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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和元年度 第２回医療・介護連携推進委員会 

開 催 日 時 令和元年１１月１４日 午後７時００分～午後８時００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、牧野賢嗣委員、萩原明委

員、宮本宗和委員、望月清隆委員、鈴木結衣委員、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、中島文亜委員 

 

（市事務局）花田健康福祉部次長、【健康増進課】小澤課長補佐、小池課長補

佐、國友健康寿命推進係長、古屋主任保健師、髙橋郁主任保健師、髙橋素世

主任保健師、檜主任、木原主任【介護保険課】江川課長【保険年金課】清水

課長、菅野医療費適正化担当主査 

 

●欠席者：高橋秀明委員、山路憲夫委員、戸部牧子委員 

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 委嘱状の交付 

３ 新任委員自己紹介 

４ 挨拶 

５ 会議の公開と「傍聴に関する定め」について 

６ 議題 

（１）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 

・「認知症高齢者等保護情報共有サービス」について 

７ 報告・その他 

・医療機関・介護事業所案内（完成版案）について 

８ 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 

会  議  経  過  
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１．開会 

 〇事務局 

   「令和元年度第２回医療・介護連携推進委員会」を開会いたします。 

２．委嘱状交付 

   新任委員２名（内１名は欠席） 

３．新任委員自己紹介 

〇事務局 

それでは、新委員よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

〇委員 

病院の異動に伴って、委員となりました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

４．挨拶 

〇事務局 

委員就任のご承諾いただきまして誠にありがとうございました。本日の議題ですが、東

村山市の第７期地域包括ケア推進ケア計画にも謳われておりますとおり、本委員会におい

て、認知症施策の課題の洗い出しと対応策の検討をしていただければと存じます。 

是非、委員各位の専門的見地から、認知症施策の対応等のご意見を賜れば有難く存じ上

げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局 

本日は、３名の委員からご欠席の連絡をいただいておりますが、過半数以上の委員の出

席がありますので、本会は成立いたします。それでは、進行は委員長にお願いいたします。 

５．会議の公開と「傍聴に関する定め」について 

○委員長 

会議の公開と「傍聴に関する定め」について事務局より説明をお願いします。 

〇事務局 

「東村山市医療・介護連携推進委員会の傍聴に関する定め」に基づき、会議は出席委員

の過半数により非公開とする決定をしない限り、公開として傍聴を認めております。 

 傍聴者の定員は１０名以内としており、傍聴者は審議の妨害となる行為を慎むこと、写

真撮影、録画・録音を行わないことを理解、承諾の上、入室を認めております。以上でご

ざいます。 

〇委員長 

本日は、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２回医療・介護連携推進委員会の議事に入ります。 
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６．議題 

（１）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 

・「認知症高齢者等保護情報共有サービス」について 

〇委員長 

認知症高齢者等保護情報共有サービスについて事務局より説明をお願いします。 

〇事務局 

今回の議事につきましては、第７期東村山市地域包括ケア推進計画の基本目標３の中に

ある「認知症施策の推進」及び、前回の委員会でもお示しした在宅医療・介護連携推進事

業の令和元年度の予定、（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討の認知症施

策の推進等の協議に基づくものでございます。詳細につきまして、担当から説明させてい

ただきます。 

〇事務局 

認知症高齢者等保護情報共有サービスとは、認知症などによりご高齢のかたが行方不明

になった際、本人が衣服等に身に付けているＱＲコードラベルを発見者が読み取ることで、

個人情報を開示することなく、発見から保護、そしてご家族等への引き渡しまでを行うこ

とができるものでございます。ＱＲコードラベルを読み取ると、インターネット上で伝言

板が表示され、ご家族等の保護者と発見者間で、伝言板サイトにおいてチャット形式で直

接行うことができます。また、伝言板上では、個人情報は開示されないので、連絡先を交

換することなく安心かつ迅速にやりとりをすることができます。では、詳しく説明してま

いります。事前に配付いたしました、認知症高齢者等保護情報共有サービスの資料のうち、

どこシル伝言板、運用の流れと書かれた資料をご覧ください。なお、わかりやすく説明す

るために、本サービスを利用される認知症高齢者の対象者のことを、配付いたしました資

料上における呼び方と合わせ、保護対象者と呼ばせていただきます。まず、保護対象者の

情報登録についてです。本サービスを利用するにあたり、登録シートを作成していただき

ます。登録シートには、発見時、呼ばれて返事をしてもらえるような保護対象者のニック

ネーム、生年月日、性別、身体的特徴、既往症、保護時に注意すべきこと、発見時に通知

を受ける発見通知メールアドレスを記入します。 

次に、保護対象者が行方不明なった際のご家族等の具体的な動きについてです。 

保護対象者が行方不明になった際、認知症高齢者等保護情報共有サービスにご家族等の

保護者が伝言板にアクセスします。そこで、行方不明になった日時や場所といった行方不

明情報を登録し、伝言板をスタートさせます。 

伝言板開始後、発見者による、ＱＲコードの読み取りが行われますと瞬時に、読み取り
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が行われたことを伝える内容のメールがご家族等へ送られます。その後、伝言板において、

やり取りすることができ、ご家族等によるお迎えまでやり取りを進めます。その際、伝言

板を見ることができるのは３ヶ所で、たとえば、発見者、ご家族、市の３つなどとなって

います。 

この伝言板を介したやり取りは、３６５日、２４時間、迅速に行うことでできます。 

保護対象者のお迎え完了後、伝言板のやり取りの内容を全て消去することもできます。 

以上、ここまで、認知症高齢者等保護情報共有サービスの一連の流れについて説明をい

たしました。 

現在、当市では、認知症等により、行方不明になってしまったかたの早期発見・保護に

つなげるため、ご家族等が希望された場合のみ、受信登録をされたかたに対し、行方不明

になったかたの情報をメールで配信する「東村山市行方不明高齢者等捜索支援事業」を行

っております。 

「認知症高齢者等保護情報共有サービス」は、メール配信を補完するものとして、職員

不在時にも３６５日２４時間対応することができます。 

一方で、このサービスは、認知症等のかたの持ち物や衣服にＱＲコードのラベルを貼る

ものでございます。本サービスが周知されることに伴い、ラベルを貼っているかたが、認

知症であるということがわかってしまうことによる、本人やご家族等への不利益も懸念し

ております。 

本日はこの場において、認知症高齢者等保護情報共有サービスを、当市で活用するかど

うかを検討するにあたり、委員の皆様より忌憚のないご意見をいただきたく存じます。 

事務局からの説明は以上でございます。 

〇委員長  

この認知症高齢者等保護情報共有サービスについて、認知症のご家族と接する職種の委

員より、専門的な見地からご意見があればお願いします。 

〇委員  

市の捜索の配信メールは、市役所の発信を行わないと、土日や夜間にご本人が行方不明

になる、協力してくれるかたにメールが届きにくいということがあります。また、認知症

高齢者等保護情報共有サービスは、行方不明者が認知症だと周りのかたにわかってしまう

ところがあるかと思いますが、２４時間体制で対応できるというところではご家族にとっ

てもはいいことなのかもしれないです。 

〇委員長  

このサービスを周知すればするほど該当者が認知症とわかってしまい、悪用されてしま
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う可能性は高くなりますよね。 

〇委員  

付ける場所によると思いますが。裏とか見えづらいところに付けるとか。 

〇委員  

例えば、洋服は脱ぎ着するので、ＧＰＳを付けても外出時に身に着けない可能性もあり

ます。靴など必ず身に着けるものにＧＰＳを付けるのがいいかと思います。 

〇委員  

足元だと見えづらいですかね。 

〇委員  

ペンダント式のＧＰＳだと結局外したり、鞄の中に入れていたりするので、全部靴の踵

にいれる。それをＧＰＳで追うとほぼ確実に見つかります。２４時間いつでもＧＰＳで探

せます。 

〇委員長  

インターネットを通して提供される地図、地域検索アプリを見るように居場所が分かる

のですか。また、正確でしょうか。 

〇委員  

その通りです。 

〇委員  

体の大きな男性だと靴のサイズが合わないのでダメだったりしますが、ご家族に広く知

ってもらったほうが探しやすいです。 

〇委員  

声かけのハードルは高いですよね。 

〇委員  

四六時中見張っているという訳ではないですけど、気にしているご家族にとっては、あ

りがたいかなと思います。 

〇委員長  

東村山市で年間どのくらい行方不明者がいますか。結構多いのでしょうか。 

〇事務局  

事前登録されているかたが１７名程度で、事前登録以外のかたからもメール配信を依頼

されることがあります。平成３０年度は５件位、平成３１年度昨日時点で３件になります。

ただ、市のメール配信を知らないかたもいらっしゃいます。警察が同じかたを保護される

こともあるのでもう少し人数が増えると聞いています。 
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〇委員長  

何か他にご意見はありますか。 

〇委員  

どの場所に付けるのか検討しなくてはいけないですね。 

〇委員  

このＱＲコードは、スマートフォンを持っていれば誰でも読み取れるのですか。それと

もある程度の人に限った、何らかのソフトを持った人でないと読み取れないという縛りは

かけられますか。イラストを見ると警察官や救急隊となっていて、実際誰でも彼でも読み

取れることになってしまうと、委員長がおっしゃるように、詐欺集団等に悪用されてしま

います。一方で認知症のかたや障害者の災害時の連絡については、何らかの形で居場所が

わかる。その間をとれるようにＱＲコードに縛りをかけられますか。警察や救急隊等しか

読み取れないという形にできればいいんですが。 

〇委員  

ＱＲコードの利用に何か縛りをかけられますか。 

〇事務局  

誰でも読み取れるものとなります。県を超えてしまった時でも読み取れるとは聞いてお

りますが、誰でも読み取れてしまうという危険性はあるかと思います。 

〇委員  

明確に覚えていませんが他の自治体でも導入しているＱＲコードというか、違うシステ

ムのもので、子供が行方不明になった時に運用しているという説明を受けた時がありまし

た。それがどんなものか今説明ができませんが、もう少し個人情報の保護ができるような

ものだったんですが。 

〇委員長  

個人情報については以前話に出たんですけど、顔写真を載せるのはどうかと。認知症の

かたに人権はないのかという議論になってしまう。積極的に進めるかというのは置いとい

て、このシステムを進めるにあたっていくつか超えなくてはならないものがあります。歯

科医院にも認知症のかたの来院はありますか。 

〇委員  

そうですね。でもご家族が付き添いで来られることがあります。 

〇委員  

夜中の３時でも自宅から急に出て行くこともあって、東村山市は高齢者のみ世帯や、高

齢者の独居も多いので、本当に苦労されているかたもいます。容易に追いかけられないと
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いうこともあって、その後、警察に連絡して遠方で見つかるということもあるので、見つ

ける方法があると便利というかたと、一方で、個人情報保護が等守られなくてはいけない

という人もいます。 

 〇委員長 

   希望者のみが導入できるのでしょうか。誰が情報を閲覧できるのでしょうか。 

〇委員  

閲覧はパソコンや携帯を持っていて、暗証番号を入れれば誰でもできます。該当者の番

号を入れれば、表示されるので、居場所がわかります。 

〇委員長  

施設に入所しているかたは施設の人が対応することが可能ですが、高齢者二人世帯で一

人いなくなったからといって、誰が対応するのかという話になります。またそれはいい面

もあれば悪い面もあるので。さっきも話に出た、誰でも読み取れるというのはメリットも

あるが、シールを貼られるのが嫌だというかたもいます。 

〇委員  

見えないところに貼っても仕方がないですよね。 

〇委員  

難しいですね。警察は靴の中敷きを見ると言ってました。認知症のかたは靴底に名前を

書いてほしいと聞いています。 

〇委員長  

個人的には、そのやりかたで大丈夫だと思いますけど。 

〇事務局  

そうしますと、職員がすぐに対応できないという懸念もあります。 

〇委員長  

そのために警察がいると思いますので。 

〇事務局  

緊急事態が起きた際に、一人暮らしの場合はどこに連絡が来るのかわからないため、緊

急安心キットを一人暮らし高齢者に対し配布しています。緊急安心キットのシールが貼っ

てあると、そのかたの医療情報が冷蔵庫の中に入っている印として、消防や警察が緊急時

に家に入っても家族の状態がわかるようになっています。見えないところにＱＲコードを

貼ると、関係機関に対して貼る場所を周知することにより活用できるのではないかと思い

ます。 

〇委員長  
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でも一般のかたが読み取るため、課題はあります。 

〇事務局  

保護する場合、警察が関わる可能性が高くなります。 

〇委員長  

そこですよね。 

〇事務局  

業者は見えるとこに貼ってほしいと言ってますが、実際には危険性を減らすため、でき

るだけ見えないところに貼ってほしいと警察に周知していると近隣自治体から聞いていま

す。 

〇委員  

徘徊者を発見した場合、一般市民は警察に通報することがほとんどだと思います。倒れ

ていれば救急隊ですから、この２ヶ所が資料のイラストにある通り、周知されるようにし

ていれば、誰もが対応できなくてもよいのかと思います。逆に全国的に警察や消防が業務

で使っているものとか、そこでしか読み取れないということになっていればいいと思いま

す。わかりやすいところに貼っていなければそもそも見ないため、発見に繋がらないです

よね。 

〇委員長  

どこでしょうね。わかりにくい場所とは。他に何かございますか。 

〇委員  

警察等にＱＲコードを周知するのがベストだと思いますし、徘徊模擬訓練等で、意識付

けとして市民が警察と連携を取るための取り組みを行い、プラスしてこのＱＲコードをや

るという組み合わせてもいいのかなと思います。 

どこシル伝言板登録シートはこれを見る限り個人情報は多くないようです。保護対象者

のニックネームが最初にありますが、あまり初対面で呼ぶことはないと思います。 

登録シートのニックネームと生年月日はいらないと思います。発見通知のメールアドレ

スがあるので、発見した時点で性別、身体的特徴等がわかります。 

このシートを編集できるといいですね。 

○委員 

現実的に声掛けは非常に難しいです。 

１週間から２週間程度施設からいなくなる例もあり、長い徘徊で泥等の汚れにより、周

囲の人が異変に気付き発見に繋がることも多いです。そこまでの状態にならないと、なか

なか声を掛けることは難しいです。 
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〇委員長 

一度の委員会で導入を決定することは、困難かと思います。今後も、引き続き議論がで

きればと思います。 

他に何かありますか。  

〇委員 

薬剤師や医療従事者の目線でいうと、倒れている人に対し、例えば糖尿病による低血糖

等の情報がタグに表示されていると、役に立つ可能性もあると思います。 

〇委員 

この事業はメール配信の代わりに導入するものでしょうか。 

〇事務局 

代わりのものではなく、既存のメール配信と並行しての活用を想定していますが、今回

のご意見も含め、今後も検討し、必要都度協議したいと思います。 

○委員 

費用について伺えますか。 

〇事務局 

初期導入費用として、初年度に約４万円、蛍光シールとラベルシートが３０～４０枚程

度で３千円半ばでございます。 

 〇委員 

   今後、認知症のかたも増えますし、部屋に実際、徘徊しないように外鍵をかけて、危な

いのでどうしようもなくそのような方法をとってしまうことがある。なるべく、そのよう

なことはしないで、誰でも歩けるような町になるようなものがあるといいと思います。 

○委員長 

今後の検討課題といたします。その他に事務局からあればお願いいたします。 

○事務局 

これまで当委員会にて医療・介護の資源の把握と、情報提供の方法について検討を行っ

てきたところでございます。当委員会と地域包括ケア推進協議会の皆様にご意見をいただ

きながら、医師会、歯科医師会、薬剤師会や介護保険事業所のご協力のもと、情報の集約

を進めて参りました。 

この度、在宅医療・介護の情報がまとまったリーフレットが完成しました。 

近日中に市ホームページに掲載し、地域包括支援センター、市窓口や関係者に配布する予

定です。 

○委員長 
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このリーフレットは何年ごとに更新しますか。 

○事務局 

1 年ごとに更新を考えていますが、作成に半年以上かかる実状もありました。また三師

会や事業所の皆様にご協力いただきたく存じます。地域包括ケア推進協議会より情報の表

示の仕方で統一したほうがよいというご意見をいただいているので、来年度以降に参考に

させていただきます。 

○委員長 

  このリーフレットについて何かございますか。 

特にないようですので、次回の予定を事務局よりお願いいたします。 

〇事務局 

次回は令和２年２月頃を予定しております。日程の詳細につきましては、改めて通知さ

せていただきます。 

〇委員長 

以上をもって、第２回医療・介護連携推進委員会を閉会いたします。 

 

 

 


