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会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 挨拶 

3. 議題 

(1) 医療・介護サービス資源として不足しているものや医療・介護の連携

に関わる課題の洗い出し 

(2) 医療・介護の連携に関わる課題の対応策と医療・介護の連携の仕組み

づくりについて検討 

○情報共有支援について 

○病診連携について 

○医療同意について 

○在宅医療・介護連携の支援窓口の設置について 

○２４時間３６５日の在宅医療・介護サービスの提供体制の構築につ

いて 

(3) 認知症ケアパス（案）について 

(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) その他 

4. 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 ０４２－３９４－７３９９ 



会  議  経  過  

１．開会 

 

２．挨拶 

 

○事務局 

本年度４回目の委員会でして、年度内最後になります。これまでご議論いただきました

様々な検討課題について、一定の方向性を示していきたいと考えておりますのでご意見、

ご提案のほどよろしくお願いいたします。 

 

（傍聴許可：４名入室） 

 

３．議題 

（１）医療・介護サービス資源として不足しているものや医療・介護の連携に関わる課題

の洗い出し 

  

○委員長 

 議事に入りたいと思います。事務局より説明をお願いします。 

 

～事務局より資料１に沿って説明～ 

 

（２）医療・介護の連携に関わる課題の対応策と医療・介護の連携の仕組みづくりについ

て検討 

○情報共有支援について 

 

○委員長 

情報共有支援について、これまでに上がった課題や対応策について事務局より説明をお

願いします。 

 

～事務局より情報共有支援について資料１に沿って説明～ 

 

○委員長 

こちらの項目について、対応策など、さらにご意見はございますか？ 

 

○委員 

 在宅で訪問診療や訪問看護を受けて、医療関係者や介護関係者が一人の利用者さんに関

わる場合、情報共有のツールや方法はどのようにしているのかを改めて確認させていただ

きたいと思います。 

 

○委員 

 ご家族がいる場合は家族を通すことが第一になります。その他の場合にはノートに書き

込んだり、緊急度に応じ電話やファックスで情報を流したり、ケアマネジャーに情報を介

してそれを周知してもらう方法が一般的です。 



 

○委員 

それは口頭ですか？ 

 

○委員 

そうですね。現状ではそういった形が多くなっています。 

 

○委員 

 漏れが起きる可能性、危険性はありますよね？ 

 

○委員 

あります。電話で伝えていたとしても受け取り方によっては、うまく伝わらないことも

あります。問題の大きさによっては文書で送ることもあります。 

 

○委員 

 北多摩医師会で「いきいきノート」というものが作られました。なかなか普及しなかっ

たようですが、国立市ではそれをＩＣＴのソフトにして徐々に使い始めています。介護職

の方に聞きたいのですが、多職種の専門職が関わっている場合の漏れのない連絡方法はど

のようにすれば良いのでしょうか？ 

 

○委員 

 電話でも文書でも相手の受け取り方によっては、こちらの意図していることとは異なっ

たことが伝わる場合もあります。口頭だけ、文書だけというのではなく両方流しているケ

ースの方が多いと思います。 

 

○委員長 

 東村山市医師会でも試験的にＩＣＴを導入していますが、いかがでしょうか？ 

 

○委員 

 使用してみて、非常に有用だと感じております。発信すると周りの人が反応してすぐに

わかるようになっています。ただ、ヘルパー一人ひとりまでは行き渡らないです。今の所

は全てのヘルパーに参加を呼び掛けてはいませんので、ケアマネジャー等に個々に伝えて

いただくという所です。また、薬剤師や歯科医師でも全員が使いこなせている状況ではな

いですが、尐しずつ人を増やしていくことにより、現状より使いやすくなっていくのでは

ないかと思います。 

 

○委員 

 一番変化に気付く機会が多いのはヘルパーですよね。気付いた場合にケアマネジャーを

通して連絡を取るのは当然ですが、直接医療関係者に連絡取るという仕組みにすれば漏れ

もなくなるのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

○委員 

 直接連絡を取るというのはどういうことを意味していますか？ 



 

○委員 

 一番良いのはＩＣＴですよね。ただ、連絡ノートでも良いと思います。 

 

○委員 

ノートに関しましては、往診の医師が記入されるということは殆どなく、難しい点であ

ります。変化に気付いた時には看護師とケアマネジャーの両方に連絡を取るようにしてお

りますが、医師に直接ということは現状では行われておりません。 

 

○委員長 

 私も訪問した際には、ノートを読みはしますが何か書き加えたりということは殆どして

ないですね。ただ、見てない訳ではないです。今後ＩＣＴを含めて相互の情報共有を進め

ていかなくてはならないので、どのようにすることが皆さんにとって一番良いのかという

ことを、意見を交わしながら探っていくことが重要だと思います。 

 

○病診連携について 

 

～事務局より資料１に沿って説明～ 

 

○委員長 

 １つ質問ですが、現状と課題の項目で、「医療ソーシャルワーカーをすりぬけてしまう

ケースがあり」とありますが、これは病院内の問題ではないですか？情報共有シートがあ

ったから解決するとは言い難いのではないですか？ 

 

 

○事務局 

 そうですね。シートの有る無しもそうですが、すぐに連携が取れるような顔の見える関

係づくりが重要だと思います。 

 

○委員長 

 情報共有シートがあるとどのような効果が見込めますか？ 

 

○委員 

 便利だと感じる点は、病院から指示を受けて地域包括支援センターに来た方が、どのよ

うな支持を受けて来たのかがわかる点です。 

 

○委員長 

 情報共有シートは、患者さんがご家族に渡しておくものですか？ 

 

○委員 

 患者の家族に渡しておくのも１つだと思います。予めＦＡＸ等で病院から地域包括支援

センターに知らせておくのも良いと思います。 

 



○委員長 

対応策でも述べられていますが、この問題については２次医療圏で考えていく必要があ

り、保健所との連携が重要になってくると思います。 

  

○委員 

 前回から伺っておりまして、病院からの退院支援、退院後のケアプランについての意識

が薄いのではないかと感じます。在宅医療のかかりつけ医を退院後に自ら探すことは理想

的ではないので、退院時にどのようなケアプランでどういった在宅医療の確保をしていく

か、ということをどこまですり合わせができているかが重要です。それを全て病院や地域

包括支援センターの責任にするのは酷だと思いますが、両者がすり合わせていく他ないの

で、ガイドラインの様なものを作り利用者に負担をかけないようにしていくには、どうす

れば良いかをもう尐し考えていただければと思います。 

 

○委員 

 東村山市内の病院と地域包括支援センターはできていると思いますが、どのような点で

そうお考えですか？ 

 

○委員 

退院時のケアプラン作りと在宅医療の必要な時の確保です。 

 

○委員 

東村山市の病院に関しては医療ソーシャルワーカーから地域包括支援センターに連絡

がいき、そこから更に必要とするケアマネジャーに連絡がいきます。往診や訪問看護は家

族と相談しながら決めています。介護に関しては、議論して検討してくださいといった依

頼がきますので退院前に集まって話し合います。 

 

○委員 

 できているということですね。では、問題は市外でのすり合わせがどこまでできている

かということですね。 

 

○委員 

 そうですね。大抵、話の食い違いや情報の漏れが起こるのは市外です。 

 

○委員 

 その問題を解決するにはどうすればいいでしょうか？ 

 

○委員 

一部市外の病院では、事前に決まっていることは予め連絡をしてもらうようにお願いを

したり、ご家族でないと話せない場合もあるので情報提供してくださいとお願いする場合

もあります。 

 

○委員長 

日本全国で統一されたフォーマットがある訳ではないので、全てが理想通りとはいかな



いですね。他にどうですか？ 

 

○委員 

一部の病院では、入院した時から退院支援は始まります。まず、スクリーニングにかけ

られてどのような状況か把握します。退院支援ナースが週に一度病棟に行き、退院支援カ

ンファレンスを行うようです。最近の印象では、退院する時に在宅医や往診医がいなくて

困るといったケースは殆どないようです。ただ、小さい病院等ではしっかりとした体制が

整わずうまくいかないケースが出てくるのかもしれません。 

 

○医療同意について 

 

～事務局より資料１に沿って説明～ 

 

○委員長 

 何かご意見ご質問ありますか？ 

 

○委員 

共通認識とはどういったことですか？ 

 

○事務局 

医療同意に関してはケースバイケースであることが多いですが、多くの事例を積み重ね

ていくことで生まれてくる共通の考え方や認識のことです。国から一定の方向性が示され

ればいいのですが、現在は事例を積み重ねて医療側と介護側の認識を深めていくというこ

とが必要であると考えております。 

 

○委員長 

先日も、医療同意については簡単には結論を出すことができない問題であるという議論

がされました。患者さんにとって１番良い決断はどのような決断なのか、その決断を誰が

下すのかということが問題になると思います。共通認識に関しては、こういう場合はこう

すると良い、といったことを話し合いを重ねていく中で形成されていくのではないかと考

えております。 

 

○委員 

話し合いをすれば、スムーズにいく問題とは言い難いと思います。現段階で、法律と現

実のギャップがあって更に広がりつつあります。つまり、医療同意をする根拠は誰もない

のです。成年後見人に医療同意を認めさせるといった法律改正にも４、５年はかかります。

ですから、話し合いというよりもスーパーバイズ的な相談窓口のようなものがあれば良い

のです。今すぐにどうするという答えはでませんが。しかし、プロセスは大事ですから、

できるだけ異論のないような手立てを尽くすことができるのかということです。そのよう

なアドバイスができる弁護士に市が委嘱して、法律判断を仰ぐことが必要ではないでしょ

うか。そうでないと医療同意の仕組みについては現実に違法がまかり通っている訳です。

病院や医師は勝手な判断はできませんし、かといってケアマネジャーが代わりに医療同意

にサインすればいいということでもありません。法律的な根拠は何もないですから。繰り



返しになりますが、どなたか相談できる人が必要ではないでしょうか？医師会で受け皿に

なって答えを出すことはできないでしょうか？ 

 

○委員長 

難しいですね。最も優先すべきなのは本人の意思で次に家族の意思ですので、病院や医

師が決めることではありません。医療的な部分での同意や判断に関して医師の意見を述べ

ることはできても、手術を強制するようなことはありません。 

 

○委員 

いくら医師が根拠を持って言われたとしても判断のつかないケースが現実にある訳で

す。身寄りのない認知症の方が典型的な例です。 

 

○委員長 

そうですね。話し合いでは解決できないことかもしれません。しかし、誰にも決めるこ

とのできない問題なので、どうすることが一番患者さんのためになるのかを事例を出し合

って考え方を煮詰めていくしか現時点では方法はないと思います。国がはっきりとしたガ

イドラインを定めるのであれば、それに沿ってやることができますが、それがない以上は

本人の同意のないまま判断していくと法律に触れて最悪の場合は罰せられることになって

しまいます。すると誰も同意せず、時間だけが過ぎてしまいます。これは、誰にも結論を

出すことができない問題ですので、ケースバイケースでその時々の最良の判断を出してく

しかないのではないでしょうか。 

 

○委員 

特別養護老人ホームでは入所する際に本人や家族に延命についても確認します。しかし、

高齢者の場合は様態が急変した時や、家族の中に反対意見の人がいたりすると結局一から

確認をしなおします。本人が元気なうちに意思の確認をしておくことが理想ですが難しい

現状で、そうなってしまってからですと誰が決定するのか答えを出すことが非常に難しく

なります。一人ひとりについて個別に話し合っていくことが重要ではないでしょうか。 

 

○委員長 

個々のケースで背景が違い、すぐに結論の出る問題ではないので、地域ケア会議や事例

検討などを重ねて関係者がある程度の共通認識を持てるようにしていく必要があると思い

ます。 

 

○在宅医療・介護連携の支援窓口の設置について 

 

～事務局より資料１に沿って説明～ 

 

○委員長 

この項目についてはこれまであまり検討されていないですが、どのような相談が誰から

持ち込まれることが考えられるのか、どこに窓口を設置したら活用されるのかなどご意見

をいただければと思います。 

 



○委員 

 介護職や福祉職のケアマネジャーが殆どですので地域包括支援センターに設置していた

だけると良いのではないかと思います。 

 

○委員 

地域包括支援センターの職員も医療の知識を同じレベルで共有できるようになっておか

ないと、相談を受けるということは難しいと感じます。 

 

○委員 

患者がどういう病状でどういう状態かといことを確認するのですが、ケアマネジャーは

それに対してうまく説明できないことがあります。病名すらも曖昧な知識の中で、病状を

説明することは難しく、こちらから質問をしても結果として答えることができないという

状況に陥りがちです。ケアマネジャーの実情を知りながら、医療に関する知識を持ち合わ

せるということは、難しい部分が多いのではないかと感じております。 

 

○委員 

地域包括支援センターができた時から、業務の柱の一つとして医療と介護の連携が掲げ

られてきました。ですから、医療と介護の連携の役割は、現在も地域包括支援センターに

あると考えられます。ただ、多くの業務に追われているのも事実です。その様な中で、画

期的な実績を上げているのが「暮らしの保健室」です。医療介護の連携も含めた在宅での

ケア相談を幅広く担っていて、非常に大きな実績を上げています。そういったことを考慮

すると、医療的知識がある訪問看護師が窓口になるのが良いのではないかと考えておりま

す。東村山市においても、その様な医療と介護における何でも相談窓口を是非設けていた

だきたいと考えております。 

 

○委員 

今話し合っている窓口というのは、厚生労働省が思い描いているものとは異なるのでし

ょうか？ 

 

○委員 

いいえ。 

 

○委員 

限りなく近いということですね。ある地域では医師会主導でその様な窓口を設置してい

るということが読み取れます。在宅で療養者を支えるというのは、まず医療がないと患者

も不安でしょうし、医療職が中心的な役割となってサポートしていくと市民も安心できる

と思います。退院してすぐに不安を感じるのは医療だと思いますので流れとしては医師会

主導が良いのではないかと考えております。 

 

○委員長 

設置場所に関していくつか意見がありましたが、どこに設置するにしても市民の使いや

すい場所が１つのポイントになると思います。例えば、地域包括支援センターに設置する

にしても、医師を紹介するには医師会に連絡がきて検討したりするわけで、設置した所以



外は何もしないということではなく、あらゆる部署が連携していかなくてはならないので

すが、その最初の窓口をどこに設置するかということですね。 

 

○２４時間３６５日の在宅医療・介護サービスの提供体制の構築について 

 

～事務局より資料１に沿って説明～ 

 

○事務局 

当市では、昭和４６年に全国で初めて寝たきりの訪問看護事業が始まりました。それに

は、行政、医師会、そして東京白十字病院が三位一体となって進みだしました。３つのう

ちどれか１つでも欠けていたら、全国初の取り組みは踏み出すことができなかったであろ

うと認識しております。東村山市では、訪問看護が古くから根付いておりまして事業所も

多く充実しています。また、他市では導入されていない定期巡回・随時対応型訪問介護・

看護が導入されております。このような東村山市の特徴を生かした体制の構築を進めてい

きたいと考えております。具体的に申し上げますと、医師と訪問看護、ケアマネ等の介護

職と訪問看護の連携・ネットワークを強化することで、医師が１人で在宅診療に携わって

いても、２４時間３６５日体制が取れるように構築を進めていきたいと考えております。 

 

○委員長 

東村山市の定期巡回・随時対応型訪問介護・看護とありましたが、何かございますか？ 

 

○委員 

基本的にはヘルパーが訪問します。場合によっては看護師も一緒に訪問することも制度

上は可能です。制度ができて１年程立ちますが、ヘルパーが手に負えなくなって看護を呼

んだケースは今の所ありません。随時対応型に関しては、コールボタンが設置してあり押

すと事業所と直接話すことができるようになっております。転んで怪我をしてしまった、

失禁してしまって家族の手に負えないといった時等に呼ばれ、利用者によって頻度が大き

く異なってくるようです。 

 

○委員長 

 現在は何例ぐらいありますか？ 

 

○委員 

 １５例程です。 

 

○委員長 

費用はどのようになっていますか？ 

 

○委員 

介護度によって異なります。 

 

○事務局 

夜も巡回されているのですか？ 



 

○委員 

はい。定期的に薬を服用する必要性がある方には有意義に活用されています。 

 

○委員 

ピーク時に需要に耐えられるだけの医師がいるのでしょうか？またどのくらい必要にな

るのかという指標はあるのでしょうか？ 

 

○事務局 

地域医療構想の中で在宅医療がどのくらい必要かということは、二次医療圏の話になり

ますので東村山市のみの数値は出ておりません。 

 

○委員 

推計が可能と考えられるのは、７５歳以上の後期高齢者になると医療依存度が跳ね上が

りますので、その人口がどれだけ増えてくるのかということを考えればある程度推計でき

るのではないでしょうか。病院や特別養護老人ホームはこれから削られていくことを踏ま

えると、在宅医療の依存度は増えていくと予想することができます。 

 

○事務局 

国の方針が施設から在宅へとなっていますので、施設ではベッド数等も減らされている

ような状況です。介護はそれに追いついていかなくてはならないので、先程の訪問看護ス

テーションや定期巡回などに重点を置いていきたい。 

 

○委員長 

無いものねだりするよりは、今あるもので一番いい方法を考えていく必要があります。

医師会には在宅、訪問診療を充実させてほしいという意見がありますので、私達としても

定期的な取組を進めております。今年度につきましては、在宅医療推進委員会を３回開き

ました。中身に関しましてはアンケートの実施、在宅訪問医療の研修会の実施をしており

ます。多職種連携の知識とシステムといったことについて学び、同時に顔の見える関係づ

くりに努めております。ただ、医師会員に訪問診療を強制することはできないので、興味

を持っていただいた医師に参加していただいている状況です。徐々にではありますが訪問

診療に関わる医師が増えてきています。２０２５年までに需要に足りる体制を構築できる

ようにしていきたいと考えております。 

 

（３）認知症ケアパス（案）について 

 

～事務局より資料２に沿って説明～ 

 

○委員 

こちらはわかりやすくできていますが、欲を言うと夜間の相談窓口について詳しく記載

してくださるとより良いと思います。 

 

 



○委員 

最近ではＭＣＩ、軽度認知障害についても知られるようになってきて、いかに軽度の状

態で発見し治療していけるかが重要です。認知症と早期発見はセットで考えていく必要が

あると思います。 

 

○委員長 

今の話で、認知症の症状として一般的に知られている物忘れ等が見られるようになった

時には末期である可能性が高いので、早期発見をし、治療をしていく必要があります。で

すから、認知症になった時の症状を記載するのはいいのですが、その症状が出てからでは

遅いといった説明の図を入れていただけるとより良いのではないかと思います。 

 

（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 

 

○委員長 

 何かご意見ございますか？ 

 

○委員 

 認知症の疑いのある方で、家族に促されても受診しない方や、市の窓口に相談に来た方

がスムーズに対応できるような相談の流れをつくっていければと思います。一歩踏み出す

ことのできない利用者のために、顔見知りになるところからのサービスをしていけたら良

いと考えております。 

 

○委員長 

認知症の進行した患者は、サービスの導入が難しいとは思いますが次回以降も検討して

きたいと思います。 

 

（５）その他 

 

～事務局より平成２８年度の医療・介護連携推進委員会の予定について説明～ 

 

４．閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


