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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成３０年度 第２回医療・介護連携推進委員会 

開 催 日 時 平成３０年１２月１３日 午後７時００分～午後８時４５分 

開 催 場 所 いきいきプラザ２階 学習室 

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、山路憲夫委員、     

牧野賢嗣委員、萩原明委員、宮本宗和委員、望月清隆委員、中村愛委員、   

戸部牧子委員、髙橋佐知子委員、大谷愛委員、上原正史委員、宮内諒委員、

中島文亜委員 

 

（市事務局）花田健康福祉部次長、津田健康増進課長、進藤介護保険課長、

清水保険年金課長、江川健康増進課長補佐、小澤健康増進課長補佐、小池  

健康寿命推進係長、菅野医療費適正化担当主査、内村主任歯科衛生士、原田

主任保健師、古屋主任保健師、髙橋主任保健師、檜主事 

 

●欠席者： なし 

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 委嘱状交付 

３ 挨拶 

４ 議題 

（１）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

（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 

５ 閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部健康増進課 

担当者 江川 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３２１６） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 
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会  議  経  過  

１．開会 

 

２．挨拶 

本日は寒い中お集まりいただきありがとうございます。 

平成３０年度第２回目の医療・介護連携推進委員会を開催いたします。 

本日は、前回８月の会議で一定の進捗状況をご説明しましたが、昨年１１月に設置した在宅

療養支援窓口、認知症初期集中支援チーム設置から丸１年が経ちます。各担当者から順次、  

ご説明いたしますが、これら新規事業の今後の事業展開に際しまして、専門的見地から各委員

のご意見賜りたいと思います。 

 併せて体制も整いつつありますので、市内の在宅療養で不安を感じているご家族、住民への

広報・啓発の在り方もご意見いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

これより、平成３０年度第２回目の医療・介護連携推進委員会の議事に入ります。 

 

３ 議題 

（１）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

    ○在宅療養支援窓口の活動状況について  

 

○委員長 

それでは、「在宅医療支援窓口の活動状況」について事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

 資料１をご覧ください。在宅療養支援窓口の保健・医療の相談実績は、昨年度１１月開始  

から３月までの相談件数は増加傾向でしたが、平成３０年度に入り、６月頃から横ばい状態と

なってきています。しかし、昨年度と比較すると全体的に増加しています。 

在宅医療連携推進事業についても、平成２９年度の５か月間は地域ケア会議等の参加という

ことで地域包括支援センター（以下包括）との関係作りを進めていましたが、４月以降、    

ケースの相談件数も伸びてきており、包括との相談だけでなく、個別ケースとの面接、訪問  

相談も数件出てきています。 

 

〇委員長 

在宅療養支援窓口の活動状況の報告に関して質問はありますか。  

 

〇事務局 

 医師会でＩＣＴを使ってケアマネジャー（以下ケアマネ）、訪問看護師等と情報共有を進めて

いただいていますが、そのＩＣＴを使って助言担当医・歯科医・薬剤師と包括も情報共有   

できればということで、１２月４日にＩＣＴミーティングを行いました。開始から 1 年が   

過ぎて、各包括の圏域毎の動き等について情報交換を行いました。 
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〇委員 

１２月４日に助言担当医・歯科医・薬剤師と包括で集まり、ミーティングが行われました。 

ＩＣＴを使って普段は個々の患者さんの情報のやり取りを行っていますが、助言担当医と地域

包括で伝言板を作り、情報供有に活用してみようということになりました。ＩＣＴだけを   

使って全部が解決する訳ではなく、顔の見える関係が大切です。その為にはどんな連携が必要

なのか検討中ですが、少しずつ進めていきたいと思います。実績では、医師への相談が多く、

歯科医、薬剤師への相談は少ないので、どんなことを相談したいかを話し合いました。 

 

○委員 

今まで、市役所と直接歯科医師会に連絡されたかたで訪問を希望されるかたを、歯科医師会

で振分けていましたが、若干その数字が例年より少ないように思いますので、ケアマネに周知

をお願いします。先日のミーティングでスマートフォンの操作が難しかったが、会合としては

包括や助言担当のかたとお話をして、顔を見られる関係という点では良かったです。もう少し

包括と連携をとれればと思います。 

 

○委員 

薬剤師会としては、かかりつけ薬剤師、薬局で直接相談しているケースがあるのではと感じ

ています。先日、私に 1件相談があり、家族のかたに薬局に来てもらいお話をしたことがあり

ました。逆に薬局から包括に相談事項を挙げることも、今後必要なのではないかと思います。  

会員の薬剤師に周知が足りないこともあり、包括との連携を考えていかなければと思います。 

 

〇委員 

先日のミーティングに参加して、写真をタイムリーに見ることが出来るのは非常に利点が 

あると思いました。慣れるまで時間はかかりますが、ＩＣＴを利用した連携を推進すること  

は良いと思います。 

 

〇委員長 

 慣れるまでには時間がかかるのは仕方のないことですが、慣れていければと思います。 

 次に、「切れ目ない在宅医療・介護の提供体制の構築・推進」についてです。事務局より説明

をお願いします。 

 

〇事務局 

当市は訪問看護の発祥の地であり、古くから根付いていて、事業所の数も多く、在宅診療医

との連携もとれている状況です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護も近隣市の中では当市  

だけが導入しています。在宅診療医と訪問看護の連携を強化し、訪問看護を活用することで、

切れ目ない在宅医療・介護の提供体制の構築・推進を図っていくことを、これまでも検討して

きました。 

全ての医師やケアマネ等と訪問看護師との間で、十分な連携をとれているわけではあり  

ません。今年度も具体的にどのように活用するのか、この委員会で協議していければと思って

います。市としては、在宅診療医、訪問看護師、ケアマネとの顔の見える関係づくりを中心に、

出来ることを進めているところです。 

顔の見える関係づくりとして、この３年間多職種連携研修を年に数回開催しています。平成

３０年度も９月に第１回の多職種連携研修会を開催し、１月に第２回を予定しています。 
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○委員 

今年度 1回目の多職種研修会が９月１１日に行われました。テーマは「看取り」です。参加

人数は約１２０名で、前年度と比較するとケアマネの参加が一番多く、５０名でしたが、これ

でも人数を絞ったような状況でした。それ以外にも訪問介護事業所のサービス提供責任者が 

多く、２４名でした。例年よりも非常に人数が多い印象でした。   

資料２ではグループワークで出た意見をピックアップして載せています。参考にしていただ

ければと思います。参加者から事例の紹介、専門職から生の声が聞けて、経過がイメージ     

しやすかったという感想がありました。今回のような事例をベースとした多職種連携研修を 

企画することが有意義だと感じています。 

資料３をご覧ください。今年度は、１月２５日に第２回多職種連携研修会を開く予定です。

「妄想を抱える高齢者の対応について」をテーマにしています。妄想についての基本的な考え

方、妄想を抱えながら生活している高齢者にどのように多職種でかかわっていくのか、考えを

深めていければと思っています。研修内容は、地域連携型認知症疾患医療センター長の望月  

先生の講義とグループワークを予定しています。是非ご参加いただければと思います。 

 

○委員長 

 「切れ目ない在宅医療介護の提供体制の構築・推進」について何か質問、意見はありますか。 

 

○委員 

 多職種連携研修会以外で、具体的に何をするのでしょうか。 

 

○事務局 

市として出来るのは、顔の見える関係づくりです。在宅診療をしていない医師や訪問看護  

ステーションとあまり連携をとっていないケアマネとの連携が課題と考えています。 

 

○委員 

訪問看護ステーション連絡会では、取り組みの中で何が出来るのかを検討はしています。  

今、関わっているところとは良い関係が出来ていますが、関わっていないところとは全く   

分からない状況です。訪問看護ステーションとして、アクションの仕方を模索しているところ

です。 

 

○委員 

医療と介護の連携は介護保険が出来てからの永遠の課題です。基本的に上手くいってない 

ことを前提に考えたほうがいいと思います。特に、介護職のかたから意見を出してもらいたい  

です。医療職との連携が取りづらいのはよくある話で、その為にはどうすればいいのか自治体

は四苦八苦しています。ＩＣＴの活用をどう共有化するのか、ケアマネとかかりつけ医、関係

職種は全部見ることが出来るのか、東村山市はそこまでやっているのか、具体的な詰めを   

しなければ、連携は難しいと感じています。 

 

○委員 

ケアマネの中には医師と話すことが出来ず、利用者が不利益を被ることがあり、ケアマネ  

自身がうまくいかななくなり、包括に相談するケースがあります。それに関しては、包括で    

アドバイスしています。 
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その他に、包括の職員と居宅介護支援事業者連絡会の主任ケアマネと組んで、現在約３０人

のケアマネのケアプラン点検をしています。再度、ケースひとりに対してアセスメントを取り  

直しています。その医療情報について医師の確認を取らないと、ケアプランに反映しなければ、

このかたのより良い生活にならない、ということを、手間はかかるけれども、個々のケアマネ

に伝えています。 

 

○事務局 

在宅療養支援窓口を包括に置き、三師会にバックアップをお願いしています。かかりつけの

医師に聞けないこと等を包括に相談し、包括から助言担当医・薬剤師・歯科医に連絡をして  

助言を求められる仕組みをつくりました。しかし、まだ、そのＰＲが足りないので、気軽に   

相談できる場があることの周知を進めたいと思います。 

 

○委員 

自分自身は連携が取れているほうだと思っています。連携が取れないと言うかたは、どう  

取ったらよいのでしょうか。 

 

○委員長 

在宅で顔の見える関係が上手くいっている先生が窓口になり、気軽に連絡を取ってもらう 

ようなことも、実際やってみれば、次に繋がるのではないかと思います。 

 

○委員 

ケアマネと在宅医療をしていない医師はお互いどう思っているのでしょうか。その連絡を 

電話や患者さんを通しての手紙のやり取りなどで行えば良いのではないのでしょうか。 

 

○委員 

ヘルパーが利用者の病院に同行した時に、ケアマネや家族に報告しなければならない場合が 

ありますが、その場の状況、結果などを先生が直に説明して欲しいです。医師、家族等と連携

が取りにくいことがあります。 

 

○委員 

医療と介護の連携は包括が担っているので、包括が調整を図ることも必要だと思います。  

在宅療養支援窓口ができ、もっと助言担当医を利用したほうがが良いと思います。仕組み   

として医師会の中でも周知することが必要だと思います。 

 

○委員長 

助言担当医をみていると、まだまだキャパシティがあるのではないかと思います。窓口に  

なっていただけると会員の医師たちが助かります。そのほうがシステムとして、うまくまわる

のではないのでしょうか。早急に考えていきましょう。 

続いて、「地域住民への普及・啓発」についての検討です。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

資料４の「平成３０年度 市民健康のつどい「在宅療養の取組み」実施報告」をご覧     

ください。 
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市民健康のつどいで行った、在宅療養についての市民への周知の取組みをご報告します。 

実施の目的としては、市民のかたに在宅療養や介護のイメージを深めてもらい、在宅での  

療養が必要となった際に相談窓口を利用していただけるように、ということをねらいとしま  

した。実施日は１１月１０日、１１日の２日間です。実施経過としては、在宅医療・介護連携

推進委員会でも課題となっている地域住民への普及・啓発を進めるため、市民健康のつどい  

実行委員の皆様のご意見を基に、医師会・薬剤師会・歯科医師会で今回取り組むことになり  

ました。三師会と基幹型包括の在宅医療コーディネーター、在宅療養支援窓口（包括）の相談

員、健康増進課と共に、協働での取組みとなりました。 

（１）の①では、初めて相談するかたにも在宅療養の仕組みを分かりやすくパネルや写真を  

使って紹介しました。資料 5をご覧ください。②では在宅医療（訪問診療）を行っている医療

機関情報を市民向けに市で作成し、提供しました。④の薬については、普段聞けない薬のこと

のパネルや自動配薬機を展示しました。⑤口の健康に関しては、歯科医師会から「健口体操」

等体験を含めた具体的な紹介となりました。             

実施内容及び結果をご覧ください。市民健康のつどいは３，８００人弱、パネル展示には  

多数の来場がありました。在宅療養の相談は２日間で９５名でした。 

続いて、実施の振返りです。市民の声と担当者の声を一部紹介しています。今回の気づき  

から、在宅医療を実施している医療機関の情報も含め、資料５のような情報提供と相談窓口の

活用のＰＲを積極的に行っていくことを考えています。今後は身近な言葉を使うなどの情報発

信の仕方を工夫する必要があると感じました。機会を見つけて、医療・介護職の関係職種と  

連携した普及・啓発を考えていきたいと思います。 

 

○委員長 

何か意見、質問はありますか。 

 

○委員 

これから在宅医療、在宅介護をもっと啓発しなければという思いはあります。今回、初めて

市民健康のつどいを手伝ったが、いい機会になりました。困っている市民がたくさんいると  

思うので、いろいろな形で啓発していければと思います。 

 

○委員 

普段聞けない、知らない仕組みのことが知れて相談者には良かったのではないかと思います。

歯科医師会でも、自分自身で勉強し、社会の変化に対応しながら考え方を変えていくのも必要

なのかなと思います。 

 

○委員 

薬剤師会では今回、自動配薬機を借り、それについての質問がいくつかありました。この  

ようなものを必要な家庭に置ける体制ができればと思います。 

 

○委員 

配薬機が動くところを見ましたが、静かで、操作も簡単でした。 
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○事務局 

薬局で数台買って、それを家庭にレンタルしているところがあると聞いています。当市は  

一人暮らしが多く、薬剤師が指導を行い、ヘルパーや訪問看護師が配薬しますが、それだけで

は手が足りない部分があります。 

 

○委員 

在宅療養のコーナーは相談しやすい雰囲気でした。 

 

○委員 

元気な高齢者が多く、今後に備えて事前に在宅療養はこんな感じだと知らせることができて、

とても有意義だと思いました。福祉用具の業者を呼び、実際に用具を見せればイメージ    

しやすいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

啓発活動に加え、リーフレット類も今後作成していくので、委員の皆様のご意見をいただ  

ければと思います。 

 

○委員長 

今回出された意見を参考に、今後も在宅医療・介護連携推進事業を取り組んでいければと  

思います。 

では、（２）の認知症施策の検討に進みたいと思います。 

「認知症初期集中支援チームの活動状況」について、説明をお願いします。 

 

○委員 

平成３０年４月から９月までに認知症支援コーディネーターに相談があったケースは、新規

１１件、新規継続あわせて訪問したケースは１２件でした。最も相談が多いのはケアマネ、  

包括からです。次いで、ご家族やご親族となります。相談内容は医療機関の受診に関わるもの

が最も多いです。行動心理症状への対応方法、入院に関わる相談、家族の介護負担に関わる  

相談、介護保険サービスに関わる相談の順に多くなっています。相談の繋ぎ先は、包括やケア

マネに戻す、認知症初期集中支援チームに相談するなどです。 

資料６をご覧ください。認知症初期集中支援チームへの平成３０年４月から９月までの相談

件数は１０件です。相談経路としては包括からが多いです。内容は行動心理症状に関する相談

が多く、月に１回、定例での事前カンファレンスや電話相談で対応を検討しています。その後

の対応として、受診に繋がる、介護保険サービス導入に関するアドバイスをもらうということ

がほとんどです。 

実際に認知症初期集中支援チームに相談した事例の報告です。１例目は９０代の女性です。

３年前、包括が民生委員から相談を受けました。統合失調症の娘さんと長年暮らしていて、  

２年前に娘さんが入院してから一人暮らしになりました。要介護１の認定を持っていましたが、

サービスは利用していませんでした。定期的に包括と相談をしていましたが、関わった当時  

から女性には幻聴がありました。今年に入ってから、症状がひどくなり、音を出しているのは

階下の住人だと思い込み抗議すると言い始めました。認知症初期集中支援チームに相談した  

ところ、かかりつけ医から精神科の受診を勧めてもらい、本人が納得し、精神科の受診に   

繋がりました。その後も、訪問看護師等から勧められ定期的な受診に繋がっています。 
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２例目は、認知症初期集中支援チームに相談しまたが、ケアマネに戻した事例です。９０代

男性と妻の２人暮らしです。娘が３人近所に住んでいますが、キーパーソンは長女で、本人  

以外は長女に誰も口出しできない状況です。本人が腰痛で入院しましたが、看護師等への暴力

のため退院となりました。医療ニーズが高いため、訪問看護を利用しています。妻に対してや

様々な施設で暴力行為があり、心配したケアマネが包括へ相談してきました。長女が暴力行為

を認識していないので、家族の意思決定者である長女に、本人にとって適した医療を受け   

させるべきだと説得し、長女も納得し、今は安定した生活を送っています。 

 

○委員長 

認知症初期集中支援チームの活動状況について、何か質問があるかたはいらっしゃいますか。 

 

○事務局 

１例目の事例にもありましたが、かかりつけ医と認知症初期集中支援チームの連携も機能 

し始めています。 

 

○委員 

当市では第４木曜日に定期的に事前カンファレンスを行っていて、徐々に連携が取れてきて

います。 

 

○委員長 

ケースは多いですか。 

 

○委員 

月に１～２件です。 

 

○委員長 

ソーシャルワーカーの委員はご意見ありませんか。 

 

○委員 

チームでの訪問はまだありませんが、振り返りをして、停滞しているケースもあると思う  

ので、追跡していきたいと思います。 

 

○委員長 

これから認知症患者も増えるので、今後もこの委員会も活用して、上手く認知症初期集中  

支援チームが機能していくようにできればと思います。 

 

○委員 

国立市で、５年前に、近くに身寄りのいない認知症の一人暮らしを調べたところ、５６人   

でした。去年の暮れに調査したら、１７６人で、３倍に増えていました。東村山市は国立市の

倍の人口があり、高齢化率は国立市が２４％弱に対し、東村山市は２７％くらいです。単純  

計算でいくと、東村山市は認知症の一人暮らしが３００人以上いるのではないかと推察され 

ます。家族から相談できないので、深刻です。東村山市でも、認知症の一人暮らしが何人    

くらいで、生活実態がどうなのか、調査してもらいたいと思います。 
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○事務局 

当市では認知症に特化した調査ではありませんが、７７歳以上の一人暮らしのかたを老人 

相談員である民生委員に毎年訪問をしていただいており、必要なかたを包括等に繋いでいただ

いています。早期に繋がっているかたが多いと認識しています。 

 

○委員 

民生委員の欠員地区には包括が訪問しています。回っていると、介護保険サービスに繋がる

ケースが多い印象です。 

生活支援コーディネーターと自治会長等が繋がり、通報件数も増えています。 

 

○委員長 

地域の関わり合いが、若者にも波及してもらいたいですね。 

続いては、「平成３０年度の認知症サポーター養成講座・フォローアップ講座」について、   

事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

資料の７・８をご覧ください。認知症は社会全体で支える必要があります。そこで、認知症

への理解を深めるための普及・啓発の目的で行っているのが、認知症サポーター養成講座です。

当市では、まず、認知症の基礎を学ぶ場として「認知症サポーター養成講座」、その後、基礎を

学ばれたかたが参加する「認知症サポーターフォローアップ講座」、この２つの講座をセットで

開催しております。 

今年度、各包括圏域で開催いたしました、認知症サポーターフォローアップ講座の内容は  

資料７のとおりです。認知症のかたへの声かけ体験会や、小学生向け認知症サポーター養成  

講座の事前演習をフォローアップ講座として開催いたしました。 

また、１１月１日には東村山駅東口からさくら通りを利用し、認知症サポーターの協力を  

得ながら、今年度は従来とやり方を変更して徘徊模擬訓練を開催いたしました。まず、参加の

要件ですが、今までは各包括で実施する認知症サポーター養成講座とフォローアップ講座を 

修了することが参加要件でしたが、認知症に対して、興味・関心を持ってもらうことに主軸を

置き、今年度は徘徊模擬訓練のみでも参加できるようにしました。また、新しい試みとして、

今年の３月より始まりました行方不明高齢者等捜索メール配信を活用した訓練を行いました。 

実際の訓練の流れとしましては、事前に捜索メールサービスへ参加者に登録していただき、

認知症高齢者の服装等の情報をメールで受信します。その後、まちに実際に出て、メールの  

情報から認知症のかたを探し、安心できる声かけに配慮しながら、認知症のかたをお店や警察

にお繋ぎするという流れです。認知症サポーターのかたには、認知症高齢者役を担当して    

いただきました。さらに、今年度は認知症のかたを見つけた時にお連れするお店に、喫茶店や

コンビニエンスストア等の民間企業等にもご協力をいただき、店員から警察に連絡して    

いただくという訓練に参加していただきました。参加されたかたの声としては、参加して   

良かったという声が大半を占める中、「認知症のかたにどのように声をかけたらいいか、   

難しかった。」という声も多く聞かれました。 

認知症のかたを社会全体で支えるしくみの構築のためには、市民および地域にあるお店、  

企業の協力なくしては成り立ちません。認知症の対する正しい理解を深めるためにも、引き  

続き、認知症サポーター養成講座等を市民や企業に対しても積極的に取り組み、認知症のかた

が安心できる地域の実現に向け、推進していきたいと思います。 
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○委員長 

サポーターの活用方法をもっと広げても良いと思います。何か質問、意見はありますか。 

ないようでしたら、以上で本日の会議を終了します。色々なご意見ありがとうございました。 

 

５．閉会 

 


