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会  議  経  過  

１．開会 

 

２．挨拶 

 

本日は第２回目の委員会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

今年度も早いもので既に下半期に入っており、現在、市では平成３０年度当初予算編成に 

向けて作業中でございます。 

さて、当委員会の皆様にご議論いただいております在宅医療連携推進事業につきましては、 

三師会や地域包括支援センター等の関係機関のご協力のもと、次年度の予算を待たずに、先の

９月補正予算で、今年度の新規事業として認められ、予算を確保することができました。予算

規模としては決して大きな金額ではありませんが、来月１１月から各地域包括支援センターに

設置予定の在宅療養支援窓口での在宅医療に関する相談助言の仕組みが、一歩前進することに

なるものと認識しているところでございます。あらためて、委員の皆様にお礼申し上げます。 

簡単な挨拶で恐縮ですが、本日も引き続き、当市の医療・介護連携の推進のために、ご意見、

ご議論をいただけますよう、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 

 ○在宅療養支援窓口の設置について 資料１  

 

○委員長 

それでは、議事に入ります。まず、在宅療養支援窓口の設置について事務局より説明を   

お願いします。 

 

○事務局 

資料１をご覧ください。先程、挨拶の中で説明がありましたように、在宅医療連携推進事業

の予算確保が実現できました。平成２９年１１月から５ヶ所の地域型地域包括支援センターへ

在宅療養支援窓口を設置することを明確にしたうえで、三師会には５ヶ所の在宅療養支援窓口

を担当していただく助言担当医、助言担当歯科医、助言担当薬剤師を決めていただき、在宅  

療養支援窓口からの医療的な相談に対応していただく予定です。 

なお、歯科医師会については、平成１６年度から歯科医療連携推進事業として、在宅歯科  

診療医の紹介、コーディネート等を含めた事業を先行して実施していただいていますので、 

平成３０年４月から新たに在宅医療連携推進事業として、引き続き歯科に関する連携推進事業

をお願いする予定です。 

在宅療養支援窓口の相談の流れとしては、まず、医療・介護関係者からの相談を、本人・   

家族からの相談も含め、地域包括支援センターが在宅療養支援窓口として受けます。在宅療養

支援窓口は、本人・家族が地域で安心して療養生活が送れるようになるまで、医療・介護関係

者と一緒に継続的にサポートします。主に、病院からの退院支援や、在宅診療医等の紹介、  

在宅療養資源の紹介・利用支援等を行います。サポートは、助言担当医、助言担当歯科医、   

助言担当薬剤師や基幹型地域包括支援センター、市と連携をして行います。 

在宅療養支援窓口には、医療職として保健師または看護師が配置されていますが、医療的な

診立てや判断が在宅療養支援窓口だけでは難しく、かかりつけ医がいない場合に、助言担当医



等に相談することになります。助言担当医等は、在宅療養支援窓口からの相談に対応して  

いただくことを基本とし、ご本人に直接会わないと診立てや判断ができない場合には、必要に

応じて面接又は訪問で対応していただく流れを考えています。 

 在宅療養支援窓口に入る相談の中には、高齢者だけではなく、一緒に生活している家族に 

障害や疾病がある等、家族への支援も一緒に行う必要があるケースが想定されます。その場合

には、高齢介護課・健康増進課の保健師や基幹型地域包括支援センターが在宅療養支援窓口を 

バックアップし、障害支援課など市の他の所管や、るーと（障害者の相談支援機関）などの  

関係機関と連携してサポートしていきます。 

 また、基幹型地域包括支援センターには、５ヶ所の在宅療養支援窓口を統括、バックアップ

し、地域の医療・介護関係者の連携支援等を行う在宅医療コーディネーターを平成３０年４月

から配置する予定です。 

 

○委員長、 

在宅療養支援窓口の相談の流れについて、ご質問やご意見はありますか。 

 

○委員 

 このフローチャートでは、在宅療養支援窓口が在宅診療医等の紹介をすることになっている

が、現在、歯科医療連携推進事業では、健康増進課と歯科医師会の事務局が窓口として依頼を

受け、担当の歯科医が在宅診療歯科医の紹介を行っている。在宅医療連携推進事業に移行した

場合、在宅療養支援窓口が紹介をしてくれるので、助言担当歯科医は在宅療養支援窓口からの

相談を受けるだけでよいのか。 

 

○事務局 

 まず、医療・介護関係者や本人・家族からの相談を在宅療養支援窓口が受け、在宅診療医等

を紹介して欲しいという相談になった場合で、在宅療養支援窓口で紹介先が見つからない時

に、助言担当医等に相談して、在宅診療医等を紹介していただくことになります。 

  

○委員 

 歯科医の場合、口腔機能や嚥下機能の診立てが必要なケースのほとんどが訪問しないと  

わからない場合が多いので、助言だけでは足りないと思いますし、訪問する回数は確実に増え

ると思います。 

 診立てとしては、月どのくらいの件数になると見込んでいるのでしょうか。 

 

○事務局 

 現在、歯科医療連携推進事業では、年間１５～２０件の在宅歯科診療医を紹介していただい

ていますが、ケアマネジャー等に再度ＰＲをしていきますので、相談件数が２～３倍に増えた

として、年間４０～６０件となります。年間６０件と見込むと、５人の助言担当歯科医１人に

つき月１件、在宅診療歯科医の紹介をしていただくことを想定しています。 

 

○委員 

 件数については、事業がうまく機能するかによると思います。事業が浸透していけば、もと

もと利用ニーズのあることなので、利用するかたが増えてくる可能性があるのではないかと 

思います。増えてきた時に、受け皿が機能できるかどうか、それに対応できる体制がとれるか



が問題ではないでしょうか。 

 歯科医師会では体制ができつつあることがわかりましたが、医師会では体制がとれるので 

しょうか。かかりつけ医を持たないかたからの相談が入る可能性が大きい訳ですが、在宅診療

医が多くはない中で、在宅医療を行ってくれる医師を紹介できる体制がとれるのでしょうか。 

 

○委員長 

 どういうケースが相談対象になって、何件くらい相談があるのか、在宅診療医がどれくらい

受けられるのか等、実際に動いてみないとわからないというのが、正直なところです。 

 市内で在宅診療医が不足するということは、今の段階ではないと思います。在宅診療が浸透

してきて、希望するかたが増えてくると、今の医師会のキャパシティでは足りなくなることも

予想されます。それに関しては、今は在宅医療が必要とされているから、できないと言って  

いる場合ではない等、医師会員に何度も呼びかけてはきています。できるだけ、在宅医療を  

やっていただける先生を増やす方向で、呼びかけ続け、市内の在宅診療に過不足のない人員を

何とか確保していきたいと思っています。 

 

○委員 

 今の段階では在宅診療医が足りていないということはなく、病院から退院する時も、市内の

医療機関だけではないですが、依頼すれば速やかに在宅診療医が決まっていく状態です。 

今後、在宅の患者さんが増えていくかもしれませんが、必ずしも全員が、訪問診療が必要な

患者さんと限りません。在宅療養支援窓口でワンクッション置いていただいて、助言担当医と

話し合いながら、受診できる人は受診していただく等の見極めをする等して、皆のレベルアッ

プができたらと思っています。 

 

○委員 

 歯科医師会でも、話をきいてみると、実際にはクリニックまで来られるかたが非常に多い 

です。在宅療養支援窓口で話をきいていただければ、歯科医師の負担が少なかった場合もあっ

たのではないかと思います。嚥下機能・口腔機能の診立ては実際に訪問しないとわからない 

ことが多いですが、歯科医師会も、訪問診療していただける先生がすごく沢山いるわけでは 

ないので、これからは、在宅療養支援窓口の機能が非常に大事になってくると思います。 

 

○委員長 

 今まで、歯科医師会で行ってきた歯科医療連携推進事業で在宅診療医の紹介を行ってきた 

対象者と、今回の在宅療養支援窓口から紹介を依頼される対象者は、違うのではないかと  

イメージしています。在宅療養支援窓口から紹介を依頼されるケースは単純に紹介するだけ 

では終わらない、助言担当歯科医と相談しながらでないと在宅診療医を決められないような 

困難ケースではないかと思いますがどうでしょうか。全部のケースについて在宅療養支援窓口

を通すのはなく、今までみたいなケースは歯科医師会に依頼して、困難ケースは在宅療養支援

窓口を通して助言担当医と相談してかかりつけ歯科医を決めていくのでしょうか。 

 

○事務局 

 委員長のおっしゃる通り、例えは摂食嚥下困難があって、助言担当医と助言歯科医両方に 

相談をかける必要があるような困難ケースについても想定はしていますが、今までの歯科医療

連携推進事業を引き継ぐ形で、単純に在宅診療歯科医を紹介するケースについても、在宅療養



支援窓口を通すことになります。 

 

○委員長 

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、１１月から開始されるという

ことなので、年度末のこの委員会で、開始後の状況や実績などを報告していただきたいと思い

ます。 

 

○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 資料２～４ 

 

○委員長 

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、事務局より説明をお願い  

します。 

 

○事務局 

 資料３をご覧ください。平成２８年１２月から翌年１月にかけて、市内の医師会会員である

７８医療機関を対象に実施した「在宅医療及び医療・介護連携に関するアンケート」の結果に   

ついてご説明します。このアンケートでは、具体的な医師と介護関係者との連携方法や医療・

介護の連携の課題等について調査しました。  

問２では、これまでの検討の中で、ケアマネジャー等の介護関係者が医師と連絡をとること

にハードルがあるという話がありましたので、医療機関に問合せや相談をしたい時、どのよう

な方法で相談したらよいかということを聞いています。回答では「電話」が一番多く、次いで

「同行受診」となっています。病院では「医療ソーシャルワーカーを通じて」が多くなってい

ます。 

 問２で得られた情報については、問１の医療機関の基本情報と一緒に取りまとめて医療・ 

介護関係者に周知していく予定です。 

 問３では、在宅医療を行っているかを聞いています。在宅療養支援診療所が３件、近隣市も

含め遠近問わず行っている医療機関が２件、市内なら遠近問わず行っている医療機関が３件、

比較的近くなら行っているが３件、かかりつけの患者のみ行っているが１１件となって   

います。在宅医療を行っている医療機関は全部で２２件という結果になりました。平成２６年

度に医師会が行った調査では、１５件だったので、少しずつ在宅医療を実施している医療機関

が増えてきている状況にあります。また、このアンケート実施後に南部地域に１件、在宅療養

支援診療所ができました。 

 問４では在宅医療を行っている医師数等を聞いており、平均１．４人の医師数で、複数の  

医師が在宅医療を行っている医療機関は在宅支援診療所と病院のみでした。 

 問７は在宅医療を行っている医療機関に、在宅診療を行っていて困っていることをお聞き 

していて、緊急時の対応等があがっています。 

 問８、問９では全ての医療機関に、介護関係者との連携で困っていることはあるかと医療と

介護の連携の推進のために市に対してどのようなことを望むかを聞いています。情報共有支援

や研修・地域ケア会議等の実施についての要望が多くありました。 

 以上がアンケート結果の説明となります。 

 続いて、資料２をご覧ください。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、これまで委員会で検討してきた内容をまとめたものです。資料２をたたき台にして、

さらにご意見やご提案などをいただければと思います。 



 まず、現状としては、東村山市では訪問看護が古くから根付いていて、訪問看護を提供して

いる事業所も多くあり充実しています。訪問看護ステーションは１５ヶ所あり、医師との連携

もとれていて、１ヶ所を除いて、２４時間体制をとっています。さらに、定期巡回・随時対応

型訪問介護・看護が導入されていて、２４時間体制のサービスが提供されています。看護小規

模多機能型居宅介護も２ヶ所あり、訪問看護ステーションとあわせると訪問看護を提供する 

事業所が１７ヶ所あるということになります。 

 しかし、課題として、定期巡回・随時対応型訪問介護・看護と看護小規模多機能型居宅介護

については十分に周知・活用が図れているわけではないことがあげられます。 

また、在宅療養支援診療所４ヶ所、在宅医療を行っている医療機関が１９ヶ所、計２３ヶ所

あり、少しずつ増えている状況にありますが、在宅療養支援診療所や病院以外は、訪問診療に

対応している医師が医療機関に 1名しかいないところが多く、緊急時の対応が難しいことや、 

訪問診療を行っている医師が、必ずしも訪問看護を活用できているわけではないこと、医師と

ケアマネジャーや訪問看護師等の顔の見える関係が、十分に構築できているわけではないこと

などが課題としてあげられます。 

 病診連携については、委員会の検討の中では、比較的連携がとれているとのことでしたが、

アンケートの中では、急変時やレスパイト等の場合の入院・入所先の確保が困難な場合もある

ということがあげられていました。 

 これまで、委員会で出され方向性としては、訪問看護の活用と訪問看護師と在宅診療医との

連携を進める。ということがあります。 

訪問看護の活用を進めるための具体策として、多職種連携研修等でケアマネジャーや在宅 

診療医等の医療・介護関係者にＰＲする。在宅医療・看取り等について、説明会等で市民に  

ＰＲする。今回のアンケートの情報も含め、医療・介護両方の情報をまとめ、医療・介護関係

者で共有する。等があげられます。 

資料４をご覧ください。ＰＲの第１弾として、看取りをテーマに講義・グループワークと  

訪問看護等の活用のＰＲを行う予定ですが、こういった内容の研修等を繰り返し行って   

いきたいと考えています。 

訪問看護師と在宅診療医との連携を進めるためには、具体策として、多職種連携研修や地域

ケア会議等を恒常的に行い、顔の見える関係づくりを進める。ＩＣＴの活用を進める。在宅  

療養支援窓口及び助言担当医・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する。等があげられます。 

 また、病診連携については、情報共有シートや後方支援病院等について、委員会で検討を  

継続することがあげられます。 

 平成２８年度に検証した「入院時地域情報連携シート」を、保健所が中心となり修正し、  

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の使用が開始される予定です。 

 

○委員長  

 事務局からの報告について、ご質問やご意見はありますか。 

 

○委員 

 アンケート結果やこの委員会で出された方向性や課題を含め、できるだけ市民への広報を 

して欲しいと思います。アンケートの中でも在宅医療について公表してかまわないと言って 

いる医療機関が１１ヶ所あるので、医科・歯科・薬局含め、是非公表してください。 



 訪問看護ステーションについては、市民が事業所を選択することはあまりなく、医療機関と

セットで導入されたり、ケアマネジャーから紹介されて利用することが多いと思います。  

そういう意味では、医師と訪問看護師等で、お互いの特性等を周知することが重要であると 

思います。訪問看護ステーションと医療機関との間で、顔の見える関係づくりの恒常的な検討

会を作って、訪問看護ステーションの強みなどを知ってもらい、連携、活用が図れるようにし

てはどうでしょうか。 

 

○委員 

 ご指摘のとおり、どこの訪問看護ステーションを使うかは、基本的には本人・家族の希望が

第一にはなりますが、その時に本人・家族は訪問看護ステーションのことをあまり知らないの

で、ケアマネジャーが紹介することが圧倒的に多いと思います。ケアマネジャーの事業所も 

市内にかなりの数がありますので、逆に各訪問看護ステーションがケアマネジャーのことを 

知っているかというと、それも難しいところがあります。主治医と訪問看護師の関係という 

ことになると、訪問看護を行う際には、訪問看護指示書が必要となりますので、指示書を更新

する時に、主治医のところに看護師が指示書を持って行って、主治医の先生が出てきてくださ

るところは少ないですが、事務のかたとは必ず面識を持つようにしています。 

 

○委員 

 私は訪問診療をずっとやっているので、訪問看護師との連携はできていると思いますが、 

そうでない先生も多いとは思いますので、連携を進めなくてはいけないと思います。 

 

○委員 

 ケアマネジャーが効果的に訪問看護や医療を入れることができず、ここで訪問看護の目を入

れたほうが良いと思う時に、うまく訪問看護につなげることができず、医療のほうが後手に 

なって、地域包括支援センターに困難ケースとして相談に上がってくることあるので、ケア 

プラン点検等で、ここで訪問看護を導入したほうが良かったのではないか等のアドバイスをす

ることができていけば良いと思います。 

 それぞれが忙しい中でも、定期的に顔を合わせて、事業者連絡会等で顔の見える関係づくり

を年１、２回でもできれば一番良いのではないかと思います。どういう内容であれば、皆さん

が集まっていただけるか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

○委員 

 事業者連絡会の中で、精神科に強いとか、がんの対応に強い等、訪問看護ステーションの  

特徴を説明していただく交流会を何回かしていただいたことがあります。また、市内の訪問 

看護ステーションの特徴を載せたパンフレットがあるので、普段はそのパンフレットを見て 

訪問看護ステーションを選んでいます。訪問看護ステーションの特徴がわかると、確かに選び

やすいと思います。 

 

○委員長 

 そういう情報を、お互いに顔を合わせて浸透させていくのも一つの方法であるし、市の方で

訪問看護ステーションの特徴等の情報を開示するという方法も、どちらも大事ではないかと思

います。 

 



○委員 

 医師の方から訪問看護を依頼することはありますか。 

 

○委員長 

 あります。ケアマネジャーと相談していて、そろそろ訪問看護師を入れたほうが良いと  

なった時に、ケアマネジャーからどこの訪問看護ステーションがいいですかと聞かれることが

あります。顔の見える関係ができていて、連携しやすい訪問看護ステーションはあります。そ

ういう関係は、長い間の訪問診療の中で築かれてくるものではありますが、情報が発信されて、

皆が色々な情報を知っているほうが、最適な選択ができるのではないかと思います。 

 

○委員長 

 ヘルパーステーションはどのように選択されますか。 

 

○委員 

 ヘルパーステーションは、ケアマネジャーが選ぶことが多いです。利用者が市役所から情報

をもらって選んだり、近所の方からの情報で選んだりすることも多いです。 

 

○委員長 

 医療機関からの依頼はほとんどないですか。 

 

○委員 

 まずないです。ここでは、医師と看護師の連携という形で載っていますが、逆にヘルパー側

からみると、看取りをやるにあたってのヘルパーの役割、医師や訪問看護師がヘルパーに求め

るもの等が聞けるような場があると良いと思いました。 

 ヘルパーは直接、医療行為をするわけではないので、生活的な部分が多いですが、看取りに

あたっては、身体的な部分に触れることが多々あるので、看護師でなくてはできないこと、  

ヘルパーに任せて良いこと等、医師、看護師から話が聞ける場があると良いと思います。   

ヘルパーとケアマネジャーが話す機会は時々ありますが、ヘルパーと看護師、医療関係者が 

話す機会はあまりないのが現状です。 

 

○委員 

 どうしても家で亡くなりたいという末期がんのかたがいらして、そこに毎日ヘルパーが入 

って、ケアマネジャーも、もしかしたらヘルパーが第一発見者になるかもしれないということ

で万全の体制を組んでいました。在宅で亡くなりたいという本人の希望を叶えるためには、 

ヘルパーは非常に重要な役割になると思います。身体的な行為や医療行為をしなくてはいけ 

ないというわけではなくて、何を観察したらいいのかということを、ヘルパーに重々承知して

いてもらって、もうそろそろだということをヘルパーにも同じように感じてもらって、うまく 

ケアマネジャー等に発信してもらえれば、そろそろ明日かもしれない、今日かもしれない、  

ということがわかるのではないかと思います。そういうことがわかる目安として、毎日   

ヘルパーが入るということに意義があるのかなと思います。食事量の変化や尿量の変化等、

色々と看るところはあると思います。そういう目が養えるという意味では、訪問介護事業者 

連絡会で、在宅医療を支えるためにヘルパーができることについての研修会を行っても良いの

ではないかと思います。 



○委員 

 ヘルパーが医療機関と話す機会というと、ケアマネジャーがきちんとサービス担当者会議に

医師を呼び、頻回に集まることはできないので、スタートの時点で医療機関を集めて行うこと

が一番手っ取り早いのではないかと思います。看取りの時にヘルパーの仕事は本当に大事に 

なってくるので、訪問看護師や医師から「ここを看ていてほしい。」というところを、できる

限り一緒に顔を合わせて、書面だけではなく、皆で直接確認して、話し合えることが大事だと

思っています。 

 

○委員 

 皆さんと同じように、ヘルパーも、人が亡くなっていく過程というものをよくわかって  

いないかたが多く、意識がないから訪問して欲しいと言われ、行ってみると寝ているだけ  

ということも多々あります。そういう意味では、これから在宅で亡くなっていくかたが多く 

なるということであれば、人が亡くなっていく過程というものをわかってもらうということが

大事なのかなと最近特に思っています。 

 

○委員 

 ケースカンファレンス等で、色々な症例やケースを設定して、講演やグループワーク等を  

しているが、何度も参加する中で、段々身についていくのではないかと思います。 

 

○委員 

 在宅で看取りを迎える人がこれから飛躍的に増えていく中で、本当に受け皿ができているの

でしょうか。看取りということになると、医師の役割は重要ですが、それ以外に訪問看護、  

ヘルパー等の多職種、さらに市民を巻き込んでの体制づくりが必要になってくると思います。

ドイツでは緩和ケアチームが一般市民の傾聴ボランティアの養成を本格的に行っています。 

研修等を行いながら、在宅での看取りが広がっていく中で、受け皿を本当に地域で作っている

のかとういうことが問われてくると思います。  

 

○委員 

 研修会等で、全体的にレベルアップしていかなければならないことは確かだと思います。皆

で一緒に、試行錯誤しながら、症例を通してレベルアップして、たくさんのかたを看られる  

ようにいくことができればと思います。 

 アンケートで在宅診療を行っている医療機関が多いように思いましたが、眼科等も含めて 

ですか。 

 

○事務局 

 在宅診療実施医療機関２３件の内、１件が皮膚科で、それ以外は内科系の医療機関です。 

 

○委員長 

 訪問診療というのは、本来、外来で診ていた患者さんが通院できなくなった場合に、こちら

から出向いて診るというのが基本だろうと思っています。全く見たことのない患者さんを急に

診て欲しいと言われても、朝から晩まで外来診療をしている中で、新しい患者を訪問して診る

ということはなかなか難しいと思います。そういう依頼に対応するのが、２４時間対応の訪問

診療専門医療機関であり、市内にも少しずつできはじめています。普段、自分が訪問診療して



いる患者さんで、がんの末期等でいつどのようになるかわからない状態になった時、家族から

２４時間いつでも来てほしいと希望が出された段階で、訪問診療専門医療機関にバトンタッチ

しています。そのほうが現実的な対応ができるのではないかと思います。普段、外来診療して 

いる医療機関が、訪問診療でいつ呼ばれても行かなくてはいけないとは思えないです。２４時

間対応しようとすると無理が出て、外来診療もおろそかになり、そういう風に強要すると、  

とても訪問診療には乗り出せないということになると思います。「自分が診ていた患者さんが

通院できなくなったら、訪問診療で診てください。」「２４時間対応が必要ならば、専門医療  

機関もあります。」という形が、現実的なのではないかと思っています。 

それでは、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築・推進についての課題は、次回  

以降もこの委員会で引き続き検討していきたいと思います。 

 

（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の設置について 資料１・６ 

 

○委員長 

 認知症初期集中支援チームの設置について、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。認知症初期集中支援チームについても、在宅療養支援窓口の設置に

あわせ、１１月から、地域連携型認知症疾患医療センターである多摩あおば病院に委託をして

開始する予定です。 

 認知症初期集中支援チームについても、在宅療養支援窓口である地域型地域包括支援   

センターがまず窓口となり、本人・家族を含め、医療・介護関係者からの相談を受けます。   

認知症が疑われるけれど医療につながらない、認知症のために介護サービスをうまく利用が 

できないといったケースについて、地域包括支援センターが相談を受けます。地域包括支援 

センターが対応しても、本人の拒否等で受診や介護サービスにつながらない場合は、地域包括

支援センターから基幹型包括支援センターの認知症支援コーディネーターに相談します。  

そこで、一旦整理をして、認知症専門医が訪問して支援をしたほうが良いと思われるケースに

ついては、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に支援を依頼する形に

なります。支援にあたっては、地域包括支援センターやケアマネジャー等の関係者と事前に 

カンファレンスを行い、どのように対応していくかを検討します。認知症初期集中支援チーム

が訪問し、診立て及び助言、支援を行います。訪問支援後に、事後カンファレンスを行い、   

どのように支援して行くかを協議します。１回の訪問支援に限らず、最長で６ヶ月位の間、  

訪問支援とカンファレンスを繰り返して支援を進めていきます。 

 また、認知症初期集中支援チームが関わって診断がついても、服薬管理ができなかったり、

定期的に受診ができなかったりして、医療・介護サービスが継続できなくなる場合もあると 

思います。認知症初期集中支援チームが支援をして、医療・介護サービスが導入される段階で、

在宅医療連携推進事業の助言担当医や助言担当薬剤師と連携して、在宅診療医や訪問していた

だける薬剤師等に引き継いでいただくようなことも想定しています。 

  

○委員長 

 認知症初期集中支援チームの設置について、ご質問やご意見はありますか。 

 問題点として、服薬管理ということがでましたが、薬剤師会の先生いかがでしょうか。 



 

○委員 

 今は、かかりつけ薬局を持つことを推進していますし、比較的どちらかの薬局にかかって 

いるかたが多いと思います。実際に、外来のかたでも気になるかたは訪問していますので、  

まずは、患者さんがかかっている薬局から探していただくという形が、メインになると思い 

ます。 

 

○委員 

 専門医で認知症と診断がついて、かかりつけ医に戻ってきても、なかなか服薬が継続   

できないケースも多いように思いますし、対応も難しいです。 

 

○委員長 

認知症初期集中支援チームについても、１１月から開始されるということで、問題点も動き

出してみないとわからないこともありますので、その後の経過について、今後、報告をお願い

します。 

他に何かご質問はありますか。 

 

〇平成２９年度の認知症サポーターフォローアップ講座について 資料５ 

 

○委員長 

平成２９年度の認知症サポーター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５をご覧ください。認知症サポーター養成講座を受講した方のフォローアップ講座を、

１０月から１１月に行います。市全体で取組むのは２年目となりますが、１０月に各圏域で、

声かけ体験会としてロールプレイ等を行い、１１月１日には東村山駅前で徘徊模擬訓練を実施

する予定です。 

 

○委員長 

それでは、「認知症サポーターフォローアップ講座」について、ご質問やご意見はあります

か。なければ、次の報告に進みたいと思います。 

 

４ 報告 

（１）歯科医療連携推進事業研修会「多職種で支える在宅医療」について 資料７ 

     

○委員長   

 歯科医療連携推進事業研修会について、事務局より説明してください。 

 

○事務局 

 資料７をご覧ください。歯科医療連携推進事業で協力歯科医向けに実施する研修会を、多 

職種に広げて開催していただけることになりましたので、歯科医師会の先生からご案内   

します。 



 

○委員 

 １１月８日午後７時からサンパルネのコンベンションホールで「多職種で支える在宅医療」

と題して講演会を行います。是非ご参加ください。 

 

多職種連携研修会「認知症への対応」について 資料６ 

 

○事務局 

 資料６をご覧ください。認知症初期集中支援チームの専門医に講師をお願いし、認知症初期

集中支援チームのＰＲも兼ねて、「認知症への対応」をテーマに多職種連携研修を１２月１日

に行います。こちらも是非ご参加ください。 

 

（２）次回の医療・介護連携推進委員会について 

 

○委員長 

 次回の医療・介護連携推進委員会について説明をお願いします。 

 

○事務局 

 次回の医療・介護連携推進委員会は、１１月から在宅療養支援窓口、在宅医療連携推進事業

と認知症初期集中支援チームが開始されるということで、開始後の報告もさせていただければ

と思いますので、来年の２月頃に開催したいと考えています。 

 

○委員長   

全体を含め、何かご意見はありますか。 

 

○委員 

 在宅での看取りの話がありましたが、施設やヘルパーステーションで看取りをしていた時

に、一番大切なのは個別性であり、「その人、その人らしい」ということを看ていかないと、 

どうもうまくいかないと感じていました。そのあたりが、登録のヘルパーだと難しいところが

あって、何を看ていくのか、何ができるのか、何をすればいいのかが明確にならないと、怖く

なってしまうことがあります。在宅での看取りがどんどん増えてくる中では、うちのヘルパー

ステーションも勉強していかなければいけないと感じました。今は、養護や軽費老人ホームで

も看取りをしなければならない時代になってきて、看取りの体制をとっていますが、今後、  

病院や特別養護老人ホームではないところでの看取りが増えていくという実感があります。 

 

○委員長 

何かご意見ありますか。なければ以上で、本日の委員会を終了します。 

 

５．閉会 

 


