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会 議 録 

会議名 令和２年度第１回三郷市在宅医療・介護連携推進協議会 

日 時 令和２年６月１５日（月） １３時３０分～ 

会 場 三郷市役所７階 農業委員会議室 

参加者     【会 長】谷口 聡 

【副会長】秋葉 明 

【委 員】阿部 也絵子、猪瀬 茜、榎本 隆、小林 真人、柴田 奈月、

長島 進一、藤井 なほ美、前田 紗都美、矢口 賢治、       

吉嵜 太朗 

【医師会事務局】安保 順子 

【事務局】 

長寿いきがい課：原山 千恵、吉井 馨、元井 隆幸、八巻 絢子     

内容 １ 開会 

２ 新委員紹介、事務局紹介【資料 1】 

３ 議題 

（１） 在宅医療・介護連携推進事業計画について【資料 2】 

（２） アンケート調査について【資料 3】 

（３） 研修部会について【資料 4】 

（４） 広報・啓発部会について【資料 5】 

（５） 三郷市退院ルールについて【資料 6】 

４ 報告 

  （１）日本理学療法学会合同学術大会について 

５ 連絡事項等 

６ 閉会 

１．開会 

事務局 ・資料確認 

 令和２年度第１回三郷市在宅医療・介護連携推進協議会を開会する。 

２．新委員紹介、事務局紹介【資料 1】 

事務局  会長、副会長については、昨年度同様に谷口会長、秋葉副会長にお

引受けいただくことで皆さまよろしいか。 

（委員の了解を得る） 

 谷口会長、秋葉副会長、今年度もよろしくお願い申し上げる。 
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３．議題  

（１）在宅医療・介護連携推進事業計画について【資料 2】 

谷口会長 次第に沿って進行していく。 

事務局より説明をお願いする。 

事務局 資料２は、昨年度２月の協議会で示したものである。大きな変更点

はないが、（イ）の協議会はこちらの日程で年間計画を検討しているの

で、ご了承をいただきたい。今年度新しくなった箇所は、（カ）と（キ）

の部分で、研修部会と広報啓発部会は医師会に委託する。医師会事務

局より委員の皆さまに連絡が入るので、よろしくお願いする。それぞ

れの活動については、議題（３）と（４）で医師会事務局より説明し

ていただく。 

谷口会長 （カ）と（キ）が医師会に委託することとなった。また、新型コロナ

ウイルスの影響で、日程がタイトになることが予想される。研修部会や

広報啓発部会の回数が減ることが予想されるが、臨機応変に柔軟に対応

をしていきたい。 

委員の皆さまから何かご意見はあるか。（質問・意見なし） 

次の議題に移る。 

（２）アンケート調査について【資料 3】 

事務局 前回（第３回）の協議会の中で、今まで課題抽出されたものについ

てひと通りの検討を終えたところで、皆さまから改めて課題の抽出を

していこうという意見をもらい、アンケート調査をすることとなった。 

調査目的は、課題等を把握することである。この場で皆さまにご検

討していただきたいことは、どのような調査対象に絞るのかというこ

とと調査内容についてご意見をいただきたい。 

調査方法については、要検討としている事務局の案として、依頼文

とアンケート内容を郵送でお送りし、回答は事業所から市へＦＡＸで

もらうこととする。今日の資料３はＡ３を折って１枚としているが、

郵送時はＡ４片面で送る予定でいる。それでよろしいか皆さまのご意

見をお聞きしたい。 

調査期間については、７月１４日から８月１４日までとする。この

１カ月間にしたのは、９月２８日が第２回の協議会なので、それまで

にアンケート結果をご報告できるようにまとめたいと考えこの日程と

した。新型コロナウイルスの影響でどうなるかわからないが、第３回

の協議会を来年２月に考えているので、次年度の課題取り組みが検討

できるようにしたいと考えこの調査期間とした。 

谷口会長 委員の皆さまから何かご意見はあるか。調査対象について、これは
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いる、いらない等のご意見はあるか。 

秋葉副会長 矢口委員は、施設の中で相談員になるのか。 

矢口委員 相談員になる。 

秋葉副会長 矢口委員は、どのポジションになるのか。 

矢口委員 その他である。そうなるとデイサービスや生活相談員になる。 

秋葉副会長 デイサービスが抜けている。介護福祉士になっている。 

配るのは、事業所ごとか。 

事務局 ３師会も介護事業所全てに郵送するのか、ある程度絞った方がいい

のか相談させていただきたい。 

谷口会長 デイサービスや施設系の管理者もある。 

秋葉副会長 デイサービスはあった方がいい。施設は有料老人ホーム（以下「有

料」とする）か。 

谷口会長 特別養護老人ホーム（以下「特養」とする）は入っていないのか。

介護支援専門員が入っている。 

秋葉副会長 連携はあるのか。ケアマネジャー（以下「ケアマネ」とする）が施

設の相談員と話すことが多い。 

デイサービスは、それほどＭＣＳは入っていないのか。 

医師会事務局 デイサービスは、１０カ所である。 

谷口会長 デイサービスの生活相談員と有料やサービス付高齢者住宅が管理者

になるのか。特養は、介護支援専門員である。 

秋葉副会長 答えるのは、管理者になるのか。施設系は、入所の相談員か。 

谷口会長 有料やサービス付高齢者住宅は相談員という名前でなく、施設によ

って対応する人が変わる。管理者は、入退院に関して関わりがある。 

長島委員 地域包括支援センター（以下「包括」とする）職員という名前であ

れば包括にくるのは理解できるが、介護支援専門といった職種で明記

された場合、医師や歯科医師であればすぐにわかるが、介護福祉士は

どこに依頼を出せばいいのかアンケート上わかりにくいと感じた。事

業所との連携なのか、個人の連携なのか協議をしたほうがいい。いざ

依頼を出した時にヘルパー事業所だけに依頼して、デイサービスに依

頼がいかないという恐れが生じる。資格を持っている方に依頼がいく

というイメージに見える。 

谷口会長 介護系の職種に関して、介護福祉士だけ資格になっている。事業所

単位で動いているはずなのに介護福祉士のみ資格になっているのが分

かりづらいということである。 

秋葉副会長 事業所の方がわかりやすい。回答をするのは管理者である。 
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谷口会長 事業所管理者である。１０番に関して事業所管理者にしたほうがわ

かりやすい。 

対象を絞るかどうかについてご意見あるか。 

秋葉副会長 数はけっこうあり、市で介護サービス別で一覧で把握している。 

事務局 在宅医療と介護マップの中身を更新する時に、介護サービス事業所

管理者宛に郵送しているので、それと同じ方法で郵送することは可能

である。 

谷口会長 介護事業所は、全部だしていいのではないか。 

事務局 介護事業所系は全部だすという形で、医療系はどうするか。 

谷口会長 医療系も全てだしていいのではないか。医療系で入退院に関係する

ところはあるのか。 

事務局 総合病院だと診療科目ごとなのか。 

医師会事務局 連携室や相談室がある。  

谷口会長 相談室でいいのではないか。５つの病院は、相談員でいいと思う。 

できるだけ多くのところにアンケートを書いてもらうという方向で

進める。送るのは郵送で、返事はＦＡＸということだが、これに関し

ては予算の問題があるので、返信用封筒に切手を貼るのは厳しいとの

ことなので返事はＦＡＸでもらう。 

アンケート内容の調査対象と質問３及び質問４に関しては、介護福

祉士のみ表現を事業所管理者に変更する。 

他の内容で変更したほうがいいところはあるか。（意見なし） 

ボリュームはそれなりにあるので、自由記載は少ないが足がかりと

してこれでいいのではないか。アンケートに関しては、以上の内容で

進める。 

次の議題に移る。 

（３）研修部会について【資料 4】 

医師会事務局 今年度から医師会に委託された。内容は、昨年から引き続き、医療・

介護関係者がお互いの業務の役割を理解し、個々の知識を向上させ、

より連携を推進するためこの研修部会を実施する。 

委員につきましては、昨年度のかたに継続して依頼をしている。職

員の異動があった事業所は、後任のかたの推薦をお願いした。包括み

ずぬまについては、異動があったので長島委員に変更になった。また、

部会長と副部会長については、昨年同様のかたに依頼をし、了解をい

ただいている。 

スケジュールについては、新型コロナウイルスの影響でスタートが

遅れたが、第１回を再来週の６月２９日に開催を予定している。その
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時に今年度の方針を検討する予定でいる。昨年同様であれば年４回の

開催を予定しているが、今後の状況を見ながら進めていく。昨年度実

施の研修は、９月と１１月と２月の３回開催したが、参加されたかた

からは好評な意見をいただいている。 

今年１月の４回目の部会では、次年度の事業計画として、第１回目

を５月にリハビリ研修、第２回目としてバーチャルを取り入れた体験

型を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で今後も会場に集ま

ることが難しいため、定員を半分に減らしたり、オンラインを利用す

ることを検討する必要があると考えている。 

予算について、委員の報酬を除いて３０万円程度と予定している。 

 最後に、聞きたい研修についてアンケートしたところ、以下の４つ

が上位となった。 

① 外用薬の取り扱い・スキンケア 

② ターミナルケア・看取り 

③ 感染症対策 

④ 認知症ケア 

 以上で報告を終了する。 

谷口会長 回数は、昨年と変わると思う。 

研修部会に関して、ご意見または委員のかたにお願いしたいことは

あるか。（質問・意見なし） 

次の議題に移る。 

（４）広報・啓発部会について【資料 5】 

医師会事務局  昨年に引き続き、市民が在宅医療や介護について理解し、必要なサ

ービスを選択できるようにすることを目的としている。在宅医療を継

続し、終末期のケアの在り方や看取りについて理解促進するための事

業として継続実施する。 

委員につきましては、昨年度に引き続き同じかたに依頼している。

今年度は、采女の里の笠井委員から吉井委員に変更となった。部会長

及び副部会長については、昨年度と同じかた、吉嵜委員と増子委員に

依頼し了承をもらっている。今年度もよろしくお願いする。 

スケジュールについては、第１回目を６月２３日に開催予定である。

その時に今年度の方針を決定する予定でいる。 

これまでの市民講座では、Ｈ２９年度は石飛幸三先生による特養で

の看取り、Ｈ３０年度は小笠原文雄先生による在宅での看取りを実施

した。Ｒ１年度は介護ミニ講座を市内２カ所で実施し、介護の入り口

である包括をメインに実施した。令和２年度は、地域包括支援センタ
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ー介入後の在宅サービスについての説明につなげるとしていた。その

後は、ＡＣＰ・看取りの話をする予定でいたが、新型コロナウイルス

の状況で会場に集まれない状況が考えられるので、冊子の制作やチラ

シを作成・インターネット等も検討も必要である。 

予算については、委員の報酬を除き２０万円程度で実施したい。 

前回のミニ講座時の参加者アンケートより興味のあること、知りた

いことを聞くと以下の内容であった。 

① 相談窓口（専門職の連携について） 

② 利用にかかる費用 

③ 在宅での看取り 

④ エンディングノートについて 

以上である。 

谷口会長  予算はいくらか。 

医師会事務局  総額で２０万円程度を考えている。 

吉嵜委員  昨年の啓発部会で入口の話をした。今年度は、介護職やグッズに触

れる機会を作りイベント的な感じで検討していたが、新型コロナウイ

ルスの影響で中止になり、内容をがらりと変更しないといけないのか

と思案中である。現実的には、冊子を配る方法を今は考えている。来

週また委員で集まる予定なので、話をつめていく。 

谷口会長  今まで行った石飛先生や小笠原先生の講演会は、広報啓発部会の内

容として組み込んでいく考えである。講演会が１回できれば望ましい

が、講演会ができるかどうかの判断が難しい。 

 昨年は２回合わせて５０名くらいの参加者がいた。 

委員の皆さまから何かご意見等はあるか。（質問・意見なし） 

次の議題に移る。 

（５）三郷市退院ルールについて【資料 6】 

医師会事務局  三郷市は、平成３０年の秋頃からこのルールの検討を始め、協議会

を経て平成３１年４月から運用を開始している。今回、埼玉県の医療

整備課が担当し、県医師会の在宅担当役員、病院長、保健所長等の団

体の長が集まり、埼玉県在宅医療部会で県の標準例を作成した。今後

これについて検討してほしいと要望があった。市、医師会、歯科医師

会、薬剤師会、看護協会、ケアマネ協会、訪問看護協会等すべてにこ

の通知が送られている。８月までに話し合いを始め、標準例を参考に

現行ルールの見直しが必要かどうかを話し合ってほしいという通達が

きている。そこで協議会委員のかたにご検討していただきたく事前に

5月 20日にＭＣＳにアップし、資料も配布した。 
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三郷市ルールと標準例は、大筋な調整の進め方について違いはない

が、細かな部分で違う箇所がある。三郷市は、図形式と文章の記載方

法になっており、フローチャートで流れを確認し、詳細な部分は文章

で確認する記載となっている。それに対し県の標準例は、時系列、職

種別に表で記載されている。当初、三郷市も同様の表を作成したが、

内容が重複するということで削除した。 

 また、三郷市は、病院担当者とケアマネの連携を重点的に記載され

ており、他のことはあまり記載されていない。県の標準例は、かかり

つけの歯科医、薬局、家族の役割も別枠で記載されている。その反面、

他の職種・かかりつけ医師、訪問看護などの連携についてはほとんど

記載されていない。  

８ページに記載されている入退院あんしんセットのようなものは 

三郷市はセットとして既定していない。ケアマネを確認できるものと

して、お薬手帳に居宅介護事業所の名前と連絡先を貼る方法で開始し

ている。セットの必要性や他に何かご意見あればお願いしたい。 

谷口会長 県が作成したルールと三郷市が昨年作成した退院調整ルールは、違 

った視点があるようだ。委員の皆さまから何かご意見等はあるか。 

秋葉委員はどうか。 

秋葉副会長  三郷市にない部分で、かかりつけ医の歯科医や薬局、本人家族の役

割といっても入退院の時で、わかりづらいと思う。結局、ケアマネが

相談員に話を聞いて、本人家族の意向を聞くことが多い。載ってれば

わかりやすいが、追加すべきかどうか。視点としてはあってもいいと

思う。本人ご家族への退院支援ルールの周知は、これを利用者に見せ

るわけではないと思うので、説明することが必要だと思う。おおまか

なところは一緒だと思うので、いいところを三郷市に取り入れる形に

するといいと思う。 

谷口会長  県は、歯科が入っている。歯科がどのように関わっているのか指針

的なものがある。吉嵜委員の意見はどうか。 

吉嵜委員  １と２については、入れてもらえると認知度が上がる。嚥下をやっ

ているけど、嚥下をみてくれるところが少なく、理解されていない。

組み込んでもらえるとありがたい。診療所が在宅をやっている割合は

少ない。 

谷口会長  影響力は限定的であるが、あると認知度が上がりそうである。 

吉嵜委員  歯科も来てくれそうな気がする。 

谷口会長  前田委員はどうか。 

前田委員  絵が入っているほうが、流れがわかりやすい印象がある。これを患



 8 / 11 

 

者家族が見るなら、本人や家族の役割として自覚してほしいところが

あるので意味がある。ただ対象は、あくまで支援者なので、本人や家

族の役割はそれほど重要ではないと思う。 

かかりつけ薬局や歯科の部分は、私達病院の職員も連携として意識

があまりなく、歯科の先生が家の中で口腔ケアや嚥下を行っているこ

とを最近認知し始めたので意識ができる。 

谷口会長  矢口委員はどうか。 

矢口委員  埼玉県の入退院ルールの中にある連携にあたってのマナー・エチケ

ットを追加するほうがよりわかりやすいと思う。三郷市は、絵も入っ

ており、流れ的には細かく載っていてわかりやすい。 

谷口会長  確か神奈川県の支援ルールにマナー・エチケットが載っていて、  

それを見たところは入れているようだ。三郷市は迷ったが、載せない

ことになった。 

小林委員は、今回初めての会議でわかりづらいところがあると思う

が、昨年退院調整ルールを作成し、お薬手帳に担当ケアマネを書くと

いうところまで行っていた。退院調整ルールの中であまりでてこなか

ったので、県が提案してきたところである。これを三郷市のなかで、

どのように組み入れていくかを検討中である。 

小林委員  患者のご家族やソーシャルワーカー、ケアマネなど、色んなところ

から連絡が入る。どこからきてもいいが、一元化してもらったほうが

やりやすい。退院調整は、ケアマネから調整を行っている。ケアマネ

が連携できなくても他の職種のかたがフォローしてくれるので、それ

なりにやっている。薬の事はケアマネが薬局に連絡すると記載がある

といいと思う。 

秋葉副会長  自分や家族が管理できればケアマネが管理する必要はない。 

小林委員  患者のレベルにもよる。 

秋葉副会長  訪問薬剤の場合は、ケアマネが医師に確認し、連携をとっている。

自己管理や家族が管理できていればいい。 

小林委員  薬局は、外来扱いとして来る患者が多いので、入院していたかどう

かわからない。 

秋葉副会長  シールを貼ってあるのは何冊ぐらい見たか。 

小林委員  １～２冊である。 

秋葉副会長  たかの薬局の佐藤薬剤師も同じように２冊程度だけシールを見たこ

とがあるようだ。 

小林委員  薬局の外来に来る患者は、介護度がそれほど高くないので、貼る対

象者でないかたが多い。在宅であればシールを貼る患者に多く出会え
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ると思う。 

谷口会長  阿部委員はどうか。 

阿部委員  特に三郷市は高齢者が多いので、ケアマネが家族に連絡することを

重視している。三郷市は独居の方が多く、緊急で入院する時にケアマ

ネに連絡し調整するので大変なようだ。あんしんセットは、準備して

いるものがあるので、声をかけられるのでいいと思う。  

谷口会長  あんしんセットはあったほうがいい。患者のために必要というより

は、利用者にあたる職員が項目を認知するために必要である。三郷市

独自なものを作ってもいいと思う。細かい意見がでているが、いいと

ころは取り入れて、なかった職種はまとめたほうがいい。次回までに

少人数で素案を作成することとする。この場で形にするのは難しいと

思うので、医師会事務局とメンバー何人かと私で協議する機会を作り、

素案を作成したいと思うがよろしいか。（一同賛成）話し合うメンバー

は、後で決めて連絡することとする。 

 次の議題に移る。 

４ 報告 

（１）日本理学療法学会合同学術大会について 

榎本委員  昨年度末からお願いをしている三郷市在宅医療介護連携推進協議会

の取り組みに関して、当方の日本理学療法学会合同学術大会で取り組

みを紹介してほしいとお願いしているところであるが、新型コロナウ

イルスの影響で理学療法学会が主催している学会及び研修会は、上半

期は全て中止となった。下半期の開催は、８月初旬に方針をだす予定

でいる。現状開催する方向で動いてはいるが、まだ確定ではない。開

催するには準備が必要なので、従来の集合型の研修よりはＷｅｂ形式

での開催を予定している。パネリストとしてお願いをしている先生が

たには、お手数であるが、ＭＣＳで了解をもらい、話を進めている。

今月末に運営審議会で、Ｗｅｂでの開催の有無を決定する予定でいる。

その後、正式に決定・依頼する予定で感染症の状況を見ながら、本格

的に活動するのは８月頃を予定している。 

９月２７日に予防理学療法学会がＷｅｂ開催する予定なので、その

動きを見ながら、形式の決定と先生がたの了承、プログラムの決定を

する予定である。会長に確認したところ、パネルディスカッションに

ついては、１１月７日土曜日の午後４時５０分から６時２０分の枠は

動かないとコメントをいただいている。  

Ｗｅｂ開催ではＺｏｏｍを使うことを考えているが、慣れていない

ので、不安な点や意見をお聞きして方法を検討中である。重ね重ねに
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なるが、パネルディスカッションの流れは９０分となっているが、多

職種連携プログラムのビデオを１０分程見て、職種についての役割・

連携についての話、ディスカッションを検討中である。 

谷口会長  何職種か。 

榎本委員  リハビリ含めて９職種である。 

谷口会長  ひとりあたり何分の予定か。 

榎本委員  ひとり５分程度である。 

谷口会長  連携プログラム１０分、職種の話４５分、残りの３５分の内訳か。 

榎本委員  研修部会の岡崎が話をすることを検討中である。当初の予定は対面

形式だったので、フロアでのディスカッション、パネリストから質問

を受けることを考えていたが、オンラインになると話は変わるので、

内訳は未定である。残りの３５分は検討中である。 

谷口会長  各職種５分ずつ話をすることは変更なさそうである。残りの３５分

をどうするか検討中だが、せっかくの晴れ舞台なので、Ｚｏｏｍでな

く実施したかったと思う。 

阿部委員  朝礼をＺｏｏｍでやったが、同じ部屋だと音が重なってやりづらか

った。 

榎本委員  県立大に集まるか、新型コロナウイルスが落ち着いてくれるといい。 

秋葉副会長  ５分間の話は、当初パワーポイントを使う予定でいたのか。Ｚｏｏ

ｍでもできるのか。 

榎本委員  できるようである。 

谷口会長  パワーポイントを使えるといい。 

秋葉副会長  内容が決まったら準備が必要だ。 

県立大に結果の論文がでている。 

事務局  放映する予定の動画も見られるし、冊子もお配りしたことがある。 

谷口会長  会議の方向性が見えたら、またよろしくお願いしたい。 

以上で予定の議事は全て終了した。円滑な議事の進行にご協力いた

だき感謝申し上げる。事務局に進行をお返しする。 

事務局  谷口会長、議事の進行に感謝申し上げる。 

 サポートセンターの情報について、医師会事務局より説明をお願い

する。 

医師会事務局  医師の登録者数は、変更ない。ひとつ変更になったことが、在宅支

援病院として協立病院が加わったこと、またコロナ感染の状況により

入院調整が難しいため、バックベッドの時間外利用を当面の間中止し

ている。そのためバックベッド適用外の調整が度々発生し、緊急搬送
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にしている事例が４例あった。相談件数と相談内容は記載の通りなの

で、ご覧いただきたい。裏面のＭＣＳについて、１番上についてはサ

ポートセンターに直接届けられているもので、下３つは管理画面で管

理しているものである。 

２月２９日に講演予定であった箕岡真子先生の ACP講演会は、新型

コロナウイルスの影響で中止となった。本年度、また箕岡真子先生に

看取りの意思確認の内容で開催を依頼する予定である。また、在宅緩

和ケアの推進として、昨年の１０月に研修、１月にシンポジウムを健

和病院の緩和ケアの先生がたに行ったが、今年も同様に開催を予定し

ているので多数の参加をお願いしたい。 

５ 連絡事項等 

事務局  本日は、円滑な議事の進行にご協力いただき感謝申し上げる。議事

録については、後日事務局から郵送する。 

 

 次回の会議日程：令和２年９月２８日（月）１３時３０分～ 

 健康福祉会館５階 ５０１・５０２会議室 

 

 振込予定日：６月３０日（火） 

 

 最後に閉会の言葉を秋葉副会長からお願いする。 

６ 閉会 

秋葉副会長 以上で令和２年度第１回三郷市在宅医療・介護連携推進協議会を終 

了する。 

 


