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平成 30年度第１回神奈川県在宅医療推進協議会及び神奈川県地域包括ケア会議 

議事録（平成 30年 9月 3日開催） 

 

○事務局  

これから、平成30年度第1回の神奈川県在宅医療推進協議会及び神奈川県地域包

括ケア会議を開催させていただきます。会議に先立ちまして、福祉子どもみらい

局福祉部高齢福祉課長の板橋から御挨拶を申し上げます。 

 

○板橋高齢福祉課長  

本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。委員改選以

降初めての開催となります。私も医療課長も昨年度からの引き続きではあります

が、皆様におかれましては、引き続き委員を引き受けていただいた方、また、新

たに委員を引き受けていただいた方といらっしゃいますが、よろしくお願いしま

す。 

昨年度は、高齢者保健福祉計画と保健医療計画の改定に御協力いただきまして、

改めてお礼を申し上げます。おかげさまで、この４月から第７期かながわ高齢者

保健福祉計画と第７次神奈川県保健医療計画がスタートいたしました。今回計画

期間が３年と６年ではございますが、初めて同じサイクルで推進することになり

ました。介護の分野では地域包括ケアシステムの深化という言葉が加わりまして、

ますますの充実が求められているところでございます。本日の議題となっており

ます、市町村の在宅医療・介護連携推進事業は今年度から全市町村で８項目すべ

てを実施する予定となっております。また介護保険では、市町村及び市町村を支

援する都道府県においても、取組を評価する財政的インセンティブの仕組みも始

まりました。多職種協働の取組を進めていくことも重要となっております。こう

した様々な課題が山積している中、皆様方のお力がぜひ必要でございますので、

よろしくお願いいたします。 

県では、この４月に組織を再編し、高齢福祉課は福祉子どもみらい局、医療課

は健康医療局と所属する局が異なることになりました。国では、高齢者の保健事

業と介護予防事業を市町村で一体的に実施する仕組みについて検討すると聞いて

おります。新たな展開も予想されることから、これまで以上に、両課で連携をし

て、医療と介護の連携や地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組んでまいり

たいと考えております。本日は限られた時間ではございますが、有意義なものと

なりますように、皆様からの貴重な御意見をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

○事務局  

今年度は委員改選の年でございましたが、交代された方のみ御紹介させていた

だきます。県看護協会は長場委員に、県訪問看護ステーション協議会は真間委員

に、県介護福祉士会は鈴木委員に、県民生委員児童委員協議会は浅野委員に、県

老人クラブ連合会は樋口委員に、横浜市は本間委員に、川崎市は右田委員に、ま

た、本日欠席ですが、県の保健福祉事務所は鎌倉保健福祉事務所の丸山委員に就

任いただいています。 

本日、茅ヶ崎市の重田委員は欠席の連絡をいただいております。 

また、本日代理出席として、綾瀬市基幹型地域包括支援センターの石原委員の
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代理で同センターの橋本様、相模原市増田委員の代理で田中様、県鎌倉保健事務

所丸山委員の代理で県平塚保健福祉事務所秦野センター所長の佐々木が出席して

おります。 

会議の公開について確認させていただきます。本日の会議は、公開とさせてい

ただいており、傍聴の方が2名いらっしゃいます。審議速報、会議記録は発言者の

氏名を記載したうえで公開いたします。それでは、以後の議事進行は大道委員長

にお願いいたします。 

 

○大道委員長  

これより議事に入ります。まず議題の「（１）地域包括ケアに係る各市町村の

取組状況及び課題」のうち、「ア 地域ケア会議に係る各市町村の取組状況及び

課題」について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

資料１、参考資料１説明 

 

○大道委員長  

ただいま事務局から地域ケア会議の状況等について説明がございました。本日

は、市の立場の方々に御出席いただいておりますので、ただいまの報告を受けて、

市の現状や課題、あるいは今後の方向性などについて、発言をお願いします。ま

ず、川崎市にお願いします。 

 

○右田委員  

資料の中で地域ケア会議で問題・課題と考えていることは、当市でも抱えてい

る問題が入っております。政策形成機能をどこまで持たせるのかはいろいろ議論

があると思いますが、川崎市は区の単位になりますが、地域の方と考えていく中

で、区の中でできることはやっていこうという流れになっています。 

 

○大道委員長  

相模原市お願いいたします。 

 

○髙本委員  

相模原市は29の日常生活圏域を設定しており、そこに一つずつ地域包括支援セ

ンターを配置しております。その単位ごとに地域ケア会議を定期的に行っており

ます。昨年度第７期の計画を作る際に、29圏域の取組の方向性を地域ケア会議で

話し合ってもらった結果を計画に掲載しています。 

それに基づいて、第７期計画と連動的に取組を進めていくという形は整ってき

ていると思います。 

一つ特徴的な内容は、相模原市は公共交通が不便な地域等があり、29のうち11

の地域で、移動支援を課題として検討している状況です。 

 

○大道委員長  

本日は、地域包括支援センターのお立場の方も御出席いただいております。多

職種の参加状況あるいは今議論しておられる内容、地域ケア会議の現状などにつ

いて、お話いただければと思います。 
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○高橋委員  

地域ケア会議を行っている中で、この数年で医師会、薬剤師会など関係機関と

話がスムーズに進むようになってきました。参加していただける機会が増えてお

りますのは、行政の皆様が様々なお声かけをしていただいた結果だと思っており

ます。政策形成はなかなか難しい部分はありますが、行政が地域包括ケアを推進

するための方向性を出し、意見を合わせて、役割分担をしながら進めていければ

良いと思います。区とも協力体制で定期的に会議を持ち、次の地域ケア会議をど

のように進めるかを事前に打合せをして進めています。今後も継続していきたい

と思います。 

 

○石原委員代理橋本氏  

綾瀬市の現状は、今年度から各地域包括支援センターで、自立支援というテー

マで議論しようとしております。ケアマネジメントでも自立支援はキーワードに

なっているかと思います。包括自身に自立について考えていただきたいという、

市としての意図もありますし、市民も元気に過ごしたい、認知症になりたくない

というニーズがありますから、このような議論をしながら、次期計画に反映でき

るようにと考えております。 

直営で運営しておりますので、どうしても行政の立場と包括の立場の狭間でつ

らいところもありますが、私も地域包括支援センターができたときから配属され

ていますので、行政の人間なのかわからなくなることが悩みの種です。 

 

○大道委員長  

ありがとうございます。各団体からの御発言をいただいた上で、議論をさせて

いただきます。それでは専門職の立場から、訪問看護ステーション協議会の真間

委員お願いいたします。 

 

○真間委員  

地域包括ケアで、訪問看護ステーションとしての協力を仰がれたときは参加を

しますが、参加しているところは同じところが多く、意識が高いところの参加率

に偏っているのではないかと思います。 

同じ参加者に偏らないためには工夫が必要だと思います。より多くの方々に参

加いただくにはキャッチコピーを魅力あるテーマにすることが大事だと思います。

地域を巻き込むという意味では、ネーミングが非常に大事だと思います。印象に

残っている「乗り越えよう。多職種間の葛藤」「本音で語ろう、退院支援と地域

連携」など、参加したくなるようなキャッチコピーで、偏った方だけ参加するの

ではなく、多職種の方々を巻き込み参加率を上げる工夫を意識することが大事だ

と思います。 

また、行政や医療職は、話をきれいに集約したり結論を出したがるのですが、

印象に残ったことだけを発表し合いまとめずに、積極的に発言し合えるような研

修も必要だと思います。 

 

○大道委員長  

事業所あるいはステーションからは、個別事例について、地域ケア会議で採り

上げてくださいという要望を出されることがあると伺ったのですが、いかがでし
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ょうか。 

 

○真間委員  

協会として申出を受けることはない状況です。当協議会は５ブロックに分かれ

ており、個別事例については、各ブロックごとに地域会議の出席依頼を受けてい

る状況です。 

 

○大道委員長  

引き続き薬剤師の立場から御発言をお願いします。 

 

○佐藤委員  

地域包括ケア会議に薬剤師の参加も増えており、声をかけていただいて良い方

向だと思っています。政策形成につなげていくにはどうしたらよいかという話が

ありましたが、資料１に個別会議内容や政策形成の割合が出ていますが、これは

県としてどのように考えているのかお聞きしたいと思います。 

 

○事務局 

政策形成は最終的には市町村主催の地域ケア会議で議論していただくことにな

ります。各個別の地域包括支援センターで行っている個別事例を通しながら、個

別課題として地域の課題を発見しつつ、それを最終的には市町村の政策形成の中

につなげていくということでは、政策形成につながるような議論を市町村主体で

やっていただければと思っております。 

ただし、市町村によって状況が違いますから、例えば小さい町であれば、地域

包括支援センター一つしかないところもあれば、横浜市のように百数十あるとこ

ろもありますので、実情に応じて取り組んでいただければと思っております。 

最終的には、政策形成につながるような議論を市町村主体のところでまとめて

いただいて、また、地域包括支援センターでも、その地域の課題みたいな部分、

政策形成まで行かないかもしれませんが、課題の発見、地域の課題の解決につな

がることが望ましいと考えています。 

 

○大道委員長  

今の問題については、国で地域ケア会議について数年前に活性化する方向での

要請がありました。具体的な方向性で、この区分けでできているところもありま

す。決して、政策形成の方へ何が何でも進めてくださいと、県として強調されて

いるとは思いません。これは経過中で、先ほど訪問看護の立場から、多職種のい

ろいろな立場の方が積極的に地域ケア会議に参加していただくためには、あまり

集約したりまとめたりし過ぎると参加しづらいのではないかという問題提起もあ

りました。包括支援センターにお集まりいただける流れがあるので、決して一つ

のパターンでやるということではないと思いますので、実情に合わせて進めるこ

とがいいのかという気がします。必要であればまた後ほど議論させていただきま

す。各団体の御発言を引き続き伺いたいと思います。リハビリテーション専門職

の立場から、よろしくお願いします。 

 

○相川委員 

リハビリテーション専門職でも、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴと随分参加者が増えている
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ことは報告を取りまとめていただいて感じています。今は対応できておりますが、

調べていくと地域包括支援センターに関わっているリハビリテーション専門職も

訪問看護ステーションと一緒で、偏りが出てきてしまっているようです。所属施

設の姿勢にかなりよっています。リハ３団体としても、それぞれの会として、地

域包括ケア会議に出られるような研修は行っており、毎年スキルを持った者を育

成しているのですが、なかなか活躍の場が出て来ないという問題があります。さ

らに、リハ専門職は、今後介護予防や福祉用具にも関与を求められて来る状況に

置かれています。その業務についても、地域ケア会議に出ているような人が声を

かけやすくて、出ざるを得ないような形になってくると、破綻するのではないか

と感じています。三団体協議会としても、所属施設にどうやって理解を深めてい

ただいき、地域のために活躍できるかを今考えているところです。 

 

○大道委員長  

旧要支援の方が、各市町村の地域支援事業に繰り込まれた経緯があるわけです。

それに伴ってリハビリ関連のサービス提供に当たって問題意識などありますか。 

 

○相川委員  

実際は新たな類型で出てきたサービスについて、積極的に関与できているかと

言えば、住民主体型の通所介護には、まだ入りきれていません。 

 

○大道委員長  

旧要支援者の地域支援事業への移行に伴う新しい流れの中で、お気づきのこと

がありましたら後ほど御発言いただければと思います。 

引き続き社会福祉協議会から、お願いします。 

 

〇寺島委員 

市町村の社会福祉協議会としては、様々な立場で地域ケア会議に出席させてい

ただいています。 

市町村から包括の委託を受けていれば包括の立場で、生活支援コーディネータ

ーの委託を受けていれば生活支援コーディネーター、あるいは社会福祉協議会の

職員として、会議に出席させていただいています。綾瀬市さんの話にもありまし

たが、社会福祉協議会の立場でありながら、関連している業務によって、それぞ

れの立場に応じた発言を求められるので、社会福祉協議会として共通した課題や

問題意識をお伝えするのは難しいと思っています。県社協としてもさまざまな場

面で取組状況を把握して市町村社協にお返ししていますが、市町村社協によって

状況が異なるので、共通した問題意識や課題意識をお持ちいただくのは難しいと

感じています。 

 

○大道委員長  

地域ケア会議についてそれぞれの団体で、問題意識があるだろうと思われると

ころに、最初に御発言いただきました。 

貴重な機会ですので、それぞれの立場、または日頃の御意見をお持ちの立場か

ら、少し自由に御発言いただければと思います。 

 

○久保田委員  
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どのようにして今後の地域ケア会議を充実させていくのかを県からお尋ねいた

だきました。今までの会議で何が課題か、何が足りないか、何か問題かは、ずっ

と出てきていて、皆さんわかっていると思います。すぐにまちづくりが変わるわ

けではなく、議論しながらも、処遇困難事例のプロセスを検討する、ごみ屋敷を

このように解決した、独居老人の看取りをみんなで見守りながら貫徹できたなど

の事例を出しながら、このやり方でよかったか、他によいやり方があれば出して

欲しいなど事例検討を交えながら行っていくと活性化するのではないでしょうか。

ここで議論し、こうやるべきだ、これが足りない、これで充実という絵だけ書い

ていても、実際には処遇困難な方々のことを解決していくために、機能していく

システムだと思いますので、そういう事例の検討なども含めながら推進していく

と、そこでまた新たな課題が見つかるのではないかと思います。 

 

○大道委員長  

ありがとうございました。処遇困難事例についての、しっかりとした対応とい

う貴重な御意見でございます。 

 

○堀委員  

地域包括ケア会議では、歯科医師の参加も薬剤師と同じくらい伸びております

が、関係ないと思って市町村の方が呼ばない場合があるようです。 

おそらく、薬剤師会も同じだと思いますが、認知症等についても、早期発見と

いう国の政策で歯科医師も薬剤師も関与するとなっていて、我々もそういう研修

を受けておりますので、ぜひ、あまり関係なくとも、地域包括支援センターから

声をかけていただければ、団体の中でも、そういう認識が増えていって、多職種

も関わっていけると思います。歯科医療の中では歯科衛生士がまだ少ないのです。

そうすると、歯科医師、歯科衛生士など多くのサブの医療関係者に広がるのでは

ないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○大道委員長  

この会自体も、午後に行っていたのですが、やはり集まりづらいとなり、夕刻、

６時過ぎになりました。 

各地域包括で時間がどの程度動かせるかわかりませんが、声かけすることが前

提なので、歯科医師会の方から御発言がありましたが、この辺りは大前提のこと

ですが、改めての御発言ですので、各地域包括支援センター並びに自治体の方で

も御配慮いただければと思います。 

 

○水野委員  

私は、参考資料１の２の地域包括支援センターの参加者状況を見て思いました

が、随時の開催で専門職の参加が伸びています。先ほど久保田先生がおっしゃっ

たように、困難ケースに対して専門職が集まって協議をしているということが見

えてくるのかと思いました。 

一方で定例の会議に、専門職があまり入っていません。定例会議で呼ばれる職

種と随時で呼ばれる職種があり、これはどういうことかと思いました。随時で呼

ばれる専門職にも知恵はあると思いますので、そういったことも含めてこの定例

会議を開催するというところに、実践の積み重ねが出て来るのかと思いました。 
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○大道委員長  

先ほど久保田委員に指摘された処遇困難事例は、いろいろな解決策を探るので

すが、医療ソーシャルワーカーの立場は非常に詳しい立場ですので、ぜひそうい

う流れになったときに、多職種協働という言葉は言い古されてしまいましたが、

個別課題の対応について、ぜひ本当に解決するためにはどういう立場の方々に声

をかければよいのかを含めて改良をしたいということだと思います。 

 

○窪倉委員  

県の病院協会の立場からお話をさせていただきます。医師の参加の中で、医師

会の推薦でない先生が増えていますが、この中身はどうなっているのでしょうか。 

この会議の中で病院の役回りとして、立場が活かされているのかを常々考えて

おりました。地域包括ケアの時代ではありますが、在宅だけで頑張ることはなか

なか難しいということはよく言われているところです。そこに病院が、後方支援

をどうするか、病棟の中には地域包括ケア病棟という地域包括ケアを支える病棟

があちこちにできています。そうしたときに、地域の中での解決ができればよい

のですが、難しい時はやはり資源が集中している病院を一時的に利用することは

とても大事なことだろうと思います。そして一時的にためを作って解決できるこ

とは解決し、地域の力を借りなければいけない時は相談しながら解決するという

仕組みを作っていくことがとても大事であるし、問題解決のレベルを上げていく

方法だろうと思います。 

参加メンバーを拝見しますと、病院や診療所職員も多数参加するようにはなっ

ていますが、やはりもう少し高い立場の職責の病院医師を招いて、地域とのパイ

プを作る機能がケア会議の中にあってもいいのではないかと思いました。 

 

○大道委員長  

窪倉委員には病院と地域ケア会議、あるいは地域包括ケアシステムの関わりと

の御指摘をいただいております。 

今の件は、先般の診療報酬と介護報酬の同時改定で、医療界では大きな課題で

した。その中で、地域包括ケア病棟と先生が触れられたところは、最大限の誘導

策が取られました。地域包括ケア病棟については、地域包括ケアシステムとつな

げると診療報酬が入る仕組みが非常に目立っています。神奈川県の先駆的な取組

で、退院支援についての手順書マニュアルなど、ある意味では、行政の立場で取

り上げられています。 

今回の改定では、入退院支援加算と称して、入院前から地域包括ケアシステム

と結びつけることを想定した手順を誘導しています。今日お集まりのそれぞれの

立場では、病院の仕組みは、大いに関係づけを強める方向で動いておりますので

御理解いただいて、ぜひ、病院の資源を活用することは非常に大事だと思います。 

医療人ではレスパイトという言葉は抵抗があったのですが、今は普通にレスパ

イトと使っています。どちらかと言えば在宅あるいは福祉関連での言葉だったの

ですが、医療界でも、レスパイトケアは、むしろ病院が一定の範囲で引き受ける

ということが大きな流れになっていると理解していただきたいのです。今の窪倉

委員の発言に関連して御意見はございますか。ケアマネジャーの立場でいかがで

しょうか。  

 

○青地委員  
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今の御発言ですが、私は協会の理事長という立場でありますが、普段は普通に

居宅の在宅のケアマネジャーをしています。このような会議に出席すると、地域

ケア会議の課題が政策提言に向かうとしているとわかりますが、一現場のケアマ

ネジャーとして地域ケア会議に参加していると、多職種が参加していることも大

切ですが、普段行っている担当者会議とあまり変わらないメンバーで、それに地

域包括支援センターと行政が入っているだけの地域ケア会議は、本当に地域ケア

会議なのかと思うような会議も時々見られることが現状です。よく包括の方に申

し上げるのは、その方に関わっている医師、薬剤師という専門職ではなく、第三

者的に、医療につなげられないから保健所のドクターなどがオブザーバーとして

参加するなど、ぜひ、そういう連携も進めていってもらいたいと思います。 

いつまでこの人が在宅で暮らし続けられるのかという、在宅の限界点も地域ケ

ア会議の議論になるので、そういう時に病院の医師や看護師、ソーシャルワーカ

ーにも入っていただければ、一時的に病院で過ごせればもう一回在宅で戻れるか

など議論にもなります。そういう形で地域ケア会議をもう少し活用していけばよ

いと思います。 

その現場の第一線で地域ケア会議に実際に参加しているケアマネジャーに、そ

ういった会議のフィードバックが全くないのが現状です。地域ケア会議で、何が

課題になって、何が政策提言か、資料では一番ケアマネジャーが参加しています

が、フィードバックがないので、政策提言や、こういうサービスがあればこの方

は在宅で生活が可能ではないかというところにつながらないのではないでしょう

か。 

どういったものが課題と感じているかなど、地域ケア会議に出たケアマネジャ

ーにもフィードバックしていただいくことが必要なのかと思います。 

 

○大道委員長  

フィードバックという言葉ではありますが、やはり地域ケア会議での方向性や、

これは必ずしも結論は得られませんが、議論してこういう方向でいくという情報

共有が不十分なのではないか、特に、担当レベルの方々への情報提供が必ずしも

十分ではないので、会議の成果、あるいは地域ケア会議の流れを共有する工夫を

ぜひお願いしたいということだと承りました。 

次の議題は、在宅医療介護連携推進事業の状況について、事務局から説明をお

願いします。 

 

○事務局 

資料２、参考資料２の説明 

 

○大道委員長  

在宅医療・介護連携推進事業の各自治体の取組状況を報告いただきました。各

市町村からも御出席がありますので、連携推進に関連した実情を個別で御発言い

ただきます。まず横須賀市からお願いします。 

 

○川名委員  

在宅医療・介護連携推進事業は、平成27年度から全国の各市区町村で取り組ま

なければならない事業になったのですが、横須賀市の場合は、実は平成23年度か

ら取組を進めており、今年で８年目になります。様々なことをステップアップし
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て来た状況です。すべての項目に着手しておりますが、課題は、どこの市町村も、

なかなか解決はしていかないという現状であるのは当然だと思います。アからク

では、課題の抽出と対応策の検討があり、その検討をするに当たっては、医療と

介護の職種を集めた会議体を作ることが事例として出ております。どの市町村で

も会議体をまずつくるというところからスタートされていると思います。 

私どもも平成23年度から実施しておりますが、先ほど議題１で、皆様の御意見

を伺いまして、地域ケア会議との差異がなくなったと感じます。ですが、こちら

の医療介護連携ですとかなり多くの職種の方に御出席いただいているので、医療

につなげるという課題など、そういったことを中心に、横須賀市の場合は、在宅

療養連携会議を中心に取り組んでいます。 

 

○大道委員長  

それでは茅ヶ崎市お願いいたします。 

 

○大川委員  

茅ヶ崎市、寒川地区に関しましては、平成25年度から始めており、大きく３つ

あります。住民への周知、仕組みづくり、関係者の人材育成です。 

まず、住民への周知として、住民向けの研修会、上野千鶴子さんを呼んでの講

演会、リーフレットの配布、えぼ丸通信という独自の広報誌を作ってお知らせを

しています。 

２つめの仕組みづくりは、医療介護連携推進部会で、情報共有検討グループ、

在宅ケア相談窓口検討グループ、医療と介護の連携検討グループ、他に昨年度か

ら、病院間情報交換会を立ち上げました。寒川町、茅ヶ崎市にある病院全部の関

係者が一同に集まって、これからの地域包括ケアをどのように行っていくかを、

退院支援やレスパイトなども含め今進んでやっております。 

最後に関係者の人材育成として、地域リーダー会議、同行訪問研修、多職種連

携研修会を実施しています。多職種連携研修会では、もうすでに17回ほど実施し、

200から300人の専門職や関係者が集まり、看取り、認知症等についての話合いが

進み、かなり連携が取れている状況です。 

 

○大道委員長  

本議題について御議論いただきたいのですが、議題（２）、（３）が重複的な

問題になりますので、まず、議題（２）及び議題（３）について、説明を聞いた

後で、御意見をいただきたいと思います。議題（２）の在宅医療と介護の連携に

係る県の主な取組についてと、議題（３）退院支援にかかる今後の取組について

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 資料３、４、５－１、５－２の説明 

 

○大道委員長  

今の説明と関連して横浜市の取組について、御説明をお願いします。 

 

○西野委員  

「入院・退院サポートマップ」「情報の共有シート」を御紹介いただきまして

ありがとうございます。これは、平成28年に作成し、平成29年度から運用を始め
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ました。 

これは、ケアマネジャーのためのツールと考えており、背景にはケアマネジャ

ーはいろいろな元の職種を経験されていた方がおり、看護師出身の方は医療的な

ことについて何も心配はないのですが、そうでない方が、病院との連携を取るこ

とに御苦労されているという話がありました。そこをサポートしていくツールが

必要ではないかといった議論がありました。 

その中で、医療的なことばかりではなく、先生方がどういう形で動いているの

かなどの情報も載せていますが、自宅等で利用者の状態が悪くなっていることを

見過ごすことは問題でありますので、サポートマップの一番後ろのページにチェ

ックボックスを設けて、チェックボックスをケアマネジャーがチェックしていた

だければ、誰でも最低ラインは維持でき、そこから後は医療職がフォローできる

内容となっています。併せて、サポートマップと、実際に入院されるとき、退院

されるときには、お互い医療と介護の関係で、情報共有するためのシートを作成

しています。これを活用していただければと思っています。 

約１年使っていただいておりますが、ケアマネジャーにアンケートをとった結

果、回答率は50％ですが、サポートマップを知っているという回答が70％を超え

ている状況でした。 

しかし、実際に使っていただいているのは26％くらいでした。ただ、事業者で

既に同じようなツールを使っているところや、看護師の場合は説明がなくても行

えますし、いろいろなケースがあるのかと思います。 

それでも、もう少し使っていただこうと、研修会の開催を積極的に行っていき

たいと思っています。 

ケアマネジャーがこのツールを使用して、病院と連携を取ろうとした際、病院

が、このツールのことを認識されていないと残念なケースになってしまうので、

病院の方にも知っていていただきたいと考えており、病院の退院調整、入院調整

を担当されているＭＳＷや看護師を対象とした研修会などを開きながら広めてい

きたいと思っております。 

 

○大道委員長  

横須賀市も退院調整ルールについてはすでに説明がありましたが、追加があり

ましたらお願いします。 

 

○川名委員  

横須賀市も最近出来上がったところですが、いきなり退院調整ルールを作った

のではなく、ステップを踏んでおります。 

まず、平成25年度に多職種で集まり、退院調整にはどんな情報が必要か検討し、

それを病院側にも理解していただけるよう共通ツールとして退院前カンファレン

スシートを作りました。それを積極的に使用していただいた後に、平成26年度は

よこすかエチケット集という多職種が連携するときにお互いに気を付けるべきマ

ナーやエチケットを200人近い多職種が集まった研修からスタートして、1年ほど

かけて、23項目にまとめました。それがこちらです。その中にも入退院のエチケ

ットという項目があるのですが、その後も入退院の時の連携がうまくいきません

でした。 

そこで入退院のところだけをピックアップしてもう一度考え直そうと作ったも

のがこちらの退院調整ルールです。 
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病院側は早く退院させたいが、在宅側はめどがついてから退院して欲しいとい

うせめぎ合いをしています。ですから、こちらの退院調整ルールは、作成にあた

って、横須賀市内の全11病院の退院調整担当者全員に集まってもらい、何が課題

か検討していただきました。 

一方在宅側のスタッフは、在宅医師、訪問看護師、ケアマネジャー、包括のメ

ンバーに集まってもらい検討していただきます。両者２回ずつ検討したところで

課題抽出をして、３回目から一緒になって検討して最終的にまとめたものがこち

らの退院調整ルールです。先ほど事務局の説明でリンクパスポートを使っている

という話がありましたが、リンクパスポートとは、横須賀市医師会が作成した在

宅患者さんの情報を共有するツールです。ちょうどそれを作成していたので、そ

の完成を待って退院調整ルールに取り込むことで、医師会と行政と一緒に歩んで

いることがわかるツールになりました。まだ作ったばかりですので、これからど

のように使われていくかを検証していかなければならないと思っております。 

 

○大道委員長  

医療介護連携推進の中で、いくつかフォーカスがありますが、退院支援、退院

調整、昨今では入退院支援という言葉も使われるようなった中で、この手順の標

準化というよりも手順を明確にすること、それを実際に活用することの重要性や

良い点をこの会議では前回から共有しようと、今日は先進事例として、２つを御

紹介する形になりました。医療介護連携推進について、実のある質疑応答をさせ

ていただければと思っております。 

 

○高井委員  

昨年度３月に、厚労省の会議に出ましたが、入退院時調整が紹介されていまし

た。群馬県の例が出ておりましたが、地域ごとに全部内容が違います。医療機関

によって求めるものが変わってくることが前提になっています。ですから県全体

で一定のものを作りづらいのだと思います。病院協会と地域のケアマネジャーと

の話合いでたたき台にして引く、足すを行っていただくのが、一番いいのかと思

います。 

高度急性期の病院と慢性期の病院、あるいはリハビリテーションを行っている

病院とでは、対応するものが変わってくるのではないかと思います。必ずしも一

つのものを神奈川県全体で作らなければならないという問題ではないと思います。 

横浜市や横須賀市は非常にきれいに作られていると思いますが、各病院で足し

たり引いたりして、各地域で持っていけるのかが実際の落とし所ではないかと感

じています。 

 

○大道委員長  

本当の意味で使える、有効な入退院に関する手順、マニュアルは、高井委員が

おっしゃったとおり標準的な一つだけというのは無理があると思います。いろい

ろな病院がありますから、一つのスタイルがあるわけでもなく、使える、有効な

ものを作るしかありませんというところです。 

 

○窪倉委員  

今日は県から豊富な資料を提供していただいたので、世の中には多様なルール

づくり、標準化が行われていると大変勉強になりました。横浜市はケアマネジャ
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ーのガイドを作っていらっしゃいます。病院でもそれぞれの病院の機能が違って

いますし、あるいは、一つの病院の中でもいろいろな経験のある看護師がいたり

しますので、退院調整のルール自体が画一化されていない、標準化されていない

面もあります。 

今後、地域の中でどういうルールを作っていくかは時間とともに定まっていく

ものだと思いますが、例えば、参考になったのは、群馬の病院で、入院前から介

護保険サービスを利用しているか否かで、入院後の退院調整のフローが介護側と

病院側での移り変わりがわかりやすいし、次の14ページには、それぞれの病院の

中での受付対応の窓口が明確になっており、これだけでも十分役に立つと思いま

した。 

ですから、これらを参考にしながら県で対応することはなかなか難しいと思い

ますが、地域ケア会議がそれぞれの地域にあると話がされているので、その会議

の中で問題を話し合って、広めていくことができれば政策課題推進ということに

なると思いますので、私自身も参考にしたいと思います。 

 

○鈴木委員  

現場にいる介護福祉士、介護職員が医療と介護の連携の中で問題なのは、県で

も取り組んでいただいていますように、医療的知識が足りていないという部分が

あるかと思います。私は病院の勤務が長かったので、医療的な知識、また、医療

で使われる言葉を理解しながら連携をとることが可能ですが、現場で働く介護職

員はあまり見えないようです。ただ、現場の中で一番、利用者の一番近くにいる

時間が長いのは介護職員です。ケアマネジャーさんに情報を上げていくには、現

場の介護職員が何か変だと気づいたことを言語化できるかどうかがとても重要で

す。 

横浜市のチェックリストのように、簡単にチェックができるものがあるとうま

く言語化できると思います。介護職員は記録化することを苦手にしていますが、

チェックリストでチェックをすればいいとなれば、ここが変だと気づいたところ

をチェックして示すことができ、それが医療職にも理解されることは情報を表出

でき、介護職員達からの情報がケアマネジャーに上がり、連携がなされていくと

思いました。 

 

○大道委員長  

横浜市の取組のチェックリストは有効で期待をしているという御発言でした。 

 

○石原委員代理橋本氏  

綾瀬市は医療資源が乏しいところで、在宅医療の連携に関しては課題に感じて

いるところです。本市は、市内に病院が１箇所だけで、市民の受診行動が近隣の

病院に流れています。本市は県央地域に当たりますが、先日大和市に伺い勉強さ

せていただきましたが、近隣の病院と連携しなければいけないと思っています。 

難しいと感じていますのが、医師会は座間市と一緒ですが、保健所の圏域は、

大和市と一緒ですし、南の方ですと藤沢市に受診する方もいらっしゃいます。圏

域がずれているところが、計画することを難しくしていると感じています。今回、

退院調整のフローや、病院の連絡先が一覧で出ているのを見ると、うらやましい

と感じています。 
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○水野委員  

資料５－１の退院ルール策定時の課題として、今だに地域と医療機関、情報の

共有、立場の理解、職種の理解が進んでいないのかと思いました。 

そういう意味では退院後のルールの策定も、40点、60点を目指すという意味で

は最低必要なのかと思います。お互いの職種を理解する意味では、ケアマネジャ

ー、退院支援といってもソーシャルワーカーだけではなく、今は多くは看護師が

担っていますので、病院のスタッフとの勉強会が必要だと思います。やはり、こ

の会議の最初に上がっていましたが、地域包括ケア会議での理解が必要だろうと

思いました。もう一点は、情報の共有としては、神奈川県に神奈川医療情報検索

サービスがあります。私たちソーシャルワーカーも、自分が所属する地域はわか

っていますが、管轄でないとどのような社会資源、医療資源があるかわからない

ので、神奈川医療情報検索サービスを検索します。 

ただ、在宅における情報は欲しい情報が得られない場合があります。前回の会

議で久保田先生がおっしゃった平塚市医師会が作られている在宅診療情報は、欲

しい情報が記載されています。これを神奈川医療情報検索サービスに載せられな

いか、また入退院の窓口についても、一般の方が見ても問題ないと思いますので、

載せていただいてもいいのではと思います。 

 

○大道委員長  

今、資源の検索に関して、特に在宅医療関連は、周辺地域はよくわからないと

いう御意見がありました。今の御意見を要望と受け止めて、県でも研修事業は県

の重要な役割と認識したくさん取り揃えた研修やっておられますが、この研修を

受講してもアクセスがしづらい、実効的でないところもあるのかと思いました。 

 

○久保田委員  

９月８日に、県医師会で、県と一緒に退院調整の会議を予定しており、ケース

ワーカー、医療ソーシャルワーカーなど300人近くの方が出席し、いろいろな立場

の方の講演があって深まるかと思います。いろいろなお話をお聞きすると、円滑

な退院とは、居宅のケアマネジャーが入院中も病院の情報が経時的に得られるこ

とが一番のポイントになると思いますが、知っているケアマネジャーに伺うと、

病院の敷居が高く怖い、そして、その患者さんの情報はどこで聞いたらいいのか、

担当の先生なのか、退院調整ナースなのか、それとも病診連携室が全部知ってる

のか、どこと打合せをすれば自分の担当の患者の行く末を把握できるのかがわか

らないと言います。８日の講習会でもそういったことをいろいろな立場から意見

を言ってもらえばよいのですが、今日は、ケアマネジャーの方もいらしているの

で、ケアマネジャーの立場から、入院中の患者さんの状態を経時的に把握するこ

とのハードルをどのように考えているのかお聞かせください。 

 

○青地委員  

ケアマネジャーの研修に関しては、必ず５年ごとに受講しなければならない更

新研修があり、その一つのコマに入退院の連携の科目があります。私も講師をす

るときは、資料５－２の群馬県のフローを講義に入れております。 

アンケートを取ると、どうしても入退院の連携、医療に関しては敷居が高い、

自分の自己評価についてすごく低く評価されているケアマネジャーさんが多く見

られます。毎年アンケート結果を県に提出して、今年度、県で予算をいただき、
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医療と地域ケア会議を含めた社会資源、地域を含めての研修の２本立てで、県内

で更新研修以外の研修もしていく予定です。それから、先ほどから話が出ている、

地域ごとにルールづくりをしないと、県内全域で統一した書式はすごく難しいと

思います。ケアマネジャーがなぜ敷居が高く感じるのか、それぞれの病院のだれ

に連携をとればよいかわからないのかというと、例えばケアマネジャーが35件の

利用者を担当しているとすると、全部違う主治医や入院先ということが考えられ

ます。市内の病院に入院する方もいれば、そのあと、回復期リハ病棟に行ったり、

市外であったり、いろいろな病院に関わらなければいけないので、全部の病院を

把握して理解することは厳しく、情報もどうやって取っていくかわからないこと

もあります。 

せめて、自分の仕事をしている市や区の病院の中の窓口や相談室はどこになっ

ているかを中心になって作り、それがそれぞれの地域であれば、そこの地域の包

括に聞けば、連携については在宅介護の医療連携相談室が地域で出来ていると思

いますので、そこにアクセスすればわかるという仕組みづくりが地域で出来てく

れば、県内で統一されなくても、それぞれの地域のルールが分かるようになれば

よいと思います。 

 

○大道委員長  

近く、県で今議論をしている趣旨の研修会があるということですので、情報共

有というよりは、むしろ流れをそれぞれの立場で理解をする、基本的には県民の

ためですので、円滑な運用を期待したいと思います。 

 

○窪倉委員  

こういった会議の中で、病院の敷居が高いと言われることが私は辛いのですが、

今の病院診療の密度の濃さ、在院日数の短さ、動きの速さなどがあり、なかなか

難しいです。しかし諦めているわけではなく、この地域包括ケアを病院がどうや

って下支えするか、連携を取っていくかという意味ではとても重要な問題をはら

んでいるといつも思っています。 

今回の最初の意見に戻るのですが、地域ケア会議の中にぜひ病院の代表者を入

れて欲しいと思います。そういった中でこの情報共有の問題、退院調整のルール

の問題を政策課題として医療と介護の連携の大事な議題として打ち出していただ

いて一緒に考える場を作っていただければ、これらの問題は解決できない問題で

はないと思います。医師会の先生、多職種の方々とも話し合いながら、ぜひその

地域で一番いいものを目指していくことをぜひやりたいと思っていますので、ぜ

ひ行政の方を含めてメンバーに入れていただきたいと思います。 

 

○大道委員長  

大変重要な御提案だと思います。今まで地域で在宅医療、在宅ケアというと診

療所の先生にやっていただくということでした。一概に言えませんが、今日繰り

返し、御意見が出ているように、やはり、資源が集中しているということもあり

ますし、住民の方々からも病院は重要な要素だと信頼もされています。 

運用の仕方も様々だと思いますが、病院の実情を知り、かつ、病院に入院をす

る、退院をすることを組んだ形の地域ケア会議があってもよいのではないかと思

います。横須賀市の立場からは、地域ケア会議の議論すべき内容と、在宅を含む

医療介護連携の会議が近寄って来ていて一体化しているという指摘もあります。
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それは非常に進歩している話だと思います。進んでいるからこそ、そういう議論

が出て来ると思います。窪倉委員の御指摘の点は、今日の会議の収穫として是非

進めていただきたいと思います。もうすでに出ていますが、病院の、特に急性期

にかかわらず、あるいは、今日出ている地域包括ケアなり、回復期リハなりで非

常に厄介な仕組みが複雑に錯綜して、退院先はある程度決まっていて、そこに合

わせてないと診療報酬が得られない、単なる在院期間だということではもうすで

にないのです。その上で、従来行ってきた退院調整、入退院支援の対応をとると

診療報酬がついてきます。窓口はどうなって来ているのかとリストが出てきて、

それは大変重要なことです。 

今後の病院の組織としては、入退院調整もしくは入退院支援の組織化をし、誰

もが知っている組織として認知されることが期待されています。従来だと退院調

整のナースと地域連携担当者、ソーシャルワーカー、場合によっては今日議論が

出てきた訪問看護関連部署、これらを一体的に組織化し基本情報が共有化されて

いるところと地域がつながるという構図だと思います。いろいろな地域での取組

があると聞いていますが、今日の議論は、その辺に、しっかりと手がかかった、

大変有意義な議論だと思います。議論に終わらせずに実のある所にお進みいただ

きたいと思います。横須賀市、横浜市から御紹介いただいた一連の入退院支援に

関わるものは、実際に使われていますので、重要な事例として御参照ください。 

それでは次に、地域医療介護総合確保基金に係る平成30年度の神奈川県計画に

ついて事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局  

資料６説明 

 

○大道委員長  

この報告について、何か御質問があれば承ります。 

 

○大島副委員長  

資料６の７ページの介護従事者の確保に関する事業で示していただいた中に、

３月に厚生労働省の課長会議で、潜在介護福祉士の再就業促進の項目が資質の向

上の中で出されていたと思いますが、この資料には潜在介護福祉士の再就労は入

ってなかったのですが、計画の中にないのでしょうか。 

 

○事務局  

今お話いただきました潜在介護福祉士等の復職支援ですが、平成29年度から神

奈川県でも、復職のための研修支援事業等として、神奈川県社会福祉協議会に委

託して実施しております。 

 

○大道委員長  

副委員長に総括コメントをいただきます。 

 

○大島副委員長  

委員の皆様、有効な御意見をお出しいただきありがとうございました。医療側、

介護側等で、これから発展的に進めていける内容の御議論ばかりでございました。

今日出ました御意見を基に、県でも、今後、お考えいただく内容を具体的にお示
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しし、展開して頂けましたらありがたく思います 

 

○大道委員長  

以上をもちまして、本日の議事を終了させていただきます。御協力どうもあり

がとうございました。それでは事務局にお返しします。 

 

○足立原医療課長  

ありがとうございました。実のある議論ありがとうございました。毎回参考に

させていただいておりますし、また施策にも生かしてまいりたいと思っておりま

す。 

まず、特に医療介護連携、地域包括ケアを数年ずっと続けている中で、だんだ

ん近づいてきたのかという気はします。病院の話も出ましたが、そうは言っても

近づいてきていると思います。その中で、我々は医療側ではありますが、介護側

も病院が思考の中に入って来るようになったと感じています。その中で、敷居が

高い、難しいと感じることは、入ってくるからであって、非常に大事だと思って

います。 

ですから今後もう一歩進めていかなければいけないとき、いろいろな方々にお

知恵をお借りしながら、我々も制度の中に入れていく、人、モノ、制度、いろい

ろ工夫してまいりたいと考えております。 

それから２つ目が、退院支援の連携について出させていただきました。委員の

方々から御意見がありましたが、マニュアル化することは大事で、我々も県下統

一とは全然思っておりません。地域で異なってよいと思っております。一つは、

横浜市からあったチェックリスト、60点ルールは大事で、新人でも、ここはでき

るということのルール化、特に、マニュアルはどんどん細かくなり、厚くなりま

すが、太い柱を押さえればよいという優先順位化が大事になってくると思います。 

それから、関連して、担当者まで書く連絡先がいかに大事か、顔の見える人な

ら良いですが、見えない人に対してどうするかも大事だと思いました。我々でも

お手伝いできるところがあれば支援させていただきたいと思っております。 

最後に３つ目、水野委員、久保田委員からもお話がありましたが、市外のとこ

ろ、見えないところで、プロ向けのツールとして、この診療所はこういう患者は

受けるがこういう患者は受けない、ここは得意だがここは不得意であるというよ

うな情報を出せないかということですが、まさに平塚市医師会が行っているよう

な情報です。情報提供をさせていただくと、湘南西部地域で、病院協会と医師会

が連携して、Ｗｅｂで、一般向けではない、それぞれの病院診療所で、プロ向け

の得意分野の赤裸々な情報を共有できツール化できないかを検討していただいて

おります。最後に医療介護総合確保基金の話をしましたが、これを使って、支援

できないかと検討を進めているところです。 

県の役割は、人、モノ、制度だと思っておりますので、皆さんの忌憚のない御

意見を聞きながら、統一ではなく、地域に合った形でやらせていただければと思

っております。会議の場でなくても困っていることがありましたら、ぜひお気軽

に高齢福祉課、医療課等に、お声をいただければと思っております。 

 

○板橋高齢福祉課長  

本日は活発な御議論、貴重な御意見ありがとうございました。本日の議論を踏

まえて、地域包括ケア、在宅医療介護連携の施策を推進してまいります。 
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次回開催は、来年３月となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。 


