定支援など、話をすることが必要と考える。 

 認知症疾患医療センターの現場で、認知症のかたの意思決定支援をどう考えるか。 

 

〇委員 

 認知症疾患医療センターとなり、認知症のかたが入院する割合が徐々に増えており、また、

救急病院でもあるので、救急の認知症のかたの入院も増えている。 

 入院時に治療について、認知症に限らず、６５歳以上のかたに意思確認を行っている。心肺

停止状態になった時にどのようにするかは、本人と関係が出来ていないと話が出来ない。最初

からは聞けないこともある。 

 認知症のかたは、特に、会話が出来ず本人に意向確認が出来ないことが多い。 

 すぐに解決できることではなく、エンディングノート等はプライバシーに関わることなので

厳重な保存は必要だと思うが、元気な時にどのように考えていたのか、何らかの形で確認出来
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るとよい。 

 諸外国では財産分与など法律的なことを記すことが多いと聞いている。 

 日本は家族間のあうんの呼吸で対応し、文章化することに慣れていないという文化はあると

思うが、多様化してきており今は色々な制度がある。 

 本人の意思や家族の考えかたがあり、本人と家族の関係性も関わってくる。本人の満足度と

家族の満足度の総和で考えざるを得ないこともある。基本は、本人の意思が中心と考えるが、

本人の意思の確認がなかなか出来ていない中で看取りの判断をしていく時、認知症だから意思

決定が出来ないというわけではなく、昔から「死ぬ時はこのように死にたい」と各々が考えて

いたことがあると思う。古くから考えていたことは自分の気持ちの中に残っていて、それに関

する意思表示はもっと出来るのではないかと感じている。 

 

〇委員長 

 それぞれの立場の皆様からのご意見を踏まえた上で、「人生の最終段階における支援に関す

る実調査（仮題）について」事務局案に対して、修正・加筆した方が良い点、他にこういう設

問を設けたら今後の検討材料となる、などご意見を頂きたい。 

 

〇委員 

 資料６－１のＡＣＰのアンケート結果の回答は、日常関わっている専門職のかたの意見がか

なりしっかり書かれている。それをもとに実態調査を行うのであれば、もっと踏み込んだ質問

をしても良いと思う 

 現在、ＡＣＰが流行り過ぎていて、専門職が知っておきたいという、専門職のためのＡＣＰ

となってしまうことが多い中で、東村山市の専門職のかたは、本人や家族のことを考えて支援

を行っているという様子がわかる結果であると感じた。 

 配布先と対象者の選定について、配布先は三師会と介護事業者と聞いているが、対象者を高

齢者の看取りとするのであれば、表現がわかりにくい。 

例えば「高齢者」など限定表現を入れないと、若い年代のケースなども範囲に入り、集計が

ぶれてしまうため、どのようなデータが必要か考え、誰が答えるのか、誰のことを聞きたいの

か明確にしたほうが良い。対象者と配布先の再検討をする必要がある。 

  

〇委員長 

 基幹型地域包括支援センター、在宅医療コーディネーターとして、今回の実態調査をどのよ 

うに活用していきたいか。 

 

〇委員 

 専門職に向けた調査なので、スキルアップをしていくための研修会の企画などに活用してい 

きたい。 

 昨年、「ＡＣＰの基本」という内容で多職種連携研修会を行った。参加者の看取りの経験は 

様々であるが、回答者の８４％が不安に感じているという実態があった。 

幅広く調査を行うことで、実態把握が出来ると思うので、医療・介護連携推進委員会とし 

て実施したい。 

 

〇委員 

 ケアマネジャーへの研修の方向性やヘルパーが困っている内容が把握出来た。老人保健施設

で看取りが増えている現状がわかり、入所後に地域から情報を伝えていくことが不足している

かもしれないと感じた。 

市民のかたが、元気な時から自身の老後などについて考える機会を広げるために、自分のこ

とはイメージしにくくても、第三者を切り口に、「もし、自分がそうなったらどうするか。」を

考えると良いと思う。 

 



8 

 

〇委員 

 看取りの調査を実施することは良いと思う。 

 背景として、今後在宅で看取る人が増えていくことがある。現在、年間１３０万人が亡くな

っており、２０４０年には年間１６０万人が亡くなると言われている。徐々に病院で亡くなる

比率が減少し、在宅や施設での看取りが増加する。その時に地域が受け皿となって看取りが出

来るのか、また、看取り難民がでないか、対策が必要である。 

 この実態調査の実施は、支援に関わる医療・介護職が看取りについて考えるための機会とし

て意義がある。 

 都の統計では、死亡診断書から死亡場所をみた時に、平成３０年度と令和２年度を比較して、

死亡者数は変わらないが、病院での死亡は減少、在宅・施設での死亡は増加の傾向にあった。 

 高齢者が増加する中で、在宅・老人ホームなど地域で亡くなっていく人が増えていくが、そ

れぞれの生き方があるので、それを考えながらの看取り支援が必要となっていく。 

  

〇委員長 

本日、皆様より頂いたご意見も踏まえ、事務局で、再度、アンケート内容の修正などを行い 

医療・介護連携推進委員会として調査を実施したいと思うが、調査実施期間が、令和４年８月

～９月となるため、修正については事務局に一任し、委員長が確認するということでよろしい

か。  

 

 修正・実施について委員の反対無く承認。 

  

〇委員 

 委員より 講演会等の情報提供。              

                                   以上 

  

 

 


