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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和元年度 第１回医療・介護連携推進委員会 

開 催 日 時 令和元年７月３１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、     

牧野賢嗣委員、萩原明委員、宮本宗和委員、望月清隆委員、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、

中島文亜認知症支援コーディネーター 

 

（市事務局）花田健康福祉部次長、津田健康増進課長、江川介護保険課長、

清水保険年金課長、小澤健康増進課長補佐、小池健康増進課長補佐、國友健

康寿命推進係長、菅野医療費適正化担当主査、古屋主任保健師、髙橋郁主任

保健師、髙橋素世主任保健師、木原主任 

 

●欠席者：大須賀一洋委員、中村愛委員 

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）令和元年度の医療・介護連携推進委員会の開催について 

（２）医療・介護の連携の仕組みづくりについて検討 

（３）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 報告・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 古屋・髙橋 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３１３９） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 
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会  議  経  過  

１．開会 

 中村委員から欠席のご連絡を頂いておりますが、委員会の成立につきましては、過半数以上

の出席を頂いておりますので本委員会は成立しておりますので開催します。 

 

２．挨拶 

健康福祉部次長より挨拶 

 

○委員長 

傍聴希望者がいらっしゃいませんので、このまま進行させていただきます。 

これより、令和元年度第１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）令和元年度の医療・介護連携推進委員会の開催について 

 事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 

在宅医療・介護連携推進事業の平成３０年度取組みと令和元年度予定についてご説明

します。 

資料１協議会規則をご覧ください。２ページ目第７条第１項に地域包括ケア推進協議会の専

門部会として医療・介護連携推進委員会を置くこととなっております。これに基づき委員会を

開催し第２項の医療・介護の連携の仕組みづくりに関することなど４つの事項について、調査、

検討し、地域包括ケア推進協議会に報告するものでございます。構成委員は第３項のとおり、

１７名以内としております。資料２と資料１０の委員会名簿でございますので後程ご覧くださ

い。規則については以上です。資料３をご覧ください。委員会の今年度の開催予定でございま

す。内容につきましては規則の当委員会での所掌する４つの事項についてでございます。委員

会の開催回数は３回を予定しており、本年３月に開催した委員会にて３０年度の取組と今年度

の予定を再度お示しし、この４カ月での各取組状況を説明いたします。第２回では各取組状況

の説明、第３回では令和元年度の取組結果と令和２年度の取組予定をお示しし、ご意見等頂戴

できればと考えております。概ねこの予定で考えております。説明といたしましては以上でご

ざいます。 
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○委員長 

いまの報告について、質問があるかたはいますか。いなければ続いて報告をお願いします。 

 

○事務局 

２．在宅医療・介護連携推進事業の平成３０年度の取組と令和元年度予定につきましては平成

３１年３月に開催いたしました医療・介護連携推進委員会にてご承認いただきましたので、こ

の場では令和元年度の４カ月の短い期間ではございますが、現状での主な動きを中心にご説明

いたします。 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握につきまして、平成３０年度に医療・介護について別々

の冊子であった医療機関情報などをひとつにまとめ、「医療機関・介護事業所案内」としてホー

ムページ等に掲載する準備を行い、９月中を目途に公開する予定でございます。詳細につきま

してはこの後の議題でご説明いたします。 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討につきましては、令和元年度も、当

委員会で課題を抽出し、医療・介護の連携の仕組みづくり、在宅医療の推進、認知症施策の推

進等について協議を継続することとなっております。また、今年度から在宅療養支援窓口の担

当者、基幹型地域包括支援センター、市の担当者で会議を設け、課題検討し、必要な事項につ

いて委員会にお諮りしながら進めることとしております。情報共有、意見交換については、こ

れまでは各地域包括支援センターのリーダー職員が集まって行うことが中心でしたが、在宅支

援窓口会議を設置し、各地域包括支援センターの窓口担当者も交えての情報共有を図っていま

す。今年度からの新しい動きでございます。担当者会議で出た意見等の議論を当委員会で深め

てまいります。 

（ウ）切れ目ない在宅医療・介護の提供体制の構築推進につきましては、在宅診療医と訪問

看護師との連携及び訪問看護の活用を進めるため、多職種の顔の見える関係づくり、連携強化、

訪問看護師の活用の推進を図ることなどを行っています。そのひとつとして、７月１１日に多

職種連携研修会を開催し、「在宅における薬剤師の役割について」をテーマに、薬剤師の先生が

たに講義と症例紹介を行っていただき、参加者同士のグループワークを行いました。その詳細

は後ほど「第１回多職種連携研修会の取組み 資料７」にてご説明させていただきます。その

他に、医師、歯科医師、訪問看護師、病院相談員（ＭＳＷ）を交えての研修会を行うことを予

定しております。また（エ）医療・介護関係者の情報共有支援は、今年度も東村山市医師会が

中心となってミーティング・研修を実施し、ＩＣＴ活用や多職種連携を図るものでございます。 

（エ）医療・介護関係者の情報共有支援につきましては、（ア）の医療機関等の情報、（ウ）

の多職種連携研修会の開催で申し上げました通りでございます。 
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（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援につきましては、資料６の在宅療養支援窓口に

おける相談実績で詳細な説明といたしますので、割愛させていただきますが、在宅療養支援窓

口と助言担当医、歯科医師、薬剤師が連携して医学的見地からの助言をいただいておりますの

で、引き続き、市民や多職種に周知も行ってまいります。 

（カ）医療・介護の関係者の研修につきましては、後段にある多職種連携研修の議題と重複

いたしますので説明は割愛いたします。 

（キ）地域住民への普及・啓発につきましては、（ア）で申し上げました通り、９月中を目途

に医療・介護の機関等の情報一覧を「医療機関・介護事業所案内」として公表する予定でござ

います。また、昨年度に引き続き、市民健康のつどいにて在宅療養相談のコーナーを設け、三

師会と地域包括支援センターの協力のもと、医療・介護の展示と相談を行う予定でおります。 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係区市町村の連携につきましては、保健所が昨年度改

訂した「ケアマネジャーからの地域連携情報シート」の活用状況を把握し、ケアマネジャーに

対しての周知を継続して行ってまいります。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただいま事務局から取組み状況・予定の報告がありました。皆さまよろしいでしょうか。そ

れでは、次に移ります。 

 

地域の医療・介護資源の把握について、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。委員会では、地域の医療・介護情報の把握を継続して取り組むこと

が、課題となっており、これまでは、医療と介護の冊子は、別々の情報となっていましたので、

今年度に、一つにまとめた冊子を発行することを目指しまして、現在取り組んでおります。 

市民の皆さまにとって、住み慣れた東村山で安心した暮らしが継続できるように、医療と介

護の両側面が一つの冊子でわかるものとなっております。さらに、関係職種の連携のためにも、

活用できるものと考えております。作成にあたりましては、医療情報の提供は医師会・歯科医

師会・薬剤師会のご協力をいただいております。 

市内の介護事業者情報については、基幹型地域包括支援センターを中心に、事業者連絡会と

の連携を図り、情報収集していただきました。完成品ではございませんので、おおよそのイメ

ージとしてご覧ください。２ページ目には医療機関一覧があり、３ぺージには、「在宅医療（訪

問診療）を行っている医療機関」がございます。 
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昨年の１０月に一度発行し、健康のつどいなどで在宅医療のＰＲに活用していましたが、今

回お示ししたものはそれを更新したものとなります。市内５カ所のエリアそれぞれに、２４時

間体制で連絡を受けられる在宅療養支援診療所と病院があることが特徴です。また、公表され

ておりませんが、通院中のかたが来院出来なくなった場合に、訪問診療をおこなっていただけ

る医院やクリニックが市内に１１カ所あると聞いております。まずは、主治医にご相談いただ

くことをおすすめしていますが、他院をご紹介いただける場合もありますし、医療と介護につ

いてお困りのことは地域包括支援センターにある「在宅療養支援窓口」に、ご相談をいただく

ように案内を強化しています。 

４ページの医療機関情報には、診療科目を掲載いたしております。 

５ページは歯科診療所の一覧です。市民のかたが訪問歯科診療を希望されて、かかりつけ歯

科医による治療ではない場合もあります。その場合は各地域包括支援センターにご相談いただ

くと、助言担当歯科医と連携し、訪問歯科診療等の対応をさせていただくことになっておりま

す。 

６ぺージは歯科の診療情報のご案内です。からだの不自由なかたが、診療を受けやすいよう

に、施設情報を歯科医師会で独自に調査をされた内容となっております。 

７ページは在宅訪問可能薬局の一覧です。日頃から東村山市薬剤師会・東京都薬剤師会のホ

ームページに掲載されている情報と伺っております。医療情報については以上です。 

９ページは介護事業所案内です。職種ごとに検索できるよう、左上に職種を記載しています。 

１０ページはデイサービスのご案内ですが、事業所名の右側には、ご利用者様向けのご案内

に必要な「事業対象者」などの表示が入っているのが特徴となります。 

１１ページは訪問看護・訪問リハ・通所リハの情報で、１２ページは「東村山市介護保険・

高齢者施設マップ」となっております。 

日頃から市の窓口や地域包括支援センターで配布しているものですが、こちらは視覚的にも

施設の位置情報が把握できるものとなっております。冊子は市の窓口や、地域包括支援センタ

ーの「在宅療養支援窓口」でも配布し、あわせて、市のホームページでも周知を行います。今

後、年１回の改訂を予定しております。発行に携わっていただいている三師会の委員・各事業

者連絡会の委員、基幹型地域包括支援センターの委員のかたもいらっしゃいますので、補足が

ありましたらお願いします。説明は以上です。 

 

○委員 

 介護施設に関してはひとつひとつ大きく掲載されているのに対して、病院に関しては名前と

電話番号が掲載されているだけに留まってしまっています。その点、歯科の情報は施設情報な
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どしっかりされているので、参考にしていかなければいけないと思いました。 

 

○委員長 

 薬剤師会のかたはいかがでしょうか。 

 

○委員 

 薬剤師会も以前から作成してきましたがなかなか分かりやすい物をつくるのが難しかったで

すが先々は歯科医師会さんのよう内容のものを作っていきたいです。 

 

○委員長 

 新規の介護支援事業所については、市は全て把握できていますか。 

 

○事務局 

地域密着や市が指定しているものについては把握していますが、事業者連絡会に加入してい

ないと、把握は困難です。 

                                                      

○委員 

薬剤師会のかたは窓口開設日を入れてもらっているのが親切だと思いました。医療機関、歯

科診療所のほうも、診療日と休診日を入れてもらいたい。また、地域包括支援センターがどこ

まで対応できるかという話もでてくる。休日夜間などの２４時間相談対応をできるかを検討し

てほしい。 

 

○事務局 

 在宅支援窓口及び地域包括支援センターが行ってきましたが、基本的に１人しかしないので

２４時間対応となることが難しいと考えています。今２４時間体制ではないですが、健康増進

課の保健師が、子供の場合子育て支援課の保健師などが対応をしてまいりました。市だけで２

４時間体制の構築は難しいので、先ほどの委員からお話があった「ひまわり」の活用をおすす

めしています。 

 

○委員 

 ２４時間電話対応できるのは実際には半分くらいだと認識している。 
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○事務局 

 市内の在宅支援診療所に関しては、全て２４時間対応はできていると認識しております。た

だ、在宅支援診療所が対応できるのは、すでに在宅支援診療所と定期巡回契約をしているかた

のみで、新規の人が夜間などに電話をしても対応が出来ないことがあります。他の市でもこの

ような体制であると認識しております。ですので、２４時間対応サービスを受けたいかたにつ

いては、訪問看護や定期巡回契約を受けていただくことがよろしいかと考えております。 

 

○委員 

 資料の冊子を頂いても無くしてしまうことがあるので、ＨＰなどにＰＤＦを見られるように

していただけると助かります。 

 

○事務局 

 資料を市のホームページにアップロードを予定しております。冊子は市の窓口及び各地域包

括支援センターにてお配りいたします。 

 

○委員 

 また資料の更新をお願いします。次回はいつ更新予定でしょうか。 

 

○事務局 

 年度の早い時期を考えております。 

 

○委員長 

 他に要望がありますか。 

 

○委員 

 デイサービスセンターやヘルパーステーションなどで、要支援でない非該当の人達が使える

サービスの情報は掲載しないのでしょうか。認定調査で要支援であった人が非該当になった場

合にケアマネジャーなどがそのかたがたの行先を把握しているのか心配です。私は施設連絡会

で、軽費老人ホームや通所介護サービスや養護老人ホームの情報共有をしています。軽費老人

ホームは２か所、通所介護サービスは４か所、特別養護老人ホームは何箇所かありますが、市

で空きをどれくらい把握されているのかを知りたいです。西多摩特養ガイドなどが出来ており

ますし、そういう情報提供をしていくことが重要であると考えています。市民として知りたい
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のはどのくらい待てば入所できるのかというところだと思います。話が少しそれますが７月の

中ごろ、厚生労働省からの通知があり、養護老人ホームの２０％を契約施設にしてよいとのこ

とで、対象者は介護保険使用者などとなっておりますが、詳細がまだわかっていないので検討

課題となっております。 

 

○委員長 

 特養の入所待ちは１年もあるとかなり長いですよね。早急な対応が求められているはずです。 

 

○事務局 

 特別養護老人ホームの入所については、直接各施設に申込をしてもらっているので、各施設

から名簿をもらって入所待ちを調べています。ただ、施設ごとに名簿があるので集計に手間が

かかりますが、議会などで待機の数のお答えはできたものの、すぐにお見せすることは難しい

です。ただ、入所要件が要介護３以上になってからは、入所されるまでの期間が短くなってい

ると各施設より聞いています。 

 

○委員 

 ある施設では５０名以上亡くなっており、入所１年未満の人の半数以上が看取りで亡くなっ

ております。特養を今以上に増やすことも検討していかないといけないのではと思います。 

 

○委員長 

 それでは、事務局より在宅療養支援窓口における相談、在宅医療・介護連携推進事業につい

て報告をお願いします。 

 

○事務局 

在宅療養支援窓口における相談、在宅医療・介護連携推進事業取組みについて、事務局より

説明させていただきます。 

資料６をご覧ください。平成３０年度の在宅療養支援窓口の保健・医療相談の実績は、延べ

件数で、合計３，１１５件、月２５０件～２９０件、月平均は２５９．６件でした。 

そのうち、在宅療養支援窓口から、在宅医療連携推進事業で助言担当医師、歯科医師、薬剤師

に個別の助言や訪問、地域ケア会議等への出席等を依頼したのは、下段の表のとおりです。 

相談窓口との電話・面接相談の利用は、医師１０１件、歯科医師２７件（そのうち、かかりつ

け歯科医の紹介は４件）薬剤師３０件と一番多く、助言をいただくことで方針の検討や支援に



 9 / 19 

つながっています。また、書面等による情報提供では医療的な助言が困難と判断した場合は面

談相談や訪問相談も行っています。連携の内容についてですが、在宅療養推進事業の相談の対

象者の状況は、男女比はほぼ同率で、年代別では７５歳以上が７７％を占めています。 

適切な医療に繋がっていないかたが多く、そのため介護保険の未申請や認定を受けていても

サービス利用に繋がっていないかたの相談が半数以上を占めています。相談内容としては対象

者ひとりの相談内容が複数の項目にわたっています。延べ件数で、医師への相談は、医療に関

する相談（疾病・治療等）１０件 受診・受療支援に関する相談６件・診立て（医療の必要性・

今後の見通し等）８件の３項目をあわせた相談が多く、次いで、サービス利用支援に関する相

談が多くなっています。また、助言歯科医への相談では、口腔内の炎症や義歯のトラブルによ

り食事の摂取が困難となったかたへの対応や、かかりつけ医の紹介につながったかたもいらっ

しゃいました。薬剤師への相談では服薬内容の相談、事例で申し上げますと、向精神薬に関す

る相談などがあり、ご対応頂きました。資料６の裏面をご覧ください。今年度の４月から６月

の在宅療養支援窓口の保健・医療相談の実績は、延べ件数で、合計１，００４件、月平均は３

３４．７件と平成３０年度の同時期より利用が増加しています。窓口の周知は、事業者連絡会

や地域ケア会議等での説明、健康のつどいでのＰＲ等行っていますが、専門職からもどのよう

な時に利用できるのかわからない等の声が地域包括支援センターにあったため、令和元年度は、

関係者向け、市民向けの案内チラシを作成し、周知の強化に努めてまいります。在宅医療コー

ディネーターの委員から補足をお願い致します。 

 

○委員 

今年度が始まり約４か月が経ちました。これまでにあった相談の一部を報告します。 

はじめに助言担当医に繋がった事例です。昨年度から地域包括支援センターが関わっ

ていましたが、今年度になり急激に認知機能の低下がみられ、それに伴いアルコールの

大量摂取や栄養状態の不安定さが出てきたため、かかりつけ医の受診を強く勧めまし

た。しかし、受診が困難であったため、助言担当医に往診の依頼及び相談をしました。 

助言担当医に相談した内容としては、①今後の医療的なかかわり方などのアドバイス

②精神科・内科などどこを受診すべきか③入院は必要かの３点です。往診時に長谷川式

認知症スケールを実施し、医師から本人へ検査を勧めていただきました。まずは助言担

当医のクリニックを受診し、必要があれば大きな病院で検査を行うことを勧めると、医

師からの勧めということもあったのか、受診につながったというケースでした。 

次に、助言担当薬剤師のケースです。ケアマネジャーから地域包括支援センターへ相談

があり、在宅療養窓口業務として助言担当薬剤師を紹介したケースです。 
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東村山市から都心に通院、認知症等の診断はないが、以前より薬の管理を忘れること

があるという申告があるかたですが、今年度に入り１か月分以上の残薬が確認されたこ

とから、処方薬の自己中断が判明し、かかりつけ薬局での残薬整理を進めると、遠方の

為相談は難しいことと、体調と薬の管理の観点から訪問看護の必要性を説明しても、今

は自分でできている為必要ないと断られていると、対応に苦慮するケアマネジャーから

地域包括支援センターに相談が入ったという事例です。その後、ケアマネジャー・地域包

括支援センター支援センター職員・助言担当薬剤師にて訪問し、薬の管理の確認を行い

ました。ご本人と、お薬手帳から残薬が２か月分以上あることを確認し、都内の病院で

発行された処方箋を持ち帰ってくることで、自宅に薬剤師が訪問し、一包化して調剤を

行うことが可能であると提案いたしました。何度かやり取りをする中で納得していただ

き、次回受診時には受診当日に薬剤師が訪問し、一包化による調剤を行ったところ、大

変喜ばれ、その後お薬カレンダーの利用につながり、今後は一か所の薬局で支援するこ

ととなりました。ご本人から薬についての質問が多く、何度も薬剤師と接触することで

信頼関係の構築に成功したものと推察される事例でした。 

最後に助言担当歯科医師の事例です。義歯の具合が悪いため訪問歯科の紹介を希望さ

れるご家族に対し、在宅療養支援窓口として助言担当歯科医師を紹介し、担当ケアマネ

ジャーへも情報提供を行っています。当初、市へ相談があったため、市から地域包括支

援センターを紹介し、地域包括支援センターでは在宅療養支援窓口機能を活用し助言担当

歯科医師へ依頼を行ったというものです。 

報告は以上です。 

 

○委員長 

本日は三師会から助言担当の先生が出席されていますが、何かご意見ございません

か？ 

 

○委員 

 地域包括支援センターのスタッフのみで解決できる問題も多いと思いますが、今の報

告などを聞くと、とても良いことだと思いますので、今後も困ったときには積極的に相

談できる体制が出来ればと思います。 

  

○委員 

 在宅のかたの場合、既にかかりつけ歯科医があるかたもいると思いますが、今回の報
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告のような機会を通じても、歯科医とつながることが出来ればと思います。 

 

○委員 

 口腔のトラブルは様々なケースがあり、今回のような義歯のトラブルといったケース

以外に、例えば転倒などにより前歯が折れてしまうといったケースなど、突然発生する

ケースもあります。昨年度そのようなケースの際には助言担当歯科医に診察していただ

いたと聞いています。在宅の中で重要な役割を担っていただいており、地域包括支援セ

ンターとしてもありがたい存在であると感じています。 

  

○委員長 

 本人や家族からの相談と、ケアマネジャーなどの医療・介護関係者からの相談とどち

らが多いのですか？ 

 

○委員 

 どちらもありまして、今回はご家族からの相談でしたが、ケアマネジャーからの相談

もあり、今年に入ってからは後者が増えている印象です。 

 

○委員 

 訪問歯科ですと、練馬区や立川市など遠方から来ている歯科医もいらっしゃいます。 

  

○委員 

 歯科では訪問診療に特化した法人があるようで、訪問可能エリアや診療時間を広くと

っているようですが、訪問診療に特化しており、地域の歯科医師会に入会をしていない

ため、実態がなかなかつかめておりません。 

 

○委員 

 先日北多摩５市の医師会会長、歯科医師会会長とお会いした際に同様の話題になりま

して、他市でも医師会、歯科医師会に入会していない医師が地域に診療に訪れている場

合も多くあると伺っております。同様に実情について把握が難しそうです。 

薬剤師会はいかがですか？ 

 

○委員 
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 薬剤師は、患者のご家庭での服薬管理の様子などが、なかなか把握できないことか

ら、そのような場合は地域包括支援センターから相談があると、患者の自宅を訪問し実

際の服薬の様子を確認するなど、家庭に入っていくことができ、より服薬に関して協力

できると考えますので、今後もぜひ連携していただければ助かります。 

 

○委員 

 薬の管理というのは、家族がいるケースでは比較的関わりやすいと思いますが、家族

でも難しいこともあると考えます。家族が努力して服薬管理を行っている事例で、一包

化することで家族の負担を軽減できると感じていても、ご家族から「大丈夫です。」と

断られてしまい、もう少し相談してくれても良いのに、と感じる場合もあります。また

高齢の夫婦２人暮らしなどの場合、必要なものを拾い上げるということが現場ではなか

なか難しいので、このように連携をしていると、このかたにはもっと介入した方が良い

のだな、ということがわかり、そのような事例がだんだん増えてきたな、という印象が

あります。 

 

○委員 

 先ほどの訪問歯科の件数が減少したというお話に関して、これは地域包括支援センタ

ーとして周知の必要性があるのではないかと感じました。新任のケアマネジャーが増え

るような時期があり、そのような時期には地域ケア会議の際などに、ケアマネジャーに

対し積極的に在宅療養支援窓口や助言担当歯科医制度など制度の案内をするようにし

ていましたが、最近では助言担当歯科医について、多職間の認知が進んできましたが、

今後も、積極的に周知に努めようと思います。 

 

○事務局 

 この件について補足いたします。これまでの歯科医療連携推進事業の取組の中で、ケ

アマネジャーと地域の在宅医療を行っている歯科医とでつながりがある場合などもあ

り、そのような場合にはケアマネジャーから直接歯科医の訪問診療の依頼をしていると

聞いたことがあります。そういった場合など、件数には表れないこともあると考えられ

ます。 

 

○委員長 

なかなか数字に表れない部分もあるということですね。 
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○委員 

 かかりつけ医の紹介のなかで、かかりつけ歯科医の紹介は件数がでていますが、かか

りつけ医の紹介がありません。典型的な例としては急性期の病院へ搬送されたかたが退

院する際、かかりつけ医を持たないかたに対して退院支援として在宅診療を行う医院を

紹介するということが一般的にかなりあると考えられますが、在宅医療・介護連携推進

事業のなかでは、そういったことは行わないということでしょうか、それとも件数が０

件ということでしょうか？ 

 

○委員 

 遠方の大学病院やがんセンターなどの医療相談員や退院支援看護師から問い合わせ

があり、お答えすることがありますが、かなりあるというほどではないため、そのよう

な場合をかかりつけ医紹介件数としてカウントしてはおりません。高齢のかたの場合、

比較的近隣の公立昭和病院や防衛医科大学病院などから退院されるかたが多く、近隣の

病院の場合、地域包括支援センターに問い合わせるまでもなく既に近隣の医院の情報を

お持ちの為、遠方の大病院からの問い合わせが時折発生する程度であると考えられま

す。 

 

○委員長 

では次に移ります。 

 

第１回多職種連携研修会の取組 

 

○委員 

 今年度１回目の委員会ですので、あらためて目的等をお話ししながら進めてまいりま

す。先程市からの報告にもありましたが、医療・介護連携推進事業の事業項目において

多職種連携研修会が位置づけられています。市と基幹型地域包括支援センター協働で実

施しており、今年度１回目のように薬剤師会に直接お声掛けすることもございます。 

 研修会の目的としては、医療・介護の専門領域の心理的ギャップを埋めること、専門

職同士の役割の理解を進め、ケアの質の向上に結びつけることとなっております。 

 資料７をご覧ください。第１回多職種連携研修会第１回目の参加申し込み者は１１２

名です。当日の参加やキャンセルをされるかたがおりますので、実際の参加者数の把握
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は困難なため、集計可能な範囲でご報告いたします。実施内容は「在宅における薬剤師

の役割」ということで、薬剤師会の協力を得て、開催いたしました。各圏域の在宅支援

療養窓口の助言担当薬剤師に症例を報告していただき、それを踏まえグループワークを

行いました。参加者からは、「薬剤師が在宅でどのような支援を行っているのか理解出

来た」「どのようなことを相談すればよいのか理解できた」という意見が多数ありまし

た。グループワークの時間をもう少し多くとりたかったので、時間配分については再度

検討し実施していきます。アンケートについては、資料をご覧いただければと思います

が、６項目実施いたしました。結果としては、おおむね研修会の内容を理解していただ

けたことや、新規で参加された薬剤師の先生が多かったというような傾向がわかりまし

た。他には、⑤各職種の役割を知っていますか？⑥各職種と連携していますか？という

項目を設けましたが、⑤専門職の役割を理解しているか？よりも⑥連携しているか？の

項目でＹＥＳの回答が多いという結果が一部の専門職ではみられ、専門職の役割を理解

していない可能性があるにもかかわらず、普段連携を取っている職種があるという実態

がわかりました。今年度は各職種の役割に着目しているので、少しでも職種の理解に偏

りがなくなり、連携が行いやすくなるよう、焦点を当てて研修会を重ねていきたいと考

えております。次回は歯科医師会のご協力を得たいと考えておりますし、薬剤師会とも

また企画をできればと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。報告は以

上です。 

 

○委員長 

 何か補足はありますか？ 

 

○委員 

 薬剤師会としては、以前からこういった多職種連携研修会があるということは知って

いたのですが、午後６時まで営業をしている店舗も多数あることや、営業時間終了後も

業務があることなどから時間的に出席が難しいことが多く、今回は研修会開始時刻を午

後７時からと遅らせていただいたことで、多数の出席ができたと思います。様々な意見

を聞くことができ、また直接様々な話を聞くことができたことは興味深かったと思いま

す。グループワークに関しては、もう少し時間を多くとって話ができれば面白かったの

ではないかと思います。 

 

○委員 
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 盛況でよかったです。何度か参加しましたが薬剤師に焦点を当てた回はなかったかと

思いますので、そのような回があることは良いと思います。 

 

○委員 

 ケアマネジャーから、薬剤師とこのように連携ができるのか、と言った意見を多数聞

きましたので、お互いの理解が進んだのではないかと思います。 

 

○委員長 

 では次に移ります。事務局より説明をお願いします。 

 

（３）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 

 

○事務局 

 資料８をご覧ください。 

平成３０年度４月～３月末までに、認知症支援コーディネーターが対応したケース数は、新

規２３件（延べ１０６件）、新規・継続合わせて訪問したケースは２７件（延べ７１件）です。

相談者で最も多いのは、ケアマネジャーで、ついで地域包括支援センターや医療機関・家族親

族となっています。相談内容としては、医療機関の受診受領に関する相談が最も多く、介護保

険サービスに関するもの、権利擁護に関する支援が多くなっています。相談の連携先としては、

地域包括支援センターが最も多く、次いでケアマネジャー、医療機関となっています。認知症

初期集中支援チームにつないだのは延べ２１件、そのすべてが事前カンファレンスを行ってい

ます。そのうち、訪問支援に至ったケースは１件、その後事後カンファレンスを行ったのは２

件となります。相談の内容としては、行動心理症状に関する相談が多く、事前カンファレンス

後の対応としては、受診や介護保険サービス導入に関するアドバイスがほとんどです。東村山

市における初期集中支援チームは、他市で行われているような市民から直接相談を受けるパタ

ーンではなく、ケアマネジャーや地域包括支援センターが対応に困った事例をまず認知症支援

コーディネーターに相談するところから始まります。そこで相談者と認知症支援コーディネー

ターで事例を整理し対応を考えます。大きく分けると次のようになります。まず、スピーディ

ーに動く必要のある事例です。具体的には、生命の危険があり介護者の負担が大きく、緊急の

対応が必要となっているケースです。 

次に、在宅療養支援窓口の助言担当医に訪問を依頼する必要がある事例は、先ほどの委員がご

紹介されたような事例で、本人の専門医受診が難しい場合については、各地域包括支援センタ
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ーに設置されている身近な助言担当医の協力を得て、訪問に行っていただくこともあります。

最後に、認知症初期集中支援チームで検討するケースです。 

 これ以外にも、相談に来た地域包括支援センター職員やケアマネジャーから、直接多摩あお

ば病院に相談してもらうこともあります。他市と東村山市の違いとして、地域包括支援センタ

ーができた当初から働いている職員が各地域包括支援センターに１～２人ずつおり、経験が豊

富で地域の資源とのパイプがあり、認知症支援コーディネーターまで相談に至らないこともあ

る（こうしようと思っているけど、これでいいよね？という確認で済むことも多い）。また、多

摩あおば病院が相談しやすいので、地域包括支援センター職員やケアマネジャーが気軽に相談

できる体制になっていることも大きいと感じています。認知症支援コーディネーターの活動実

数や認知症初期集中支援チームの活動実数としては少ないかもしれませんが、質的には十分担

保されていると考えています。現在、市と認知症支援コーディネーターでアンケート調査やケ

ースのふりかえり調査等を実施し、この体制で不足がないかどうかを分析し、より良い体制を

構築するための検討を実施していく予定ではありますが、現状としては以上のとおりです。 

 

○委員長 

困難事例について、具体的にどのように困難であったかお話を聞けますか。 

                                                      

〇委員  

直接、病院に相談に来る人も多い中で、地域包括支援センターで抱えている医療相談に結び

つかないかたたちをどのようなサポートをできるかというのが認知症初期集中支援チームの発

足での始まりでありました。実際のところ、家族のかたたちが困って病院に来るときは、すで

に病院に入院をすることを前提に考えていることが多く、困難の度合いや病状の激しさという

よりは、病院に入院しないといけないという困難さがあります。例えば、奥さんに頭を殴られ

て入院した旦那さんなど、事件がらみのような措置入院ということもありました。他の市とは

違うかもしれないですが、私たちの病院は緊急対応というのが前提となっているという点と、

認知症疾患医療センターであるということです。認知症疾患医療センターの医師が認知症初期

集中支援チームに所属しているが、なかなか機会を設けることが難しかったので、定期的に第

４木曜日という日を設けて、タイミングが合う人に対しては家族などを含めて、ケア会議のよ

うなかたちで開催しています。そのなかで、難しい人は医療相談という形で直接相談すること

もありました。ある家族の中で、連れてきたご家族のかたが認知症になっていたということが

わかり、つながりをもてたというケースも少なからずありました。暴力沙汰というのはあまり

ないですが、頑固に受診しないという人や家族の仲が崩れてしまっている人はいました。しか
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し、ケアマネジャーのかたがたが支えてくださっていて、信頼関係を構築してくれていたおか

げで、「何とか連れてきて」とお願いをすれば、受診に結びついてきたので、本当に困難であっ

たというのは今までなかったのかもしれません。 

これから、困難事例も出てくるかもしれないですが、今のところは相談で留まっています。 

 

〇委員長 

次に移ります。事務局より説明をお願いします。 

 

「認知症サポーター養成講座等の予定」について 

 

○事務局 

それで事務局より、今年度の認知症サポーター養成講座等の予定について、ご報告させてい

ただきます。資料９をご覧ください。 

昨年度の実績について報告いたします。養成講座は１９回で養成された認知症サポーターの

人数は６９６人となりました。各地域包括支援センター圏域で行う認知症サポーター養成講座

は平成１８年度より１２年間実施してきましたが、養成された認知症サポーターの人数は６，

５００人を超える数になりました。認知症サポーター養成講座とセットで行ってきました認知

症サポーターフォローアップ講座声かけ体験会については、平成３０年度は８９名のかたに参

加いただきました。次に資料９の２ページ目に移ります。各地域包括支援センター圏域での令

和元年度認知症サポーター養成講座の９回を予定しております。次に資料９の３ページに移り

ます。認知症サポーターフォローアップ講座声かけ体験会は、今年度は６回を予定しておりま

す。また、当市では平成２７年度より超高齢化社会の担い手となる子供たちに向けて、高齢者

や認知症を理解してもらうために、市内小学校５年生以上を対象とした小学校認知症サポータ

ー養成講座を行っており、今年度は４回の実施予定となっております。 

また、認知症サポーター養成講座及びフォローアップ講座とは別の講座として、認知症を知

ってもらうために（仮称）ではありますが徘徊模擬訓練を１１月２５日に実施する予定でござ

います。内容といたしましては、昨年度と同様に行方不明高齢者等捜索メールを活用いたしま

して、認知症役のかたに声をかけてもらう体験を、今年度は東村山駅西口にある企業のご協力

をいただき実施する予定でございます。この訓練に協力していただいた企業の皆さまには、現

在作成中の認知症サポーターステッカーをお渡しする予定です。今年度の模擬訓練ですが、認

知症サポーターで構成されたワーキングチームの「とも・にんＷＴ」のメンバーの皆さまと意

見交換を定期的に行い実施するものですが、認知症について先に知っておいた方が、養成講座
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がさらに分かりやすいのではないかと、ご意見をいただいたことから、今年度の模擬訓練は認

知症サポーター養成講座を受講したあと行います。また、模擬訓練を仮称としております。徘

徊という名称の使用は好ましくないとのご意見があったので、正式な名称はワーキングチーム

からの意見を取り入れて決定したいと考えております。 

資料にございませんが、平成３０年３月より開始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。令和元年７月３０日までの時点の登録者数ですが、一般のかた２３

４件、事業者３９件、合計２７３件が確認されております。１年前の同時期で３．５倍となり、

少しずつ登録件数が伸びてきているところであります。広報についてですが、市報や認知症サ

ポーター養成講座などで周知を行ってまいりましたが、今年度の新たな取組といたしましては、

小学校認知症サポーター養成講座を受講した児童の保護者向けに東村山市の見守り事業を周知

するチラシを作りまして、その中に登録を呼びかけるという広報を考えております。周知を行

うたびに登録が伸びている印象を受けております。まだまだ登録者数が足りていないと考えて

おりますので、引き続き広報を行ってまいりたいと考えております。 

（昨年度時点） 

 

〇委員長  

何か質問、意見ありますか？  

 

○委員 

うちの病院の患者さんについて、メール配信１件が入りました。病院のスタッフたちと探し

に行ったが見つかりませんでした。結局のところ、お昼には見つかっていたとのことであるが、

メール配信が来たのは３時半くらいであったので、ずっと探していたということがありました。

もう少し早く配信されるようにできないでしょうか。 

 

○事務局 

配信につきましては、こちらに情報が入った時点で行っており、このケースの件でも実際に

私の耳に入ったのが配信する直前でしたので、情報入った時間である程度差があることをご理

解いただければと思います。 

 

○委員長 

 ＱＲコードをつけて探すというサービスもあるみたいです。 
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○委員 

 うちの患者さんは、そういうものを着けても外してしまうので、靴底にＧＰＳを着けて追い

かけています。 

 

○委員長 

 それでは他に何かありますか。 

 

○委員 

 白梅学園大学小平学・まちづくり研究所主催のシンポジウムを医師会と東村山市で開催され

ることになり、１月１１日午後に中央公民館のホールにて行います。人生の最終段階をどう迎

えるかというメインテーマで、看取りの体制づくりと市民の意識の啓発を目指しています。以

前昨年の２月に小平市で開催した際に、全国的にも在宅看取りのパイオニアである山崎章雄先

生を中心として、遺族のかたに出ていただきました。また、全国在宅療養支援診療所連絡会の

会長である新田國夫先生にも出ていただき３５０名の市民が集まりました。 

これを受けて国立では市がやろうということもあり、同様に行ったところこちらは１５０名ほ

ど集まりました。病院で最後を迎えられる人も少なっていく中、在宅については市民の関心も

非常に高くなっており、次回は遺族のかた２人にも出てもらい、黒田会長、磯部先生、新田先

生にもご出席いただけるシンポジウムとなっておりますので、ぜひ皆さまにご協力いただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○委員長 

 その他、事務局からありますか。ないようですので、終わります。皆さまお疲れ様でした。 

 

 

 

 


