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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成３０年度 第１回医療・介護連携推進委員会 

開 催 日 時 平成３０年８月１日 午後７時００分～午後９時００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、     

大須賀一洋委員、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、   

松田幸夫委員、宮内諒委員、中島文亜委員 

 

（市事務局）山口健康福祉部長、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）平成３０年度の医療・介護連携推進委員会の開催予定について 

（２）在宅医療・介護連携推進事業の平成２９年度取組みと平成３０年度の

予定 

（３）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

（４）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 
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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 

会  議  経  過  

１．開会 

 

２．委嘱状交付 

   

２．挨拶 

平成３０年度の第１回医療・介護連携推進委員会にご出席いただき、ありがとうございます。 

地域包括ケアを進める上では、医療・介護連携は大変重要です。 

今年度に組織改正をし、健康増進課に実務部隊を集中させて、地域包括ケアを推進することと

なりました。皆さまから様々なご意見をいただきながら、行政としても頑張っていきたいと思

いますので、これからもご指導をお願いいたします。 

 

○事務局 

健康増進課は組織が一部変更されております。資料３をご覧ください。簡単に組織改正のご

案内をさせていただきます。 

若い世代の健康づくりから高齢者の介護予防までを一体的に行うため、また地域包括ケアシ

ステムの構築を推進するために高齢介護課の地域包括ケア推進係と権利擁護係の業務を健康

増進課に移し、健康増進課の保健予防係と地域包括ケア推進係を一緒にして健康寿命推進係と

させていただきました。虐待対応を含めて高齢者の相談に対応する権利擁護係は高齢者対応の

所管とわかるように高齢者支援係と名称を変えております。 

これまでの高齢介護課については、介護保険課となり、健康増進課と一緒に地域包括ケアシ

ステムの構築を推進していく形になっています。 

資料３は上段四つの係が健康増進課の新しい係、そして下が介護保険課となり、係毎の課の

主な業務です。右の欄外は平成２９年度の旧健康増進課、旧高齢介護課の組織でした。 

この様に業務が替わりましたが、平成３０年度はこの組織体系になっておりますのでよろしく

お願いいたします。以上です。 

 

４．議題 
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（１）平成３０年度の医療・介護連携推進委員会の開催予定について 

 

○委員長 

では、一つ目の議事に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

 

○事務局 

資料５をご覧ください。平成３０年度から３２年度の第７期地域包括ケア推進計画を昨年度

策定しています。この計画は介護保険の事業計画と老人福祉計画を一体化させたものです。こ

の資料の下にある施策体系がこの計画の全体の体系になっています。その中で、この委員会で

協議・検討していただくのが、基本目標の市民が自分らしくすこやかに暮らしていくための仕

組みづくりとして、（１）住み慣れた地域で高齢者を支えるサービスの充実のところの④医療

と介護の連携の推進、⑤認知症施策の推進となります。具体的な内容は４９ページにあります。

この委員会において、医療と介護の連携に伴う課題の洗い出し、対応策の検討を継続して、医

療・介護の連携の仕組みづくりや在宅医療を推進することになっています。また、在宅療養支

援窓口おいて在宅医療連携推進事業等を活用して、三師会や訪問看護ステーション等の医療機

関のバックアップを受けながら在宅療養患者の支援を進めると共に、地域における医療・介護

関係機関が連携し、包括的・継続的な医療・介護が提供出来る体制を構築、推進します。多職

種連携研修や地域包括ケア会議を通じ、地域の医療及び介護関係者の顔の見える関係づくりを

推進します。地域情報連携シートやＩＣＴを推進し医療・介護関係者の情報共有を支援します。

在宅医療や看取り等についてパンフレットやＨＰなどで市民に普及啓発をしていきます。これ

が医療と介護連携推進の３年間の計画内容となっています。 

資料の裏面に認知症施策の推進があります。認知症支援コーディネーターや認知症初期集中

支援チーム、認知症疾患医療センター、認知症地域支援推進員と地域包括支援センターが連携

し、認知症のかたの早期発見・診断・対応を進めると共に支援体制構築を推進します。この会

議において認知症施策に関わる課題の洗い出し、対応策の検討を継続し、認知症施策を推進し

ます。認知症サポーター養成講座、フォローアップ講座、認知症ケアパスの作成を継続し、市

民への認知症についての普及啓発を図り、認知症のかたを見守り支え、共に暮らせる地域づく

りを推進します。地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等が認知症カフェや家族介護

者交流会等を継続的に支援し、認知症当事者の居場所及び地域と繋がる場所づくりや介護者の
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負担軽減を進めます。これが認知症施策の計画です。以上です。 

 

○委員長 

質問があれば挙手をお願いします。 

無いようなので次に行きます。 

平成３０年度の医療・介護連携推進委員会の開催予定について事務局からお願いします。 

 

 

○事務局 

資料６をご覧ください。先程ご説明した地域包括ケア推進計画を進めるためにこの委員会を

継続して開催していく予定です。今年度は３回から必要があれば４回開催します。 

本日８月１日の第１回は、委嘱状の交付と医療・介護の連携の仕組みづくり、認知症の施策の

協議となっております。 

第２回は１１月頃で、医療・介護の連携の仕組みづくりについての検討、特に切れ目ない在

宅医療・介護の提供体制の構築・推進について進めていきます。認知症施策に関しても課題の

洗い出しとその対応についての検討をします。 

第３回は２月頃で継続して医療・介護の連携の仕組みづくりについての検討です。平成３０

年度の進捗と平成３１年度の予定について確認します。認知症に関しては課題の洗い出しとそ

の対応について検討します。以上です。 

 

○委員長 

それでは、開催予定についてのご意見ご質問はありますか。 

個人的にですが、施策を立てても成果を図るのが難しいと思います。数字で表せないのでし

ょうか。 

 

○委員 

成果、評価を全体的な総括とこれから何を重点的にやっていくべきなのか課題をある程度出

していけば議論が進みやすいのではないでしょうか。 

 

○委員長 
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いつも仕組みづくりの検討・継続で終わっている気がします。何か形になれば、やる気にも

つながると思います。 

では、次の医療・介護の連携の仕組みづくりについての検討についてです。在宅医療・介護

連携推進事業の平成２９年度の取り組みと平成３０年度の予定を事務局からお願いします。 

 

○事務局 

資料７をご覧ください。既に平成３０年２月の委員会に出している資料ですが、新任の委員

もいらっしゃるので再確認させていただければと思います。一番左が課題です。この事業の中

で市町村が取り組まなければならない課題となっており、（ア）から（ク）まで示しています。

この順番で説明させていただきます。 

まず、（ア）の地域の医療・介護の資源の把握です。これは（エ）の医療・介護関係者の情報

共有支援や（キ）の地域住民への普及・啓発とも繋がります。資源の把握をすることで地域の

課題を抽出して、皆さんに協議していただく形になります。平成３０年度は、平成２８年度に

医師会に実施したアンケートをまとめたものを、他の情報と一元化して、医療・介護関係者や

市民に普及・啓発していく予定です。 

（イ）の在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討です。まさにこの委員会のことです。 

平成３０年度も協議を継続していきたいと思います。特に次の（ウ）切れ目ない在宅医療・介

護の提供体制の構築推進を中心に協議を行う予定です。 

次に（ウ）です。東村山市の場合は、古くから訪問看護が根付いています。事業所の数も多く、

在宅診療医との連携が既にある程度とれていることから、切れ目ない在宅医療・介護の提供と

いう意味では方向性は出されています。ただし、在宅診療医が必ずしも訪問看護を活用できて

いるわけではありません。在宅診療医とケアマネジャー、訪問看護師等の間に顔の見える関係

づくりが十分にできていないのも現状です。定期巡回・随時対応訪問介護・看護は、近隣市の

中では、東村山市だけが導入していますが、周知・活用が十分ではないようです。まずは、在

宅診療医と訪問看護師との連携や訪問看護の活用についての具体策の検討をこの会議で継続

していきたいと考えています。病診連携についても同じです。 

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っています。 

会議、研修等の機会に訪問看護の活用のＰＲを実施したり、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の推進を図ってい



 6 / 15 

 

きたいと考えています。裏面にいきます。 

（エ）医療・介護関係者の情報共有支援ですが、医療・介護関係者の情報共有の効率化や多職

種連携の推進を図るため、医師会を中心にＩＣＴの活用を進めております。平成３０年度につ

いても、医師会を中心にミーティングや研修を実施し、ＩＣＴ活用や多職種連携の推進を図っ

ていきます。平成２８年度に保健所が中心となり、「入院時地域情報連携シート」をつくりま

した。昨年度は、検証した結果に基づいて修正した「ケアマネジャーからの入院時地域連携情

報シート」をつくり、１１月から北多摩北部圏域の全ての病院とケアマネジャーの間で使用が

開始されました。保健所と連携して、シートの周知を行い、使用の定着を図りたいと思います。

また、使用状況等を検証し、シートの見直しを行っていきたいと考えています。 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援です。 

昨年度、東村山市では５つの地域型の地域包括支援センターに在宅療養支援窓口を設置しま

した。これは位置づけする前から既に病院や地域の医療・介護職のかたと連携がとれていて、

実際に地域包括支援センターに医療・介護に関する相談が入っているということがあり、５つ

の地域包括支援センターを在宅療養支援窓口に位置づけることになりました。 

医療対応の機能を強化するため、三師会の先生がたがバックアップする、在宅医療連携推進

事業として、助言担当医・歯科医・薬剤師をおいて在宅療養支援窓口からの相談に対応する体

制をとっていただくことになりました。在宅療養支援窓口の設置に合わせ、平成２９年１１月

から医師会と薬剤師会、平成３０年４月から歯科医師会が、在宅医療連携推進事業を開始して

います。また、平成３０年４月から、基幹型包括支援センターに在宅医療コーディネーターを

配置しています。５か所の在宅療養支援窓口を統括・バックアップ、在宅医療・介護に関する

連携支援を行うためです。さらに、組織改正で市の保健師・歯科衛生士・栄養士が健康増進課

にまとまったので、地区分担をしながら基幹型地域包括支援センターと同様にバックアップを

していきたいと考えています。それに加えて、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を継続していきます。 

資料８をご覧ください。在宅療養支援窓口フローチャートです。左から３番目の在宅医療支

援窓口が地域型地域包括支援センターになります。基本的には医療・介護関係者や本人・家族

の相談をすべて地域支援包括センターに入れていただくことになります。そこで対応できない

場合は、在宅医療連携推進事業として助言担当医・歯科医・薬剤師に助言を求め、必要に応じ

て訪問相談をする流れを平成２９年１１月からつくっています。また、基幹型地域包括支援セ

ンターには在宅医療コーディネーターを配置して、在宅療養支援窓口を統括・バックアップし
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ていきます。 

資料９をご覧ください。表面が平成２９年度の在宅療養支援窓口の相談実績、裏面が平成３

０年度６月までの実績です。上段が窓口に入った保健医療相談の実績になります。平成２９年

１１月から在宅療養相談窓口として明確化したので、４月から１０月の相談実績は５包括合わ

せて月平均２１９．６件のところが１１月２１７件、１２月２４０件、１月２７５件、２月２

３２件、３月２４１件、窓口設置前よりも相談件数が徐々に増えています。平成３０年４月以

降も増えていて、４月２７７件、５月２８６件、６月２５６件となっています。 

下段が在宅医療連携推進事業の実績です。平成２９年度は１１月からで５か月間の相談実績

としてはまだ少ないですが、地域ケア会議に助言担当医や薬剤師に参加してもらいながら、在

宅療養支援窓口と顔の見える関係づくりを進めていた時期だったと思います。相談も少しずつ

あり、訪問支援まで繋がったケースもありました。平成３０年度は３か月間の実績です。個別

の相談・支援も増えているようです。地域包括支援センターによって活用の差が出ていますが、

地域包括支援センターと助言担当医・歯科医・薬剤師との関係づくりが出来てきているので相

談が増えています。在宅支援窓口のＰＲと在宅医療連携推進事業を進めていき、継続的に支援

していければと思います。 

では、資料７に戻っていただき、（カ）の医療・介護関係者の研修をご覧ください。平成２９

年度は看取り・認知症をテーマにした多職種連携研修を実施していますし、歯科医師会では口

腔ケア実習などの研修を開催していただきました。 

平成３０年度につきましても、地域の医療・介護関係者の顔が見える関係を作る為、訪問看

護の周知、活用を推進する為に地域ケア会議、多職種連携研修等を恒常的に行って行きたいと

考えております。 

資料１２をご覧ください。 

平成３０年度第１回の多職種連携研修として看取りをテーマとして行います。 

 

○委員 

今年度第１回の多職種研修会として、「看取りについて考える」を企画しています。研修は

ワールドカフェに近い形で行います。話合いの内容は連携を行う上で何を大切にするか、職種

としてのかかわりかた、そこでの自分の役割を意見交換しながら情報の共有をしていければと

思います。そのほか病院から在宅に戻ったケースの紹介もし、どのような形でそれぞれの専門

職が連携できたか具体的に理解していただきたいと考えています。 
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○事務局 

すでに三師会、事業者連絡会等を通じチラシを送っていますので、ご参加をお願いします。 

（キ）の地域住民への普及、啓発では、在宅医療・介護、看取り等の市民へのＰＲの継続を

考えており、出張説明会や講演会等を企画しています。 

健康増進課において市民の健康づくりの啓発を目的として、毎年「市民健康のつどい」を行

なっています。その中で三師会のご協力を得ながら、在宅療養に関してブースを設け、市民の

在宅療養の相談、啓発に取組んで行きたいと考えています。 

（ク）の在宅医療・介護に関する関係区市町村の連携に関してはケアマネジャーからの入院

時地域情報連携シートを保健所と連携して活用、推進していきたいと考えています。 

以上がこれまでの経過と今年度予定となります。 

 

○委員長 

平成２９年１１月からの在宅療養支援窓口、地域包括支援センターで現状はいかがですか。 

 

○委員 

状況的にはこれまでと大きく変化はありませんが、１１月以降の気候の関係もあり、医療の

相談が多くなって相談件数の増加が認められます。他の地域包括支援センターでも同様の状況

と聞いています。 

助言担当医がいるということで、気軽に相談でき、実際に今１件相談をしているところです。 

本人がどうしても病院には行きたくないが体調悪い人が、ヘルパーだけなら受けられるという

ことで、介護保険の意見書のみ書いてもらう訪問でも、助言担当医がいることで気軽に相談で

き介護保険に繋げられ助かるという話も出ています。 

 

○委員長 

相談内容はどのようなものでしょうか。 

 

○委員 

往診に行く要請です。 

「市民健康のつどい」で、在宅療養も是非アピールしたいので、そのブースの設置をお願いし、
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皆さんのご協力もいただきいとと思います。 

 

○委員 

助言歯科医に４月から着任しましたが未だ電話相談が１件です。内容は、入れ歯の具合が悪

いということで気軽に連絡してもらったことは、良かったと思います。 

今までは、歯科医師会の紹介後、かかりつけ医にということでしたが、歯科医にも気軽に相

談していただけたらと思います。 

３か月で電話１本なので今後どうなるか分からないが、これからだと思います。 

 

○委員 

今年初めて着任しましたが、殆ど在宅に関して経験がないので状況は説明が難しいです。 

在宅に積極的な先生もいるが、自分はあまりそうではなかったので、歯科医師会側にも周知を

して、在宅の関わり方を勉強し、形を作っていく必要があると思います。歯科医の治療を希望

している在宅の人がどの位いるか、歯科医師会にも助言担当歯科医を通じて機能を果たしてい

るかを確認したいと思います。 

 

○委員長 

相談はどのようなものでしょうか。 

 

○委員 

基本的に入れ歯の話や、具体的な治療の話です。 

 

○委員 

在宅療養支援窓口からの相談は２件くらいでしょうか。実際、薬剤師は受け身のことが多く

在宅は主治医の指示に従っています。 

今回、こちら側から地域包括支援センターにお願いしたケースもあります。薬が残っている

はずなのに、さらに薬の請求があり、確認を取るケ―スが１件ありました。 

地域ケア会議の時には、実際にお薬カレンダーを使っても服薬をしていないかたへ、今後ど

こまでお手伝いできるか考え、どこまで薬剤師が活動できるか検討しました。 

ケアマネジャーと相談したいと思います。生活に不安を感じるかたのため、名刺をお薬手帳
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に挟んであればと思います。不安を感じた時に、電話１本の連絡で状況の確認をできればと思

います。 

 

○委員 

ケアマネジャーからも、利用者がどこの薬局に行っているかわからないので、薬剤師との連

携を目的に、お薬手帳の中に名刺等を入れたいという話が上がっています。 

 

○委員長 

他自治体では、利用者の情報を一つにまとめられる、お薬手帳カバーを作っていた例がある

と聞きます。これはお金がかかりますが、お金をかけないでも上手くいく方法はあるのではな

いでしょうか。こういった意見を踏まえ今年度の施策を進められたらと考えます。 

続いて認知症初期集中支援チーム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８のフローチャートをご覧ください。 

平成２９年１１月から認知症初期集中支援チームを地域連携型医療センターに設置しまし

た。基本的には本人、家族、医療・介護関係者等は在宅療養支援窓口のある地域型地域包括支

援センターに相談をしていただきます。地域包括支援センターだけで対応できない場合、アウ

トリーチをしてもらうほうがスムーズに対応できると判断した場合、認知症支援コーディネー

ターに相談し、必要に応じて、初期集中支援チームに繋げます。約６か月程度支援をしていた

だく予定です。 

資料１０をご覧ください。 

認知症初期集中支援チームの実績です。上が平成２９年の１１月から３月まで、下の方が今

年の４月から６月の実績です。認知症支援コーディネーターから認知症初期集中支援チームへ

相談したケースが、平成２９年度は８件、平成３０年度は７件で、訪問する前の事前カンファ

アレンスを行なったケースが、平成２９年度は５か月間で５件、平成３０年度が３か月間で７

件です。事前カンファレンス時に、専門医より「このようにアプローチしてみてみたら」とい

うようなご助言をいただき、地域包括支援センターが対応し、受診やサービスに繋がったケー

スが多々ありますが、訪問支援まで必要となったケースは、これまで０件という状況です。平

成２９年１１月に認知症初期集中支援チームを設置するまでは、地域拠点型認知症疾患医療セ
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ンターに認知症初期集中支援チームと同様のアウトリーチチームがあり、そちらにアウトリー

チが必要と思われるケースに関して相談をしていたのですが、３年間で、訪問支援を行ったケ

ースが３件でした。年に１ケースあるかどうかです。相談はありますが、訪問までするケース

というのは、それほど多くはないと考えています。２月からは、特に事前カンファレンスを定

例的に行い、アウトリーチまではいかなくとも、地域包括支援センターとして、対応が滞って

うまく進まないようなケースに関して、アドバイスをいただいている状況です。 

                                       

○委員長 

認知症初期集中支援チームの状況について何か付け加えることはありますか。 

 

○委員 

ケースカンファレンスについて、設置当初は定期的ではありませんでしたが、今年に入り事

前に日時を決めて行っています。チーム員からは、事前の準備がしやすいとの声が上がってい

ます。今まで初期集中支援チームに参加している医師というのは私一人でしたが、別の医師が

サポート医の資格を得たことにより、もう一人対応ができる医師ができ、定期的なカンファレ

以外の緊急な場合で私が対応できない時でも、別の医師に参加してもらえる体制になりまし

た。 

 

○委員長 

精神保健福祉士の委員はご意見ありませんか。 

 

○委員 

訪問は今のところまだ０件ですが、継続するもの、一回で終わるものもあります。とにかく

繋げるまでに時間がかかるところが、地域包括支援センターは大変だなと思います。繋がった

後の継続的支援は始まったばかりですが、徐々に考えていかなければならないと思います。ま

た、内科医との連携・連絡ですが、身体疾患、精神疾患、あるいはその両方があるかたが、精

神科にかかるまでのハードルは高いようです。聞くところによれば、内科のかかりつけ医から

精神科での受診を勧められると、行こうかなという気持ちになるかたもいるとのことなので、

内科医とも連携を取りながらやっていけたらと思います。 
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○委員長 

認知症初期集中支援チームについてもチームが十分に機能できるように検討していきたい

と思います。 

次に平成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説明をお願い

します。 

 

○事務局 

資料１１をご覧ください。 

認知症サポーター養成講座は、例年通り進める予定です。 

認知症サポーターついては、地域で認知症のかたのサポートにまわっていただきたいと考

え、フォローアップ講座を行っています。 

内容は主に、声掛け体験会と徘徊模擬訓練で、徘徊模擬訓練に関しては１１月１日を予定し

ています。今年度は範囲を広げ、地域資源を活用しながら行いたいと考えています。 

平成３０年２月から、行方不明高齢者等捜索メールの配信を始めました。（資料１３） 

市内に居住する認知症高齢者等が行方不明となった場合に、家族等の依頼により、そのかた

の身体的な特徴や服装等の情報を、協力者や協力事業者に対してメールで配信するものです。 

この捜索メールを使い、捜索と声掛けを合わせた訓練を企画しております。今までは、地域

包括支援センターや認知症サポーターが参加者の中心でしたが、今回は駅周辺のコンビニ等の

お店にも参加をしていただく予定です。 

 

○委員長 

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何か質問、ご意見はありますか。 

 

○委員 

東村山市は、この多摩地区において非常に積極的にやっていると思います。認知症サポータ

ー養成はどこの市も行っていますが、どこの市でもなかなか活用できていないようです。今の

お話しの内容は、徘徊模擬訓練の中に実戦部隊として、認知症サポーター養成講座を受けたか

たがたが関わるということですが、他に東村山市で考えていることがあれば教えてもらいた

い。 
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○事務局 

３年程前から、小学生向け認知症サポーター養成講座を小学校で行っています。小学生にゲ

ーム形式で認知症を体感してもらいますが、地域包括支援センターだけでは、なかなか運営が

難しいため、認知症サポーターにファシリテーターとして参加していただき、小学生と一緒に

改めて認知症について学んでいただくという取り組みも行っています。 

認知症カフェやコミュニティサロンにボランティアとして参加していただくこともござい

ます。 

また、市民団体に見守りネットがあり、当団体のかた向けに、認知症サポーター養成講座を

行い、見守り活動の中で認知症に関する知識を活かしていただく取り組みも行っています。 

フォローアップ講座では、認知症サポーターに徘徊模擬訓練の企画段階から、一緒に参加し

ていただいています。 

 

○委員 

小学生の認知症サポーター養成講座の講師になり、認知症サポーターが活躍されると良いで

すね。 

ただ、徘徊という言葉は議論があるようで、一人歩きという言葉を使うところもあるようで

す。東村山市では徘徊という言葉を使っているのでしょうか。 

  

○事務局 

使っています。 

 

○委員 

徘徊の方が分かりやすいと思いますが、どのような表現をすれば良いのか。今、過渡期にあ

るということでしょうか。 

 

○事務局 

徘徊という言葉にはインパクトがあります。 

認知症サポーター養成講座や徘徊模擬訓練を行う際、認知症役のかたには、「徘徊中」とい

うビブスを付けて参加していただきます。市民がそれ見て何をしているのだろうと、興味をも

つことも期待してアピールをしておりますが、今後検討すべき課題の一つと考えています。 
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○委員長 

段々広がっていくと良いですね。 

 

○委員 

徘徊という言葉について、意味のない歩き、無目的なという定義を以前はしておりました。

しかし、本人には目的があるということで、徘徊という言葉は正しくないのではないかと言わ

れてきております。それは一つとても重要な指摘だと思います。 

もう一点、顔写真をメールで配信することについて、本人の人権をどのように考えるか、こ

ちらも課題と考えます。家族の了解を得られれば、どのような情報を流しても良いのか。外国

では判断が異なると思います。本人の顔写真等をメールで配信するということについて、どの

程度議論が進んでいるのか課題ではないでしょうか。日本の中でも、認知症のかたの列車事故

が起きた頃から、ようやく議論が始まりましたが、そのあたりの観点が少し欠けているのでは

ないかと思います。 

私たちは日頃、精神科の病院ですので、暴れるかたを拘束するなど、ハードなことを行って

おります。強制的なことを行う際には必ず、法的なことをご家族やご本人に伝えなければ、法

律違反になってしまいますので、少し違和感を覚えております。 

 

○委員長 

 以上で議事は全て終了しました。 

 他に何かご意見ございますか。 

 

○委員 

先に話題に上った、入院時地域情報連携シートについて。 

入院時地域情報連携シートを病院に依頼する際の窓口を明確化することと、病院の中での、

入院時地域情報連携シート活用方法の二点が課題ではないかと感じています。 

 

○委員 

我が施設では、徘徊という言葉は３０年ほど前から使用していません。 

救急隊との連携も大切と感じています。 
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○委員 

 通所リハビリ施設等では、利用者の健康を維持するために、長期で通われるほうが良いので

はと思うことがあります。介護保険制度の中では、例えば通所リハビリ施設を卒業し、デイサ

ービスも卒業することが目標に掲げられていますが、健康を維持するという意味で少し違うの

ではないかと思いながら仕事をしています。 

 

○委員長 

 様々なご意見ありがとうございました。 

以上で本日の会議を終了いたします。 

 

５．閉会 

 


