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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名 称 平成３０年度 第３回医療・介護連携推進委員会 

開 催 日 時 平成３１年３月１９日 午後７時００分～午後８時３０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、中島文亜認知症コーディネーター 

 

（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 挨拶 

３ 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 

４ その他 

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、平成３０年度第３回医療・介護連携推進委員会にお集まりいただきありがとうござ

います。 

現在、東村山市では３月議会中でございまして、昨日まで予算特別委員会があり、平成３１

年度予算について審査を受けたところです。 

当市の一般会計の５５８億円のうち民生、衛生費合わせて約３３２億円となり、およそ一般

会計費の中の約６０％を占める割合です。 

これから先、予算を適正且つ効率的に執行し、各事業の推進、拡充を図らなくてはと考えて

いる所です。本日は平成３０年度及び平成３１年度の予定を順次ご説明してまいります。 

各委員におかれましては平成３１年度の取り組みにつきまして、各専門的見地からご意見ご

提案賜りたく、よろしくお願い致します。 

 

○委員長 

これより、平成３０年度第３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 

○委員長 

在宅医療・介護連携推進委員会の平成３０年度の取り組みと平成３１年度予定につい

て事務局から報告をお願いします。 

 

〇事務局 

資料 1 の在宅医療・介護連携推進事業について平成３０年度取り組みと平成３１年度予定

（案）をご覧ください。 

   

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

これまで医療・介護についての冊子は別々に作っておりましたが、平成３０年度につきまし

てはこれを一つにまとめることを目指し、データを作成中でございます。平成３１年度につき

ましては、まとめた情報をホームページ等に掲載し、広く市民や事業所の皆様にご覧いただけ

るよう取り組んでまいります。 

資源の把握については、引き続き三師会、介護事業者と連携を図り課題の抽出及び資源の把

握に努める所存です。 

なお、平成３０年度の取り組み状況といたしまして、ケアマネハンドブックを制作・公表、

また在宅医療実施医療機関一覧を作成し、市民健康のつどいにおいて公表いたしました。 

 

（イ）在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討 

平成３０年度については、平成２９年１１月に設置した在宅療養支援窓口と在宅医療・介護
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連携支援推進事業、認知症初期集中支援チームの相談実績、事例等を当委員会において報告し、

課題について検討・協議して参りました。切れ目ない在宅医療・介護の提供体制構築推進を行

う為に、訪問看護師との連携や訪問看護の活用等について引き続き検討を継続しております。 

また、ＩＣＴミーティングや多職種連携研修で上がった課題を当委員会に報告し、検討を継

続して参りました。 

平成３１年度につきましては今年度の取り組みを継続し、引き続き検討していきたいと考え

ております。 

続いて地域ケア会議でございます。こちらは平成３１年度開設される在宅療養支援窓口会議

等から課題を抽出し、委員会で検討する事とされておりますが、これまで地域包括支援センタ

ーのリーダー会義において在宅医療・介護連携推進や在宅療養支援窓口について検討しており

ました。しかし、リーダー会議の場では他の議題について検討する事が多く、十分な時間を取

ることが困難であったため、平成３１年度からは、在宅療養支援窓口の担当者、基幹型包括支

援センター、当市の各担当者で会議を設け、そこで課題を検討しつつ、当委員会とやり取りを

しながら進めようと考えております。このことにつきまして、基幹型地域包括支援センターの

在宅医療コーディネーターから報告をお願いします。  

                                                                              

〇委員 

各地域包括支援センターの実務リーダーと協議を重ね、次年度に在宅支援窓口会議を設置す

るに至りました。 

理由の一つ目として、それぞれの圏域で具体的相談事例などを共有する事がありませんでし

たが、実績が異なる圏域の窓口について情報交換をしたり、共有する事で理解を深めることが

できます。 

二つ目として、多職種連携研修会ではもっと地域課題に着目したいと考えます。地域包括支

援センターは介護側・医療側の両面からの支援を考える必要があります。 

実際に、窓口からつないだ症例紹介等を行うことでＰＲ活動にも繋がり効果的な多職種連携

研修会を開けるのではと考えます。 

三つ目として、在宅医療・介護連携推進委員会としては連携という部分で、現場レベルで検

討すべき事があると考えます。それをメインに検討する場があることには意義があると考えま

す。 

四つ目は、多職種連携研修会以外でも役割を理解するために、個別的な各専門職との交流会

の企画に活かせるのではないかと考えます。 

五つ目は、今年度「市民健康のつどい」において、基幹型包括支援センターでパネル等を作

成しましたが、改良点や新たに作成した方が良いなど在宅支援窓口会議において助言を頂き、

さらにＰＲ活動についても検討していきたいと考えます。 

 

〇委員長 

何か質問、意見ありますか？ 

 

〇委員 

在宅支援窓口会議は誰が参加するのですか？ 

 

〇委員 

各地域包括支援センターの看護師が参加予定です。更に、在宅医療コーディネーターと基幹
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型包括支援センター１名、市です。 

 

〇事務局 

必要に応じて、助言担当医に声をかけることも考えております。 

〇委員長 

    他にありますか？無いようなので、続いてお願いします。 

 

〇事務局 

ウ 切れ目ない在宅医療・介護提供体制の構築推進 

当市は訪問看護が根付いており、円滑な連携も取れています。それを活かして検討を継続し

ています。今年度に関しても、地域ケア会議、多職種連携研修会等を実施し、多職種の顔の見

える関係づくりの強化、訪問看護の活用促進を図ってきました。ＰＲ活動も行っており、医師

会で３月１日に在宅診療医と訪問看護師を対象にＩＣＴのネットワークを利用したミーティン

グを行いました。委員からご報告頂ければと思います。 

 

〇副委員長 

カナミックに関しては、現在４０の事業所が参加しており、人数は１６０人と多くのかたに

参加して頂いています。 

３月１日のミーティングでは、訪問看護ステーションの看護師が積極的に参加していただき、

活用もして頂いているようです。看護ステーションの代表のかたにお話を聞いたところ、非常

に有効なツールだという意見を頂きました。しかし、慣れるのに時間がかかることや使用法が

煩雑だという声もありましたが、医療・介護連携にとっては有効なものだと思います。 

 

〇委員長 

私もカナミックの会議に初めて参加しました。現場は大変だと思いながら聞いていました。

地域包括支援センターから、何かご意見いただけますか？ 

 

〇委員 

実際に使用していないので、何とも言えませんが、地域包括支援センターとしてＩＣＴを活

用するのであれば、初回訪問や面接になるのではないかと思います。アセスメントした内容を

関係者と情報共有できればと考えています。 

 

〇委員 

先日、主任ケアマネジャーの部会がありました。ＩＣＴに参加しているケアマネジャーは医

師と連絡が取りやすくなったので、有効だと言っていました。話を聞いていた他のケアマネジ

ャーは興味を持ったようです。 

 

〇委員長 

使わない理由は何ですか？ 

 

〇委員 

在宅で往診医を利用していないケアマネジャーは存在も知らないようです。 
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〇委員 

やり方が分からないので、機会があれば研修会に参加したいです。 

〇委員長 

訪問看護士の立場からはどうですか？ 

〇委員 

ネット経由なので、先生の都合に関係なく、報告ができ活用しやすいです。しかし、普段の

記録もあるので二度手間になります。それが無くなれば、もっと広がっていくのではないかと

思います。実際には、医師や看護士だけではなく、ケアマネジャーや通所事業所等にも広がれ

ば、利用しやすくなると思います。 

 

〇委員長 

二度手間にならない方法はありますか 

〇事務局 

全部ではなく、共有したい情報をコピーアンドペーストする方がよいと思います。看護師と

訪問診療医が密に使うことによって、ケアマネジャーに良さが伝わるし、更にそのまわりにも

伝わっていくと思います。浸透すれば、新しく訪問診療を始める先生がカナミックを使用する

とすぐに事業所と情報共有できるのが良い点です。なくてはならないものになってきたと思い

ます。 

 

〇委員長 

個人的には、なるべく簡単に使用できるようにして欲しいと思います。市の立場からはどう

でしょうか？ 

 

〇事務局 

活用状況についてお伺いしましたが、平成２９年度末は６４人、３０事業所だったと伺って

いましたので、３月１日現在でずいぶん増えました。利用者状況も伺えてよかったです。 

 

〇委員長 

ウのところで質問、意見ありますか？ 

 

〇委員 

カナミックは先生と看護師が利用していて、その中でケアマネジャーも少しずつ参加してい

るということですよね。徐々に市内のケアマネジャー全員が使えるようにしていくということ

ですか？ 

 

〇委員長 

医師会に申込すると個人用のＩＤが与えられます。それで、参加できます。 

 

〇委員 

職種は関係ないのですか？医療系じゃなくてもいいのですか？ 

 

〇委員長 

はい。ただ個人のＩＤが渡されるので、責任もってＩＤ管理をしていただくことになります。 
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〇事務局 

職種に関係なく、通所のかた、ヘルパーも参加しています。まだ、参加していないかたがい

るので、多職種連携研修会の中でＰＲしていかなければと思います。 

〇委員 

来年度のケアマネ研修会の相談をしていた時、ケアマネジャーとしてどうして医療と繋がら

ないといけないのかという研修を１回開催しようという話になりました。その時にＩＣＴを直

接見たり、カナミックの話をしてもらえたらと思います。 

〇委員長 

今まで出た意見は来年の課題になりますね。実行できればと思います。 

他に何かありますか？では、次です。 

 

エ 医療・介護関係者の情報共有支援 

〇事務局 

１つ目は、医師会が中心となり行った、ＩＣＴを活用したネットワーク構築やそれに係るミ

ーティングでございます。こちらは年２回開催いたしました。 

２つ目は、保健所が中心となり作成した、「ケアマネジャーからの入院時地域連携シート」に

ついてでございます。平成３０年度に介護報酬改定があり、利用者の入院時、ケアマネジャー

が入院前の状況を病院等に提供した場合、連携加算がつくこととなっておりますが、平成２９

年度にお示ししたシートでは不充分であったことから、こちらを修正し、平成３０年夏頃、北

多摩北部の全医療機関及び居宅介護支援事業所へ周知致しました。ＩＣＴの活用を進めると同

時に、「ケアマネジャーからの入院時地域連携シート」の周知を継続し、シート使用の定着及び

活用状況の把握を図って参ります。 

３つ目は、在宅医療・介護連携に関する相談支援についてでございます。 

資料３の在宅療養支援窓口の保健医療相談実績は、４月から１月までの１０ヵ月間で２，５

５６件（５包括合計）、月平均２５５．６件となり、昨年同様年末年始に件数が増加する傾向が

ございます。平成２９年度の月平均が、２２８．５件でございましたので、月平均で３０件程

度伸びている結果となりました。 

また、助言担当医・歯科医・薬剤師の実績でございますが、平成２９年度につきましては、

地域ケア会議への参加が主となり、地域包括支援センター、在宅療養相談支援窓口、助言担当

医・助言担当歯科医・助言担当薬剤師との顔の見える関係づくりが平成２９年度のメインとな

りましたが、平成３０年度は個別ケースの相談が活発になり、その中で直接関わっていただい

たケースが３件のかかりつけ医紹介に繋がるなど実績がありました。 

平成３１年度についても、在宅療養支援窓口を活用しながら、在宅療養を推進していきます。 

 

○委員長 

ご質問ありますか。 

小平は在宅医療・介護連携の交流会があって、雰囲気が良い様子が伺えました。そういった

ことも重要ではないでしょうか。 

 

○委員 

研修会はサンパルネで実施しましたが８０人程度しか入れず帰る人もいたようですが、もっ

と広いところで一堂に会するというのはいかがでしょうか。 
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○事務局 

民間事業所の所有するホール等や、公民館では壇上での講演方式になりますが、その方法も

可能かと思います。 

 

○委員長 

それでは、助言担当医から一言お願いします。 

 

○委員 

相談が少ない地域包括支援センターで対応しきれていることが多いという実感があります。 

 

○委員長 

助言担当歯科医から一言お願いします。 

 

○委員 

地域ケア会議に４回参加させていただきました。これまでは出て終わりという「点」での関

わりでしたが、助言担当歯科医となってからは、「点」で終わらずに、「勉強」になっています。 

 

○委員長 

助言担当薬剤師から一言お願いします。 

 

○委員 

先日薬局から残薬バッグについて相談を受けました。薬剤師にもできることということで、

残薬の調整や家に薬が溜まっているかたの残薬の一本化等がありますことをご紹介しました。

そのほかにも個別相談を受け付けましたが、助言担当薬剤師としての仕事はまだ少ないように

感じます。 

 

○委員長 

 その他の委員から何かありますか。 

○委員 

地域包括支援センターの相談実績について質問です。かかりつけ歯科医についての相談件数

が平成３０年度３件となっています。平成２９年度は１０件程度あったように思いますが、周

知不足という事でしょうか？ 

 

○事務局 

周知不足という面もあるかと考えられますが、既に在宅診療医に掛かっており、地域包括支

援センターを介さず、在宅医療を利用しているかたも一定数いるのではないかと考えておりま

す。 

 

○委員 

わかりました。在宅医療の利用件数自体が減少しているという事ではないという事ですね。 

○事務局 

はい。先日、訪問診療可能な歯科医についての相談が最初に市にあり、その後地域包括支援
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センターへ繋ぐといった事例がございました。こういった事例から、まだまだ歯科医について

の相談窓口も地域包括支援センターであるという事の周知が不十分だと感じております。 

 

○委員 

引き続き周知を宜しくお願いします。 

 

○委員長 

他にご質問などございませんか？では次の報告をお願いします。 

     

○事務局 

（カ）医療・介護関係者の研修 

先ほどもご報告申し上げましたが、多職種連携研修を２回開催致しました。第一回は看取り

をテーマとし、こちらについては第２回在宅医療・介護連携推進委員会にてご報告済みでござ

います。第二回につきまして、ご報告をお願いいたします。資料２をご覧下さい。 

 

○委員 

第二回多職種連携研修は妄想をテーマに、多摩あおば病院望月医師による講議と、実際に妄

想を抱える高齢者への支援での困難事例についての情報共有を行いました。 

情報共有では、望月医師より個々の対応についてのアドバイスもいただくなど、ご協力いた

だきました。 

事例についての情報共有では、医療側・在宅側それぞれで困りごとにも違いがあるという事

がわかったという意見がありました。また、妄想事例の経験が少ない参加者からは、実際の事

例を知ることが出来て良かったという意見もありました。 

また、参加者及び参加人数に関してですが、申込み人数は１００名を大きく超えており、会

場の収容人数の都合から、定員を超えたかたについて参加をお断りしましたが、開催時期が冬

場であったためか、当日には看護職の欠席が重なり、結果として８１名の参加となりました。

募集人数の制限がなければ１５０名を超える参加希望があると推察されます。ケアマネジャー

からの関心が非常に高く、申込希望者も多いため、参加する専門職の職種ごとの割合について

検討を重ねる必要があるのではないかと考えております。 

 

○事務局 

多職種連携研修や地域ケア会議等を通して、医療・介護関係者の顔の見える関係作りを引き

続き進めていければと考えております。 

    

（キ）地域住民への普及啓発 

平成３０年度は市民健康のつどいにおいて、在宅療養相談コーナーを設け、在宅医療実施医

療機関一覧の展示による情報提供を行うとともに、医師・薬剤師・歯科医師による相談を実施

いたしました。２日間で９０件の相談があり、現在介護を受けていないかたからの関心も非常

に高かったと感じておりますので、平成３１年度についても引き続きＰＲに力を入れていきた

いと考えております。 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係区市町村の連携 

先ほどもご報告いたしました「ケアマネジャーからの入院時地域連携シート」の周知を継続

して行い、利用の定着を図って参ります。 
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また、病診連携に関して、例えば多職種連携研修には病院の医療相談員の参加もあり、顔の

見える関係作りが進んでいると考えておりますが、病診連携の検討がなかなか進んでいないと

いう現状がございます。今後圏域の中で広く検討していく課題と認識しておりますので、医院

の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

〇委員長 

（カ）（キ）（ク）について質問、意見ありますか？ 

 

〇委員  

東村山市は医療・介護の連携や在宅療養の相談窓口の面で他市より進んでいると考えていま

す。全体の話となりますが、市は、在宅医療がこれまで基本であり、この先も続くべきものと

して、在宅医療のニーズ調査を行う必要があると考えています。多職種連携の養成も重要です

が、ニーズ調査を行うと、実際のところ在宅医療が不足するはずですから、まず、在宅医療の

担い手となるかかりつけ医を養成する必要性が出くるはずです。地域医療計画の基本が在宅医

療であることを考えると、在宅医療の不足を見込まずに、医療・介護連携は上手くいかないと

考えています。 

千葉県の柏市では、在宅医療の担い手を増やすためかかりつけ医の育成を行ったという事例

もあります。２６市の中では３番目に地域医療計画を策定した国立市はパブリックコメントを

行い、３月に議会の承認を得るなど、市民に在宅医療の意識に目を向けさせるなど、他自治体

での取り組みを参考にするのもよいと考えます。 

     

〇委員長 

在宅医療は足りなくなりそうですか。 

 

〇委員 

これから在宅医療のニーズは１．５倍ほどになるとも言われていますが、本当にそれで足り

るかもわからない話であります。 

 

〇委員長 

市内に５か所、在宅支援医療ができる診療所があります。 

 

〇事務局 

他にも市内に１８か所、在宅支援診療ができる所があります。 

 

〇委員 

これから、７５歳代、８５歳代の高齢者人口が増えていき、通院が出来なくなるかたたちが増

えることから、在宅医療の需要が高まることは明らかであります。そのことからも在宅で看取

りまで出来るかかりつけ医の育成が必要であると考えています。在宅緩和センターのようなも

のを行政がテコ入れしながら、担い手を養成してチームとして取り組みしなければならないの

ではと考えています。 

 

○委員長 

 在宅診療が必要となった時には、外来よりも費用がかかります。実際には医療費を負担に感
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じるかたもいらっしゃいます。現状では、住み慣れたご自宅で過ごしながら、外来診療を受け

られるうちは診療所や病院に通院をするかたが多い中、病状によっては夜間休日の受診を必要

としている患者さんがいらっしゃるのも現実です。実際に、転院された患者さんもいました。

また、最期まで過ごす場所をご自身で選ばれて、病院を選択したかたもいました。そうなった

時に、一人の医師での診療体制の場合は、様々な機関を利用し、支援するしかない。個人とし

ては在宅医療の体制整備は課題として認識しています。医師会としても取り組みます。在宅医

療推進のための診療報酬は、手厚い対応を行っている在宅診療所には手厚く診療報酬がついて

いるものの、一方で３６５日２４時間の対応を要する状況もあります。 

 先程のご意見・課題については、今後、取り組んでいきたいと考えています。 

続いて、次の議題である（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

討に移ります。 

 

○委員 

資料４です。チームの実績はご覧のとおりです。相談が１６件、事前カンファレンスが１６

件です。裏面は、相談経路や相談内容、事前カンファレンス後の結果です。相談経路で、一番

多いのは家族・親族で、包括支援センターに相談がきて、包括支援センターで対応できないも

のについては、私のところにきます。 

相談内容については、一番多いのが、BPSDで、他には未受診・受診拒否とかによって介護者

の負担が増える等伺っています。 

そして、事前カンファレンス後の結果については、受診や入院、入院しなくても介護保険サ

ービスの導入について工夫する等の対応しております。 

 

○事務局 

認知症初期集中支援チームは「初期集中」という事で、認知症初期段階において集中的に医療

や介護へ繋げる意味合いもありますが、その他に、関わった初期に集中的に医療や介護に繋げ

ていく意味も大きいと思います。そういう意味でも地域包括支援センターだけで対応するので

はなく、助言担当医等と連携し対応する効果は大きいと感じます。 

 

〇委員 

どこの初期集中支援チームにもいえるのですが、初期認知症というのがないのかなと感じま

す。発症からかなり経過してしまっていて、医療・介護が手遅れになってしまっていて、どう

やって見守るかという方針になることもあります。強い介入が出来ないことも多いのですが、

みんなで話すということは大事で、家族を呼ぶことで納得もしてもらえますし、こうやって見

守っていこうという方針が決まるというのは意味があると思います。 

「初期」という言葉がなぜ入ってしまっているのかがわからないですが、自らのことが心配

になって相談に来るかたもおりまして、本当の意味で初期認知症としてそんなに困っているか

たは少ないが、集中支援が必要なかたはある程度の割合ではいると考えています。 

 

〇委員長 

 また、本当に認知症かという話もありまして、認知症と診断されていても、精神病の症状が

入っている場合もあるという話も聞くことがあります。 

 

〇委員 
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一般の方々の認知症について得る知識は、テレビ番組で観たもので幻覚症状とか妄想性障害

である人と考えている場合がありますが、認知機能がそれほど低下しているわけでもなく、レ

ビー小体型認知症の初期や、パーキンソン症でもないケースもあります。 

高齢者の妄想性障害は、薬の効果が悪いかたが多く、退院した後が本当に重要となっていま

す。 

 

〇委員長 

次に「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 

それでは、事務局より、今年度の認知症サポーター養成講座・フォローアップ講座、行方不

明高齢者等捜索メール配信について、報告させていただきます。まずは、認知症サポーター養

成講座の実績についてです。資料５をご覧ください。すでにご存知のかたも多いと思いますが、

当市の認知症サポーター養成講座は、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、そして、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。 

平成３０年度の認知症サポーター養成講座は、１月末までに１８回開催し、サポーター養成

人数は６８１人となりました。 

対象者は、一般市民や地域活動団体、そして、施設職員のかた、また、１８回のうち５回は

小学校で講座を実施いたしました。 

続きまして、フォローアップ講座です。声かけ体験会等のフォローアップ講座は各包括圏域

１回ずつ開催し、合計５回でした。 

また、11月に東村山駅東口からさくら通り沿いにおいて、行方不明高齢者等捜索メール配信

を活用し実施した徘徊模擬訓練についてですが、企画の段階から認知症サポーターのかたに関

わっていただき、訓練当日は８つの民間企業等の協力を得て３７人のサポーターに参加してい

ただきました。また、2月 26日に開催された地域活動マッチングイベントに認知症サポーター

ブースを設け、認知症サポーターの広報や行方不明高齢者等捜索メールの登録案内をいたしま

した。 

地域活動マッチングイベントの参加者数は２５９人で、そのうち、認知症サポーターのブー

スに立ち寄ってくださったかたは、６０人程度でございました。 

立ち寄ってくださったかた、認知症サポーター養成講座に受講したかたが大半で、認知症に

興味・関心があるかたが立ち寄ってくださったという報告を受けております。 

続きまして、去年の３月よりスタートしました、行方不明高齢者等捜索メール配信について、

報告いたします。まず、登録者件数ですが、平成３１年２月時点で市民２０８名、事業所４２

か所より登録していただいております。 

次に配信の実績ですが、平成３０年３月から平成３１年２月までにおいて６件でございます。

また、徘徊等により行方不明となる恐れが高いかたの事前登録は７名のかたが登録しておりま

す。 

認知症サポーター養成講座やフォローアップ講座、そしてメール配信等は、社会全体で認知

症のかたを支える仕組みを作る目的で取り組んでおりますが、次年度以降については、認知症

に理解のある民間企業等市内全域に広めることにも力を入れて取りんでいきたいと考えており

ます。 



 12 / 12 

具体的には、認知症サポーター養成講座を受講し、認知症サポーターのいる店舗や企業等の

目印として活用できるステッカーの作成を予定しており、ステッカーを店舗等に掲示していた

だくことで、認知症を正しく理解し、認知症のかたやご家族を温かく見守る認知症サポーター

がいる店舗や企業であることを、一般市民に周知できることにつながると考えております。 

また、徘徊模擬訓練については、毎月、認知症サポーターと話し合いを進めており、今後も

個人の認知症サポーターや市内の民間企業等とともに、地域で暮らす認知症のかたを支え合う

関係の構築に向けた取り組みに力を入れていきたいと考えております。 

 

〇委員長 

何か質問、意見ありますか？なければ、事務局から何かございますか。 

 

○事務局 

先ほど、在宅医療の関係で、ニーズ調査が必要ではないかというご意見もありましたが、先

般、行なわれた東京都地域医療構想・在宅療養ワーキングの中で北北圏域の５市の先生がたや

事業者の方々が共通の話題として挙げられたのが、顔の見える関係づくりの重要性でした。東

村山は他市よりも進んでいるものと感じていますが、まだまだ医療・介護の従事者の連携が上

手くいかないという課題も感じております。 

東村山が進める在宅医療の取り組みの内容は、東京都も同様に進めているものでありますの

で、今後と委員各位のご意見を伺い、さらに進めて行ければと考えています。 

 

〇委員長 

他には、ございませんね。 

 

○事務局 

 次回の開催は早い時期を考えております。それでは皆様お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


