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会  議  経  過  

１．開会 

 

２．挨拶 



  ○事務局 

こんばんは。今年度第１回目の医療・介護連携推進委員会にお集まりいただき誠にあり

がとうございます。昨年度は４回開催させていただきました本委員会ですが、皆様からの

現場での事例を交えた活発で忌憚のない意見をいただきまして、サービス資源として不足

しているもの等の課題の洗い出しをしていただきました。本年度は一度おさらいをしたう

えで重点的に取組む事業につきまして議論していただければと考えております。本日もど

うぞよろしくお願い致します。 

 

傍聴を許可するも希望者なし 

 

３．議題 

（１）平成２７年度の検討内容の確認と平成２８年度のスケジュールについて 

  

○委員長 

 こんばんは。議事に入ります。本年度もよろしくお願いします。では、事務局より説明

をお願いします。 

 

～事務局より資料１、資料２に沿って説明～ 

 

○委員長 

 内容についてご質問等ございますか？ 

 

○委員 

 一点よろしいですか。厚生労働省が示したアからクまでの方針を出しましたよね。資料

１に書かれていることは、それらのことが網羅されていると考えて良いのでしょうか？ 

 

～事務局より平成２７年度の資料を用いて説明～ 

 

○委員 

 その中で、市民への周知はどうされていますか？市の広報等の印刷媒体だけでは不十分

だと思います。予め問題意識を持たせる工夫をしていただきたいです。 

 

○事務局 

 市民公開講座やシンポジウムを通じて、啓発していければと考えております。 

 

○事務局 

 先日、サンパルネで２回、介護保険制度の説明会をしました。その中では、地域包括ケ

アについての市民向けの説明を行ないました。定員を上回る方が来て、興味を持っている

方が多いと感じました。それを受けて今後も説明会を行っていきたいと考えております。 

 

○委員長 

 今後少子高齢化が進んで認知症の方も増えていくと、ますます市民からのニーズは増え

ていくだろうと思います。 



（２）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 

 

～事務局より資料３に沿って説明～ 

 

○委員長 

 ありがとうございます。資料２のスケジュールにもありますが、今回と次回の２回で在

宅療養支援窓口の設置について、一定の方向性を出していくことになっております。昨年

度は課題としてはあがっていましたが、検討にあまり時間をとっていなかったので、現状

や在宅療養支援窓口のイメージについて、各委員の認識がまだはっきりしていないのでは

ないかと思います。まず、現状として、地域包括支援センターや市の窓口に、誰から、ど

のような相談が入っているのか、どのような課題があるのか。また、在宅療養支援窓口が

設置された場合、誰から、どのような相談が入る可能性があるかなど、改めて、ご意見を

いただき、在宅療養支援窓口のイメージを固めていきたいと考えています。何かご意見等

ございますか？ 

 

○委員 

 イメージとしては３パターン考えられます。市役所、医師会、基幹型の地域包括支援セ

ンターのいずれかが、窓口になると思います。現状としてはどのスタイルが市民にとって

有意義か、また設置がしやすいか、稼働した場合に充分機能を果たすのかという点を伺い

ます。 

 

○事務局 

 今、おっしゃった３か所が設置の対象になるというのはその通りだと私どもも考えてお

ります。ただ、まずは色々な方の現状をお伺いした上で考えていければと思いますので、

ご意見をいただければと思います。 

 

○委員長 

 設置場所については、どういった相談がはいるのか、内容によって考えていった方がい

いのではないでしょうか。現状として、誰からどのような相談が地域包括支援センターや

市役所の窓口に来ているのかということを、実際に携わっている方に聞いてみたいと思い

ます。 

 

○委員 

 地域包括支援センターでは、病院の退院調整ナースやＭＳＷから連絡が入ります。都心

などの少し離れた病院はＭＳＷから連絡が入ります。 

 

○委員長 

退院調整ナースとＭＳＷはどういった違いがありますか？ 

 

○委員 

 特に問題なく退院に向かって調整する場合は退院調整ナースが担当し、在宅療養に向け

て患者と家族をサポートします。社会的な理由等がある場合の困難ケースはＭＳＷが相談



に乗ります。 

 

○委員長 

 ありがとうございます。訪問看護ステーションではどうですか？ 

 

○委員 

 直接訪問看護ステーションに介護保険の関係の方が行くことは少なく、精神の方から多

く連絡があります。現在は地域包括支援センターやケアマネジャーを通して連絡が来るケ

ースが多くなっております。 

 

○委員長 

 ケアマネジャーはどうですか？ 

 

○委員 

 直接というケースは殆ど見られないです。地域包括支援センターを経由する場合が殆ど

です。 

 

○委員長 

 医療に関してはどうでしょうか？ 

 

○委員 

 在宅療養をしようとする方がまず始めに行く所なのか、既に在宅療養をしていて困って

しまった方が行く所なのか。どちらかと言えば前者なのではないかと考えております。訪

問診療も色々な所から紹介がありますが、仕組みとしては成り立っていると思います。た

だ医療機関を紹介するだけになってしまっては物足りないと思います。 

 

○委員長 

 薬剤師会はどうですか？ 

 

○委員 

 医師から連絡が来る場合が殆どで、ケアマネジャーからというのは余りない印象です。 

 

○委員長 

 在宅で中心静脈栄養を行っている所はありますか？ 

 

○委員 

 いえ。市内には殆どないです。 

 

○委員 

 他市では、在宅で輸血をしている所もあります。病院で行っているのと同じような事を

在宅で求められてきています。 

 

 



○委員長 

 専門的な相談があると、医療職でないと話の内容を聞いても理解ができないかもしれな

いですね。ただ色々な分野に渡る在宅療養全般の内容を理解して話を聞かないといけない

かなと思います。 

それでは、これまでに出された現状や課題から、在宅医療支援窓口をどこに設置し、ど

のような人員を配置するか、また、どのような機能を持たせるか？など、設置の方向性に

ついて、意見を出していただければと思います。いかがでしょうか？ 

 

○委員 

 今の話を聞くと、色々なニーズがある中で大切なのは医療についてだと思います。行政

が医療相談に対応できなかったのは専門的な知識が乏しいのはさることながら、かかりつ

け医がどこなのかというような個別的な情報提供に限界があったからです。ですから在宅

療養支援窓口を置く場合には、医療の基本的な情報を持ち、個別的な情報提供をしている

ことが必要です。したがって、医師会が関与していく必要があると思います。 

 

○委員 

 都心の病院に通っていたが、具合が悪くなって行けなくなってしまい、近くの病院を探

す場合、そういった情報を一まとめにしておくような役割も必要になってくると思います。 

 

○委員 

 現状医師会はどこにあるのですか？ 

 

○委員長 

 市役所のすぐそばにあります。 

 

○委員 

 別の建物ですか？ 

 

○事務局 

 窓口として医師会にお願いするとして、医師に対して相談やアドバイスといった連携が

取れる体制であれば、必ずしも医師会館に置く必要はないのではないでしょうか。行きや

すい場所で考えると、市役所の窓口や地域包括支援センターになると思います。医療の相

談だけに限らず介護の相談も同時に必要になる方もいます。そういった場合窓口が分かれ

ていると利用する方は不便だと思います。 

 

○委員 

 近隣市で在宅療養支援窓口を持っているのはどこかありますか？ 

 

○事務局 

 西東京市が今年度から、市役所の窓口に。東久留米市が昨年度から訪問看護ステーショ

ンに委託をしています。小平市も医師会に相談窓口がありますがあまり機能していないよ

うです。そういったこともあり西東京市は市役所の窓口に医療職で経験のある方を配置し

ていると聞いております。 



○委員長 

 他の市でもイメージは固まっているのでしょうか？どのような相談がきてどのように

答えていくのか。問題になるのは都心等離れた所にある大きな病院に入院していた方で、

かかりつけ医のいない方が退院してくるといった場合です。医師をどうするのか、訪問看

護師をどうするのかといったように色々なことを同時に検討していかないといけないの

で、総合的に判断していくには、市役所や地域包括支援センターにいる保健師が窓口にな

るのが現実的ではないかと考えています。 

 

○委員 

 歯科医師会の事例をあげますと、医療連携事業の中で、市民の方からの申込は歯科医師

会事務局もしくは健康増進課窓口となっていますが、殆どが健康増進課に申し込みがあり

ます。そういったことを踏まえると、市民にとっては市役所が良いのかなと思います。 

 

○事務局 

 どのような患者で、どのような医療が必要かといったことは、窓口で受けて、状況を医

師に引継ぎコーディネートしていただく形になるのではないでしょうか。 

 

○委員長 

 それが理想的ではあると思います。しかし、医師としても選択肢がないのが現実です。

例えば、２４時間３６５日いつでも往診に来てほしいと言われても厳しい話です。ただ、

市内でも２４時間在宅専門の医療機関も出てきましたので、そういった所が増えて選択肢

が増えてくればうまくいくのではないかなと思います。将来的には、市民を医師会の方で

健康管理できるような体制を取っていかないといけませんから、在宅診療をする医者を増

やしていかないといけないでしょう。 

 

○委員 

 在宅側から見ると、医療面だけでなくて生活面も見える部分が大きいので、両面に理解

のある方が窓口になり相談を受けていく必要があると感じました。 

 

○委員長 

 在宅医療ではなくて在宅療養ですから、医療、介護、看護といったこと全て必要ですね。 

 

○委員 

 １つ伺いたいのですが、今現在、相談を受けるという点では、５か所の各地域包括支援

センターで成り立っていると考えております。在宅療養支援窓口は、その上で、解決でき

ずに更に相談が必要になった時の窓口なのか、それとも、とりあえず電話をして各地域包

括支援センターに振り分けをする所なのか、その辺りの区別ができません。 

 

○事務局 

 地域包括支援センターでサポートしきれない困難ケースをコーディネートしていくイ

メージでおります。 

 

 



○委員 

 地域包括支援センターで受け止められないケースというのは相当な困難ケースになり

ます。医療とは関係のない所で困難になっている場合が多いです。地域包括支援センター

で困る場合というのは、難病の患者のリハビリ方法や見たこともないような機器を扱う等、

医療的に誰かにアドバイスを受けないとわからないようなケースです。そのような事を支

えていく窓口なのかなという印象です。 

 

○委員長 

 こういうシステムにしておけば必ずうまくいくというものではないと思います。医療的

な事で相談があるならば医師会や知り合いの医師に相談するという方法もあります。ただ

在宅療養支援窓口というのはそういうものではなくて、介護や訪問看護等の医療資源のコ

ーディネートをする所ではないかなというイメージをしております。 

 

○委員 

 それは既にシステムとしては存在しているのではないですか？新たに設置する必要が

ありますか？ 

 

○委員長 

 国の方針なので。ただ、何を今更という感じはしますし、それが他の市町村でも設置が

遅れている原因だと思いますね。 

 

○委員 

 患者から直接連絡があっても自分達が受けられないケースに関しては管轄の地域包括

支援センターに返しています。今後、在宅療養支援窓口ができた時にどういったすみ分け

になっていくのかが分かりません。 

 

○委員長 

 それは、在宅療養支援窓口の仕事が何なのかということが決まっていないからですね。 

 

○委員 

 イギリスでは２４時間体制で電話相談窓口を医師が当番制で受付けています。残念なが

ら日本にはそのようなものはなく救急車を呼ぶしかないわけです。ただ全部が全部救急車

を呼ぶことは不可能ですから、きちんとした医療のバックアップ体制が必要なのです。本

当は医療相談窓口にすればいいのですが、なかなか厳しいですから在宅療養支援窓口の中

で医療も組み込んで相談できるようにしていくべきだと思います。生活全般における相談

なので医療だけにはできないですが、事実、高齢者の医療への依存意識はとても高く、そ

れなしでは在宅では生活していけないのです。ぜひ参考にしていただきたいのは暮らしの

保健室です。行政ではなかなか参考になる所はありません。これからやろうとしている所

ばかりですから。 

 

○委員長 

 各地で体制作りが進んでいるのでしょうか。それを見越して参考にしながら一番良いも

のを作りあげていきましょう。他になにかありますか？ 



○委員 

 現実として、東村山市の医師だけで回りきらない所は、近隣の市の在宅専門の医師が来

てくださっています。東村山市の中だけでは完結できない事なので、その辺をどのように

していくか疑問に思います。 

 

○委員 

 全てを一本化することは難しいので、既存のシステムを活かしつつ、在宅支援診療所が

バックアップしていくような体制が理想的であると思います。 

 

○委員長 

 訪問診療ができる医師を増やしていかなくてはいけないですが、強制することもできま

せん。訪問診療専用医療機関ができるとキャパシティが増えますので、医師会報や色々な

機会を通じて、訪問診療に力を入れていく時代だということをこつこつアピールしていま

す。すぐに手が上がることではないですが現状はそのような形になっています。 

 

（３）認知症施策に関わる課題の洗いだしとその対応策について 

○認知症支援コーディネーター実績報告から 

 

○委員長 

 次に、認知症施策について検討していきたいと思います。まず、平成２７年度の実績報

告と課題について報告をお願いします。 

 

○委員 

 実績については資料４をご覧ください。地域包括支援センターやケアマネジャーからの

相談が殆どです。相談の内容については、医療機関への受診とか受療に関することが最も

多かったです。課題については、一番重要な役割だったのがもう一度同じケースのアセス

メントをし直してみて、この人は本当に医療機関にかからなくてはならない状況なのかと

いうことを考えて、他のサービスを入れれば医療機関にかからなくても生活を送っていけ

そうな方には１ヶ月程試していただき、うまくいけば続けていただき、うまくいかなけれ

ばアウトリーチチームに相談するといった事例が数件ありました。 

 

○委員長 

 認知症施策についても次回以降引き続き検討していきたいと思います。 

 

４．報告・その他 

（１）多職種連携研修について 

 

～事務局より資料５に沿って説明～ 

 

（２）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について 

 

  ～事務局より資料６に沿って説明～ 

 



○委員長 

 認知症サポーター養成講座は参加したことがないのですがどのような内容になっていま

すか？ 

 

○委員 

 認知症の知識を身に付けたり、身近にいる認知症の方の対応の方法といったことを学び

ます。 

 

○委員長 

 それは、早期発見早期受診ということが目的なのか、それとも認知症の家族等の対応の

仕方を学ぶ所なのか？ 

 

○委員 

 市民が参加する場合は、家族が認知症になった時にどのように対応するかということを

聞かれる場合が多いです。それ以外にも見守りとして地域で声掛けをしていただくようお願

いもしています。 

 

○委員長 

 声掛け体験会というのは実際に徘徊している人に声掛けをするのですか？ 

 

○事務局 

 接し方を講義した上でロールプレイングをします。地域包括支援センターに通報して迎

えに来てもらうまでを演習しました。 

 

５．閉会 

 

○事務局 

 本日も長時間ありがとうございました。 

 

 


