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令和３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（令和３年 11 月 22 日開催） 

 

 

○事務局  

ただいまから、令和３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

域包括ケア会議を開催させていただきます。会議に先立ちまして、高齢福祉課長

の山本から一言御挨拶を申し上げます。 

 

○山本高齢福祉課長  

神奈川県高齢福祉課長の山本です。委員の皆様方におかれましては、本日、御

多忙のところ、会議に御出席いただき誠にありがとうございます。また、今年度、

委員の改選に当たりまして、皆様方の御理解、御協力のもと、委員に御就任いた

だきまして、重ねて御礼申し上げます。 
さて、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につきまし

ては、医療と介護における在宅医療と地域包括ケアシステムの推進に向けた課題、

取組について一体的に議論、検討する観点から、毎年、合同開催で実施をしてお

ります。県の事務局も医療課と高齢福祉課で合同で担っております。会議の開催

につきましては、新型コロナウイルス感染症対策から、令和元年９月の会議以降、

３回にわたりまして書面での開催となっておりましたが、今回、オンライン会議

にて開催する運びとなりました。皆様、御協力ありがとうございます。 

昨今の医療と介護をめぐる喫緊の課題といたしましては、引続き、新型コロナ

ウイルス感染症に向けた対応というものがございますが、2025年が近づいてくる

中で、地域包括ケアシステムの推進をより一層、力を入れていく必要がございま

す。今年４月にスタートさせました、第８期のかながわ高齢者保健福祉計画でも、

地域包括ケアシステムの深化・推進を位置付けております。これまでも皆様方の

御協力を賜りまして、御一緒に様々な取組を行ってまいりました。これまでの取

組を検証し、課題を常に把握しながら、医療・介護連携や地域支え合い、また、

8050問題の他、ダブルケア、老老介護などのケアラーへの支援といった複合的な

課題への対応などにも、引続き皆様方と共に取り組んでまいりたいと考えており

ます。そうした中での本日の会議でございます。協議事項、報告事項は多岐にわ

たりますが、協議事項に掲げる入退院調整では、医療と介護を必要とする方々へ

の多職種連携による包括的、継続的な支援について、また、報告事項に掲げる地

域ケア会議については、ケアラー支援等について、委員の皆様方から忌憚のない

御意見を賜りたいと存じます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局  

今年度は委員改選の年でございました。時間の都合上、新任の委員の方のみ御

紹介をさせていただきます。県医師会から、古井委員、磯崎委員、県看護協会か

ら杉浦委員、県医療ソーシャルワーカー協会から福田委員、県介護支援専門員協

会から諏訪部委員、横浜市がん・疾病対策課から鎌田委員、横浜市地域包括ケア

推進課から鴨野委員、相模原市医療政策課から沖本委員、藤沢市高齢者支援課か

ら田口委員、小田原保健福祉事務所から長谷川委員の以上10名の委員の交代がご
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ざいました。 

また、本日の出欠ですが、藤沢市地域共生社会推進室の玉井委員から事前に御

欠席の御連絡をいただいております。 

次に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、会議の予定を周知いたしましたところ、傍聴の方が１名みえ

ております。なお、会議後でございますが、審議速報、それから会議記録は、発

言者のお名前を記載したうえで公開とさせていただきます。 

本日の資料は、事前配布しておりますが、次第に基づき進行いたします。それ

では、議題に入ります。今年度は、委員の改選がありましたので、委員長及び副

委員長の選任を行う必要がございます。両会議では、別添資料８のとおり、要綱

上、委員長、副委員長を置き、委員長、副委員長は、委員の互選により選任する

こととなっております。委員長、副委員長の選任について、御意見ございますで

しょうか。 

 

〇樋口委員 

  取扱いは、事務局一任。 

 

〇事務局 

  ありがとうございます。ただ今、樋口委員より、事務局一任の御意見をいただ

きましたが、皆様、よろしいでしょうか。 

 

（承認） 

〇事務局 

  それでは、事務局からの提案でございますが、引続き、委員長を大道委員に、

副委員長を大島委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

               （承認） 

〇事務局 

  ありがとうございます。それでは、委員長に就任されました大道委員、副委員

長に就任されました大島委員に、一言、御挨拶をお願いいたします。 

 

○大道委員長  

ただ今、あらためて御指名いただきました大道です。二つの会議の合同という

ことで、ここ数年来、委員長をさせていただいていますが、貴重な機会で、それ

ぞれの立場からの意見交換、さらには情報共有、これをしっかりとこの会議で実

施していくことが大変重要だと考えております。円滑な議事進行と活発な御意見

が出ることを期待しています。よろしくお願いいたします。 

 

○大島副委員長  

神奈川県立保健福祉大学の大島です。このたび、副委員長を拝命いたしまして

ありがとうございました。大道委員長のもとで、皆様方の御意見を伺いつつ、円

滑な議事進行となりますよう、私自身も意見を述べさせていただきながら務めて

まいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 



 

3

 

〇事務局 

  ありがとうございした。大道委員長、大島副委員長、よろしくお願いいたしま

す。それでは、以降の議事進行は、大道委員長にお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

 

○大道委員長  

了解しました。それでは次第に沿って、協議事項の「ア 入院退院調整窓口調

査について」、事務局から報告お願いいたします。 

 

○事務局 

資料１により説明 

 

○大道委員長  

はい、お聞きのとおりでございます。既に使い勝手等の御意見については各団

体から伺っているようですが、特に最後の点、公開の範囲であるとか、今後の方

向性などについて、積極的にそれぞれの立場から御意見いただきたいと思います。 

 

○磯崎委員  

神奈川県医師会在宅医療担当理事の磯崎と申します。まず、公開の範囲に関す

る意見ですが、圏域外の病院との最初の繋ぎとして利用するとなると、利用頻度

が低いということが予想されるので、低いときになかなか見つけられないという

ことになると、ますます使わなくなってしまうので、できるだけ公開範囲を広く

して、手軽に見つけられるようにしなければ、自分でインターネットで調べるの

と大して手間が変わらなくなってしまうので、公開範囲はできるだけ広くした方

がいいと思います。以上です。 

 

○大道委員長  

ありがとうございます。公開範囲についての御発言です。関連での御意見でも

結構ですし、あるいは、別の意見でも結構です。それぞれの関係するお立場の方

から積極的な御発言をお願いします。 

 

〇福田委員 

神奈川県医療ソーシャルワーカー協会の福田と申します。私たち、医療ソーシ

ャルワーカーも入退院支援をしたりする際に表を利用しますが、各ブロックの圏

域の中では、既にオリジナルなものを作られたり、より詳細なものを作ったりと

いうことがございます。県医師会の先生がおっしゃたように、やはり同じ圏域内

ではなく、圏外に相談するようなことがございまして、そういったときに、私た

ちは、よく協会の会員や日本医療ソーシャルワーカー協会の名簿などを活用して、

そこの窓口から相談することもあるので、広域的に公開できる情報を必要として

いるというところで、賛成です。 

 

○大道委員長  
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ありがとうございました。医療ソーシャルワーカーの方の立場ですと医療の問

題での相互の窓口活用ということになりますが、介護保険、介護施設との関係も

ありますので、御指名するのもいかがかと思いますが、ケアマネジャーのお立場

から、県介護支援専門員協会の方、御意見いかがですか。 

 

○諏訪部委員  

ケアマネジャーとして、こちらの資料確認させていただいて、内容は非常にい

いものと感じています。さきほどのお二人の立場の発言と重ねるような発言にな

りますが、やはり、周知の方法、公開の範囲、周知・提供の方法が課題と感じて

います。特に介護業界においては、メールの配信が県の方からされていますので、

こういったものであったり、保険者単位での周知、この場所にあるといった、さ

きほど医師会の磯崎先生のおっしゃるように、まずは確実に入手できるといった

方法が、大きな課題というふうに感じております。以上です。 

 

○大道委員長  

ありがとうございます。事務局も大いに問題意識を持っているようですね。公

開の範囲の中で、県のホームページにしっかり出して大丈夫なものなのか、こう

いう選択肢はいかがですかね。できる限り広範囲となるとこれが一番考えられま

すが。その点での課題というものがあれは、御発言をお願いします。県のホーム

ページは誰でもアクセスできますけれども、相互に連携調整するＭＳＷやケアマ

ネジャー以外の、例えば一般県民の方々や患者等からもアクセスできることにな

る。そうするとその窓口に直接、患者または家族の方々から、問合せというもの

が出てきてしまうということが正直、ありうるわけです。県のホームページで公

開することについて何か御意見があれば、御発言ください。また、県の入退院調

整に関わる会議や研修会などで積極的に窓口情報を配布、あるいは周知するなど、

これはいかがでしょうか。 

 

○磯崎委員  

ケアマネジャーやＭＳＷの方に伺いたいのですが、慣れた方々ですとこういっ

た一覧がなくても病院さえわかれば、インターネットで自分たちでやっていける

と思うので、おそらく、使うのは、新人さんとか、慣れていない小さな事業所で

使うことになると思います。もう一つは、紙媒体で各事業所に配られた場合、き

ちんと整理して置いておけば、使いたいときにすぐ使えるものなのか、私の場合

は、インターネットで調べるとかＰＤＦファイルに入れておかないと、どこにあ

るのかわからなくなるので、すぐに見つかるところに置いていただきたい。県の

ホームページのどこにあるとか、わかっていれば、非常に使いやすいと思います。

ただ、一般の方がすぐに見れるところに置いておく必要はないので、そこにいけ

ば、必ずこの情報が手に入るところに置いていただければ、紙媒体で置いておく

よりかは使いやすいのかなと思います。以上です。 

 

○大道委員長  

ありがとうございます。今、磯崎先生の御意見は非常にわかりやすいですね。

ホームページであってもアクセスの手順、段取り、業務に直接役立てるためのア
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クセスの方法とは違うわけですので、もし県のホームページに掲載することにな

るのであれば、掲載の場所、アクセスの手順などについて配慮したうえで、あま

り一般の方々に誤解を招くようなことがない、安易にアクセスされて、業務に支

障がでるということが出るのは良くないことなので。その辺に配慮したような、

Web掲載を考えた方がいいのではないかと思います。紙媒体で、会議や研修会で配

布することも旧来はやってきたわけですけれども、紙媒体の使い勝手については、

よいと感じる方もいれば、なくなってしまえば、どうにもならなくなる。そのよ

うなことだと思います。 

 

○事務局  

ありがとうございます。神奈川県医療課の植木と申します。当初、紙媒体で配

ることも一つの考え方として思っていたところですが、いま、いただいた御意見

を参考に県のホームページでどういった形で活用する方にしっかりお伝えできる

よう、ただし、県民が見る一般的なページではない方がいい、といった御意見だ

ったと思いますので、その当たり、もう一度、事務局の方で、案を練ってみたい

と思います。それと、次回、公開の範囲等を含めて、御提案させていただくとと

もに今後、更新の際には、公開する場所、あるいは範囲、そういった情報が何で

あるか、一覧を作る際の照会にしっかりとお伝えできるような形で考えていきた

いと思います。今後のスケジュールをお示しさせていただいたように、次回まで

にしっかりと対応を検討してまいりますので、改めて御議論いただければと思い

ます。 

 

○大道委員長  

そういうことでございますので、入退院調整窓口一覧の情報窓口は、一般的に

は、電話等の情報ということがまず考えられますが、電話しろ、メールアドレス

にせよ、さらにはファックスなど、もしかしたら使われているかもしれませんが、

普段はあまり十分に情報が入手できないことが、医療機関の相互の連携、場合に

よっては、介護関連サービスとの相互の連携にとって入口の大きな隘路である、

という認識があって、この議題が始まっているわけです。まずは、窓口一覧を作

成していただいて、使い始めたわけですので、現段階では、充分に活用されきれ

ていないといった状況が見受けられます。Web等の掲載の問題、それから機会を捉

えての情報提供などは、引続き努力していただくのがよろしいのかなと思います。

特段に他に発言がなければ、この議題については、以上ということで、とりあえ

ず一段落とさせていただきます。それでは、引続いて、協議事項の「イ 部会

（訪問看護部会、リハビリテーション部会について）」、事務局から説明をお願

いします。 

 

○事務局 

資料２により説明 

 

○大道委員長  

ただ今、両部会について報告がございました。いずれも県在宅医療推進協議会

の方へ、組織的には場を移したかたちとなって、こういう方向で活動していると
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いうことです。ただ今、事務局の報告について、御意見、御質問ありましたら御

発言をお願いいたします。 

 

○磯崎委員  

県医師会の磯崎です。訪問看護部会のことで質問なんですが、今年、コロナ禍

で在宅療養の神奈川モデル、地域療養の神奈川モデル行いましたけれども、その

時は、かなり、訪問看護ステーションが活躍されたと思います。それに関しての

調査というのは、この中には入っているのでしょうか。 

 

○事務局  

御質問ありがとうございます。特に、今回この２回の部会の中で、コロナに関

する地域の神奈川モデルのことでの何か対応ですとか調査というのは、この部会

では取り扱ってはおりません。ただ、御協力いただいているという状況はござい

まして、県の取組の状況ですとか、そういうところの情報共有等は行っておりま

す。 

 

○磯崎委員  

今回は、実は県外の大規模訪問看護ステーションのソフィアメディさんが入っ

てきていますので、これまでの訪問看護ステーションのあり方が、だいぶ、コロ

ナの状況になって変わってきていると思います。そちらに関しても、今後、また

新たな危機のために、これまでの従来のとおりではなくて、こういった危機的状

況のときには、どのように訪問看護ステーションが動いて活躍されたのか、是非

とも調査して、記録として残された方がよろしいかと思います。 

 

○大道委員長  

ありがとうございます。まだ、コロナが収束しきれていない段階ですので、事

業として行うについては、あらためて位置付けをし直して対応していく必要があ

るかと思います。ただ、ちょっとここの問題については、うやむやな、あいまい

なところは良くないなという気がします。いわゆる、通常の地域包括ケアの一体

的なサービス体制の中での話と、コロナという感染症を在宅で対応するという辛

い時代が続いたわけですけれども、特に第５波のときはですね、そこらあたりの

総括を含めて、ちょっと大変ですけれども、御対応いただく必要はあるのかなと

正直、私の立場からも思います。御検討ください。ありがとうございました。 

 

○窪倉委員  

ありがとうございます。この訪問看護部会の概要、スライドでいう２コマ目に、

所管事項に「（２）県内の訪問看護師の確保・育成に関すること」というふうに

ありまして、委員の中に、県看護師等養成機関連絡協議会の関係者が入っている

というふうに受け止めました。このことはとても大事だと思いまして、地域包括

ケアの本格的な実現がされたときには、やはり、在宅分野で活動する看護師が非

常に増えないといけないわけですね。そのときに、病院の仕事ができなくなった

からとか、あるいはリタイアしていたけれどももう一回、看護師として働きたい

という看護師も当然、ウェルカムなんですけれども、やはり学校教育を出たばか
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りではいけませんけれども、卒業した方が、訪問看護、在宅の分野で、しっかり

と働いていきたいというような動機付けをし、なおかつ教育をしていけるような

仕組みを作らないといけないと思います。そうした観点から、訪問看護部会の中

で、訪問看護師の確保と、特に育成、これをどうしようとなさっているかについ

て、もし議論がされていれば、紹介していただきたいと思います。 

 

○横山委員  

県訪問看護ステーション協議会の横山です。窪倉先生、ありがとうございます。

そのとおりで、本当に育成というのが課題となっております。この訪問看護部会

でも取組として行っているのが現状でして、ただ、新卒という前に、いま、現状

働いているスタッフたちへの育成も大事だということで、昨年度から新たに新任

訪問看護師育成事業というのも取り組んでおります。そこでは、訪問看護に携わ

る方々が何をみて育成すればいいのかという、育成する側への教育について、今

現在取り組んでいるところではあります。あと、管理者も育成していかないとい

うことで、管理者に対する育成事業も、経年のとおり行われているのですが、年

１回、２回の研修で、管理者が育つかと言われると、経営視点を含めていかなけ

ればいけないので、事業継続できるまでに管理者を育てるには、更なる支援が必

要だろうと思っています。事業としては、行われているというのが現状というこ

とで御報告させていただきます。あとは、さきほど、磯崎委員からの御質問です

けれども、コロナ禍においての訪問看護ステーション、在宅療養モデルというこ

とで、今年、かなり訪問看護ステーションのスタッフたちが、活躍しました。ソ

フィメディアだけではなくて、いろいろな地域において訪問看護ステーション同

士が協力しあって、一つの団体を作って、地域療養の神奈川モデルに対応してい

こうということで実際に行っています。このとりまとめですが、実は、10月23日

の訪問看護ステーション協議会の総会において医療危機対策本部室の方からとり

まとめが行われています。どのくらいのステーションが協力して、どのくらいの

方に実際に訪問し電話対応したのか全て報告されていますので、こちらに関して

は医療危機対策本部室の方から情報が得られるような状況になっております。私

からは以上です。 

 

○杉浦委員  

ありがとうございます。県看護協会の杉浦です。看護協会では、訪問看護の入

門研修とか養成研修、相互研修、あるいは管理者研修と様々な、県・市から委託

を受けた事業を実施していますが、やはり中堅といいますか、ある程度、病院経

験をしたナースが入ってくることが多いですが、たまに１、２年目の方が研修に

受けに来ています。今の大学教育ですと、在宅訪問看護ステーションの実習も増

えてきていますので、若い人たちの中でも興味を持っている方が増えてきている

という感覚を持っています。協会としても、新卒を訪問看護ステーションに入れ

ていかないと、今後段々と訪問看護師も高齢になっていき、また、定年も延びて

いく中で、満遍なく年齢層がいないと、2040年には全然、足りなくなってしまう

ので、新人教育をどうするかについて少し検討を始めているのが実際で、まだ、

具体にはなっていませんが、その辺が一つ課題というふうに考えています。もう

１点は、出向研修というものを始めていまして、病院で働くナースが、３か月間、
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訪問看護ステーションに出向というかたちで、実際に一人で訪問するところまで

やっていただいて、経験して病院に帰って、訪問看護の実態を病院へ伝えていく、

やはり訪問看護が必要で、やりたいというところが出てきていますので、異動し

て、退職して訪問看護ステーションに行くというのではなく、出向というかたち

でうまく教育できないかと少し視野に入れています。例えば、１年、２年、ある

程度３年目で身についたら訪問看護ステーションに出向して３年ぐらい経験して、

また帰ってというのを、効率的にやっていくといろいろなレベルの訪問看護師が

育っていくかなというところが少し視野にありますので、それを今後、１年では、

難しいのですが、実現化できるように具体化を検討している最中ですので、こち

らとしても、やはり新卒のナースを採用したいというのもありますので、育てる

ということを考えています。そこで課題となっているのが、経営の問題が出てき

てまして、新卒で、一人ですぐに訪問看護に行くのは、なかなか難しい中、同行

訪問をどのくらいの期間続けるのかによっては、そこの収入減が出てきますので、

その辺のサポートを診療報酬も踏まえて、どうしていくかということも課題に挙

がっていますので、そこも含めて整理ができていく中で、早い期間で実現にもっ

ていきたいと考えています。以上です。 

 

○大道委員長  

ありがとうございます。窪倉委員から問題提起があって、極めて基本的でかつ

重要な議論だと思います。経営の問題を含めてということになりますとやはり訪

問看護ステーションの規模がある程度ないと、余裕が生まれません。教育機能を

担うにはどうしても一定の規模が必要だという議論はかねてからされているとこ

ろです。もう一つの問題意識は、国が進めている、特定行為研修事業があります。

この制度のルーツは実は、在宅訪問看護だったんですね、今はどちらかというと

病院内の急性期などのイメージが先行しているところがあります。パッケージ研

修というのは概ね定着化し、その中に在宅関連、訪問看護関連の専門研修事業が

始まっています。この研修事業は、現段階ではもう一つ勢いがなく、これからと

いったところですが、是非、神奈川県の場合も、その辺も視野に入れて、訪問看

護事業の推進に努めていただきたいと思います。時間の関係上、他にリハビリテ

ーション部会について何か追加の意見がありましたら伺います。 

 

○相川委員  

神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会の相川です。地域にリハ職が出

るということが今までは、治療主体のリハビリテーションから、治療と表裏一体

の予防を含めて、０次予防から３次予防まで全てを担わなければいけないといっ

た状況となっているふうに認識して活動しています。まだまだ地域に出ているリ

ハビリテーション専門職は、少ない中ではありますが、地域包括ケア会議であっ

たりとか、その辺には少しずつ増えている状況は確認できていますが、通いの場

とかでは、もう少し広い視野でいきますとなかなかまだまだできれていない、そ

ういったところに地域のニーズをしっかりと掘り起こすような活動をしていかな

ければいけないと考えています。あと教育の面に関してですが、日本理学療法士

協会で、国レベルで協会から、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴともに一環して一定のレベルで

全国で知識が得られるようなかたちで、体系的に研修を組んでおります。徐々に
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受講者も増えていますので、今後、活躍の場ができれば、机上のことから実地の

ところで、どんどん力を伸ばせるのではないかと考えています。以上です。 

 

○大道委員長  

ありがとうございました。それでは、次の議題が控えておりますので、事務局

から報告事項について説明願います。 

 

○事務局 

報告事項アについて、資料３により、また追加資料「在宅医療の推進にかかる

課題と方向性について」、事務局より説明 

 

○一柳医療課長  

医療課長をしております一柳と申します。最初に御挨拶の中でもありましたと

おり、この県在宅医療推進協議会、県地域包括ケア会議、３回にわたり書面開催

をさせていただいておりまして、いろいろ県から必要な事項は報告させていただ

いておりましたが、本来、この会議の役割である県の取組について、皆様の御意

見を伺いながら進めていくということが、思うようにできてこなかったという思

いがございます。このタイミングで、いま、在宅医療がどのような状態になって

いるのか、さきほど植木から御説明させていただいたとおり、医師、看護師の数

は、人口当たりでみると少ない神奈川県、もちろん増やす努力はしておりますが

、少子高齢化の中で限界がございます。そういう中で、今後、在宅医療をどのよ

うな方向で進めていけばいいのかといったようなことを、今日は皆様からフリー

で御意見をいただきつつ、あらためてアンケートで調査をさせていただき、それ

を踏まえて何をすべきかといったことを次の会議で検討させていただくというよ

うなことを考えております。是非、よろしくお願いいたします。 

 

○大道委員長  

いま、医療課長から、あらためて、この問題提起の趣旨について説明がありま

した。神奈川県の状況、今は、コロナが若干収まりつつあるかといったところで、

あらためて在宅をしっかりとこの会議の中でも意見を出していただきたいという

ことです。御意見をお願いいたします。 

 

○磯崎委員  

ありがとうございます。私は今、横須賀でかかりつけ医として小磯診療所とい

うところで勤務しておりまして、在宅患者が440名くらい担当しています。年間の

看取りはだいたい200から220名くらいです。今、何を一番大事にしているかとい

うと、効率的な在宅医療ということになります。できるだけ資格をもった人が少

ない働きでたくさんの患者さんを支えるということを大切に思ってやってきまし

た。本日、一柳課長からゼロベースということでお話しがありましたので、自分

の思うことについてお話させていただきたいのです。これまで医療はかなり医療

費抑制政策のなかで、医療費が抑えられてきた中で、効率化、効率化でとにかく

たくさん診て、わずかな利益しか生まないというような、抑制を受けてきました。

そのためにコロナという負荷がかかったことで破綻寸前まで追い込まれたといっ
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た感じです。日本は世界的にみてもコロナによる死亡者はかなり低い方の国で、

そういった意味では、コロナの負荷は、大きいようで全世界からみれば少なかっ

た方だったと言えると思います。ただ、それでも、現場の医療はかなり深刻な打

撃を受けています。特にコロナの入院を受け入れた病院などは、既に崩壊したと

ころもあったと思います。今後の大きな流れとして、医療費としては、医療の強

靭化（のために医療費を増額）をしていただいて、また今後起きうる危機に対し

て、少し余裕をもって対応できるような大きな流れが必要になるかと思います。

以上はお金の話です。次に人の話になりますと、さきほど資料にあったように、

神奈川県は医療者の数がかなり少ないところです。なお、私のクリニックがある

横須賀は、高齢化率が30％以上と、首都圏で最も高齢化が進んだ都市になります。

横須賀での経験を踏まえますと、（高齢化が進むことにより在宅療養患者さんが

増えるので）在宅医療はこれから増やさなくてはいけなくて、（少ない医療介護

資源で）効率的にやっていくためには、医師、訪問看護師、ケアマネジャー、多

職種連携が非常に大事です。そういう状況の中で、その次にはモノの話になるの

ですが、コロナの時に神奈川県が提供してくれたTeamsという情報共有ＩＴツール

やその他にもいろいろと開発されているものがあります。このように連携を効率

化するようなツールも予算をつけていただきながら、在宅医療の効率を上げてい

かないと患者さんを診きれない状況になると思います。自分の個人的な思いです

が、ここまで戦後の焼け野原から日本をここまで復興させてきた世代に対して、

お金がないからといって医療の質を下げていくのは、すごく忍びないと思ってい

まして、質のいい医療を最後まで届けてあげたいという思いがあります。そのた

めには、いろいろ足りない中で、工夫していかないといけないのですが、多職種

連携が一つのキーワードとなります。もう一つは、ＩＴを使った情報共有がキー

ワードになると思います。また、在宅を担う医師を増やしづらい中で、横須賀の

経験でもなかなか難しいところですが、医師の働き方改革や医療費が増えること

によって、在宅医療が少し魅力的になってくればもう少し増えてくるのかと思い

ます。また、キーになる訪問看護師さんは、介護保険での報酬が非常に少ないの

で、これを上げていただいて、こちらも充分な魅力的な職場にしていくことが非

常に大事だと思います。一つの例として、コロナの大規模ワクチン接種会場での

ワクチン接種の仕事は（横浜の場合ですけれども）補助金をつけていただいて、

（非常にバイト代としては良かったこともあり）かなり看護師が集まりました。

むしろ看護師が余ってしまい接種会場での仕事にあぶれる看護師もいました。そ

ういった潜在的な人材の掘り起こす努力も必要だと思っています。雑駁になりま

したが、以上です。 

 

大道委員長  

ありがとうございます。今日、あらためて、在宅医療、介護との連携、地域包

括ケアシステムの内実というものを充実させなければいけないという趣旨になる

かと思います。この問題意識は、かれこれ10年あるいはそれ以前からあるわけで

すが、あらためて、いわゆる2025年問題を目前にして、この神奈川でどうするか

ということだと思います。まず磯崎委員の方で、現場の日常診療、あるいは実践

の中での御発言かと思います。他に御意見ありますでしょうか。 
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○杉浦委員  

ありがとうございます。何点かありますが、今、老老介護が増えていまして、

先日も当協会のステーションで、息子さんが要介護で支援を受けて訪問していた

ところ、面倒をみている、介護している母親が、転んで骨折し、どこにもつれて

いけず、訪問看護のナースが病院まで受診に付き添ったというケースがありまし

て、介護する側が倒れてしまったときのフォロー体制、ケアの整備といったとこ

ろの課題を感じています。もう一点は、介護になる前にどうするといったところ

では、看護協会では、まちの保健室を行っておりますが、まちの保健室だけでな

くて、そこから発展させて、さきほど、リハビリの話のように商店街の真ん中に

ステーションを設置し、そこで健康チェックしながら、介護にならないような仕

掛けを作っていくというところも一つ踏み入れていかないといけないのかなと考

えています。もう１点は、災害時等、今回は、コロナですが、訪問看護でのＢＣ

Ｐが、なかなか出来上がっておらず、ステーションによっては、記録が、コンピ

ューターで入力できて、スマホで記録が見れるシステムになっていますが、電源

が切れてしまうとその情報が見れないので、災害時では情報が取れない中での訪

問という課題が浮かび上がってきています。訪問看護ステーション同士の情報共

有をどうするかというところも進めていかないと、一つのステーションでコロナ

が発生したときに、そこで看ている利用者さんを他のステーションで看てもらう

ことになったときに情報共有をどうするかといった課題になってきますので、今

後の対策としては、その点を含め、システム化を視野に入れつつ、効率化も視野

に入れといったことが課題になるのではないかと考えております。以上です。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございます。それでは、次に、訪問看護のお立場から、横山委員、

あらためてご発言ください。 

 

〇横山委員  

ありがとうございます。ＩＣＴの問題になりますが、だいぶ、訪問看護ステー

ションの現場でも使われるようになってきました。しかしながら、共有ツールが

各先生と各地域において、いろんなツールを使っているということで、あるステ

ーションでは、５種類のツールを使っている現状です。どこかでリンクするよう

な体制を作っていかないとＩＣＴ化で情報共有するのに実は効率化されていない

という、現場の声もありますので、そこには一つ工夫が必要なのではないかと思

います。あとは、さきほど、杉浦先生がおっしゃっていた、まちの保健室機能で

すが、やはり地域で、地域の住民を看ていく、これは訪問看護ステーションの役

割の一つでもあります。そこに潜在ナースを雇用していく、新たな雇用を生ませ

るということも、一つ、ここでは、循環が発生するのだろうと思います。地域に

おける循環、ここは、少しキーワードになってくるかと思いますので、そこには

制度的な仕組みが必要だと思っています。あとは、お金のことを言いますと、訪

問看護ステーションの人件費率は80％ですので、それは制度ビジネスで、そこで

しかお金を生んでいないというのも現実としてあります。やはり、もっと別な収

益が得られるようにやはり大規模化していく、それから、自費看護や、まちの保

健室事業を訪問看護ステーションの仕組みに入れていくシステムが必要かなと思
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いましたので、付け加えて発言させていただきました。以上になります。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございます。もっと御発言いただきたいのですが、残念ながら時間

がだいぶ過ぎていますので、これまでにさせていただきます。冒頭、磯崎委員が

指摘された、今後の在宅の医療・介護を包括的な地域での対応がなければ、地域

社会をしっかりと存続させ得ないという基本認識はもう皆さんは持たれているか

と思いますが、そういう中でのキーワードで、チーム医療、多職種連携、これが

やはり必要。もう一つは、人材をしっかりと掘り起こして、確保して、横山委員

の「循環」という言葉が出てきましたが、人を回すということが大事なのではな

いかということとか、ＩＣＴを使う、標準化できていなくて、残念ながらばらけ

ていて、いろいろなアプリが出回っているようなところがあるのは、何とも現場

的には問題だという、いずれも共通したような問題を包含しているようにお見受

けします。県の立場はやはり、人材を確保して、教育・研修・育成、ここら辺は

県がしっかりやって、一番やりやすいところだと思いますし、ＩＣＴでは、ツー

ルを標準化までは大変なんだけれども、何とか共通部分を見出して、効率的に使

えるような仕組みを誘導するのも、やはり県の役割かなという気がします。多職

種連携はさんざんやってきたことですが、引続き、取組いただいて、少ない人材

を有効に活用する。かねてから言われている、神奈川県は人口が多い県であるだ

けに、数だけ見ていると各職種とも結構多いですが、実は人口当たりで見ると全

くそうではないということは、今回、あらためて見せつけられました。こういっ

た基本認識のうえで、2025年問題を目前にして実は東京都よりも厳しいとかねて

から言われている少子高齢化の流れの中で、今日は、ゼロベースからという一柳

医療課長からのしっかりとした問題提起がございました。この会議においても、

この問題は基本課題ということで引続き対応させていただく。事務局も生産的な

議論ができるようにしっかりと素案を練って、次回、あるいは次々回に資料を作

って御提示いただきたいと思います。 

それでは、引続き、報告事項イ・ウについて簡略に説明をお願いします。 

 

○事務局 

報告事項イ・ウについて、資料４、資料５により説明 

 

〇大道委員長  

資料４、５を中心に事務局より説明がありました。本来、全体について御意見

いただきたいのですが、特に資料５のケアラーに関連した問題についての御意見

をいただきたいとの事務局の要望があります。恐縮ですが、御指名のかたちとな

りますが、「ケアラーの周知について」、地域づくり、社会参加の観点から、県

民生委員児童委員協議会の三觜委員、御発言をお願いします。 

 

〇三觜委員  

県民生委員児童委員協議会の三觜です。よろしくお願いいたします。資料にあ

る神奈川県ケアラー実態調査を拝見しました。今年３月調査ということで、最新

の状況かと思います。私も、実際、ケアラーという名称は、最近知ったという状
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況で、アンケートを見ましても、半数が、知っているわけではないということで

、私も、この半数の中にいるのかなという印象です。今後、ケアラーの文言を周

知させるためには、いろいろなＰＲとか、パンフレットの作成だとか、そういっ

たものを活用していったらよいかと思います。我々、民生委員としましても、ケ

アラーに対する見守りだとか、相談など、実態を把握しながら進めていかなけれ

ばならないと思っております。また、県民児協におきましても、このケアラーに

対する理解を深めるため、いろいろな研修等を進めていきたいと思っています。

以上です。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。引き続き、県老人クラ

ブ連合会の樋口委員、御発言をお願いいたします。 

 

〇樋口委員  

県老連の樋口です。報告資料のとおり、高齢者に対するケアの仕組みはよくで

きていると思います。ケアラーについては、直接、関わったことがないので、よ

くわかりませんが、気になる点として、最近、ヤングケアラーの問題があり、精

神面、経済面、生活面で大きな負担を抱えています。せっかく支援に対する仕組

みはあっても実効性のある対応が必要になると思います。相談などの対応の段階

から一歩進めて、支援が必要な方を早期発見するという対応が重要でないかと感

じています。その意味では、県民児協との積極的な対応ができるような関係機関

、関係者との連携体制が必要ではないかと思います。もう一つは、市民としては

、いろんな仕組みがあっても、よくわからない、承知していないといった状況が

ありますので、やはり、市民に対し、仕組みについての認識を高めるための周知

、広報について、県レベルで規範を市町村にお示しいただき、御指導いただけれ

ばと思います。以上です。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。では、大島副委員長、

社会福祉のお立場から御発言をお願いいたします。 

 

〇大島副委員長  

県保健福祉大学の大島です。ヤングケアラーの周知について県の調査内容も拝

見したうえで、社会福祉の学問的視点から考えてみたいと思います。ヤングケア

ラーの現状として、家庭内のデリケートな問題であること等から表面化しにくい

、自治体での現状把握も関係機関（福祉、介護、医療、学校等）における研修も

十分でない、支援につなぐための窓口が明確でない、ヤングケアラーの認知度が

低いため、本人も周囲の大人も気づいていない、中高生の約８割が「聞いたこと

がない」という調査もあり認知度が低い現状等があります。 

これらの状況から、まず、ヤングケアラーの早期発見と把握のために自治体が

速やかに現状把握を行うことと並行して、福祉、介護、医療、教育等の関係機関

、ボランティア等へのヤングケアラーに関する研修や学ぶ機会を増やしていく。

支援策として、支援団体の拡充とピアサポートも含め、悩み相談の窓口の増設と
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ヤングケアラー・コーディネーターの配置、学校においてはスクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカーや養護教諭の方々との連携を強化しながら、社

会的認知度を上げていく必要があると思います。国は、令和３年９月に「ヤング

ケアラーの支援に関する令和４年度概算要求等」でヤングケアラー支援体制強化

事業（新規）等に約 364 億円を計上しています。新規事業の補助金を有効活用し

積極的にモデル事業にも取り組みながら、ヤングケアラーの社会的認知度を向上

させる必要があります。「集中取組期間」を設け、集中的な広報啓発を関係機関

の中で行えるような支援の体制づくりが大切なのではないかと思います。以上で

す。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。では、次に、実際にケアラー支援の御経験のあるお

立場から横浜市篠原地域ケアプラザの髙橋委員、御発言をお願いいたします。 

 

〇髙橋委員  

横浜市篠原地域ケアプラザの髙橋と申します。実際の相談の中には、知的障害

のある方が、介護を命じられて精神を患ってしまって、相談に来られたりとか、

退職されてケアラーとなるという方とか、徘徊の高齢者を保護した際に、お家に

連絡したら、中学生が飛んできたりとかというかたちで、本当に相談の場面だか

らということになるかもしれませんが、家庭の中の弱者といわれる方々が更なる

負荷をかけられて、精神的に患っている、ダメージを受けている方々が多いと感

じています。また、さきほど、早期発見という話がありましたが、本当に表に出

てこない部分がすごく多くありまして、私ども、地域ケアプラザの中で、介護者

の会など実施しておりますが、フォローできる方、参加される方が本当に少なく

、情報というものがさきほどのお話にあったようなシステムを通じて、きちんと

伝達されていないといった問題を感じております。支援の手が入りますと、本当

に生活レベルが変化して、劇的に変わる方のケースが多々あります。ただ、支援

のケアプラザへの相談であったりとか、様々な障害や、子どもの分野での相談ル

ートに乗らないと、全く支援の手が入らいないお家がたくさんありまして、本当

に追い込まれるまで、発掘されないといいますか、見つけてもらえないというこ

とがございます。さきほどのお話にあったように、早期発見をどれだけ早くでき

るかということが一番の大切なことかなと思っています。やはり現状ですね、様

々な専門機関につながれば、かたちになることはたくさんありますが、学校や医

療や、警察や消防なども実は、警察や消防隊の方も困ってたりということもあっ

たりして、それとケースが結びついていないこともたくさんありますので、様々

な専門分野の機関が、連携して、早期発見がどれだけ進められるかといったこと

が、ケアラーの方々たちには、本当に命であったり、今後の生活であったりとか

、保つための大事なところだと思っております。以上です。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。では、次に、県介護福祉士会の鈴木委員、御発言を

お願いいたします。 
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〇鈴木委員  

神奈川県介護福祉士会の鈴木です。ケアラーの問題というところでは、やはり

一番、在宅介護のところで、8050 問題があり、利用されている方が終末期を迎え

、利用が終了してしまった場合に、ケアをしていた、ケアラーの家族の方が残さ

れるのですが、実際に介護をされている中で、社会とのつながりが少なくなって

いく、セルフネグレクトのようになっていて、実際に外とのつながりがないので

、自分の存在意義というものが見いだせない、私はどうしたらいいんだろうかと

いう、自分の母や父が亡くなった後で、実際に声をかけられたりということが現

場ではあります。やはり、お話があったように、御本人がケアラーの状態にある

ということを理解されていない方々が実際にいるのではないかと思います。その

方々自体が、今、サポートが必要な状態というよりかは、ケアに迫られている状

況の中、時間がない、それ以外のことが考えられないという状況が見受けられる

ことがあります。さきほど、お話があったように、地域の中で、ピアサポートや

、地域のケアカフェというようなかたちでの場を用意したとしても、そもそも出

てくることが難しい状況の方々が実際にいて、やはり発掘といったようなことを

どうしたらいいのかという問題があります。実際に認知症について、中学校、小

学校に出向いてお話することがありますが、ヤングケアラーの問題や、親の世代

のケアラーの問題について、こういうケアラー支援がまわりにあるんだというこ

とを中学校の授業であったりとか、学校に出向いて、お話する機会が出てくれば

、若い子たちから親の方へこういうポータルサイトや支援があるんだということ

が周知されていくこともありなのかなと、御報告を受けながら考えていたところ

です。以上です。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。では、引続き、県介護支援専門員協会の諏訪部委員

、御発言をお願いいたします。 

 

〇諏訪部委員  

県介護支援専門員協会の諏訪部です。少し違う切り口で考えていますが、ケア

ラーの大きな課題である、介護離職の問題、ヤングケアラー、8050 問題、こうい

ったものに少し共通すると感じているのが、私たち、支援者側の家族を見る視点

というところを少し気にしています。私たち支援する側が、あくまで、対象が高

齢者、障害者だけであって家族を介護力というふうに見てしまうとそれだけで、

問題が見えなくなってしまうといったことがあります。例えば、支援者側が、キ

ーパーソンを非常に探そうとするのですが、そのキーパーソンさえいないといっ

たところでも、キーパーソンは誰かということにこだわる支援者がいますし、家

族が介護するのは仕方ないよねといった支援者側の言葉もあるのではないかと思

います。介護力という捉え方だけなく、人によっては、支援の対象であるといっ

た視点があるのかないのか、といったことだけでもかかわり方が変わってくると

思っております。介護保険は、そもそも介護の社会化というふうに言われたもの

が、今、少し、家族に負担がかかっているのではないかと思っています。支援者

側の家族を見る視点、ここについて、例えば、多職種で、こういったケースにお

いては、どういったことが考えられるかについて、学びの場があるということも
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必要ではないかと考えています。以上です。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。では、県社会福祉協議会の渡邊委員、御発言をお願

いいたします。 

 

〇渡邊委員  

神奈川県社会福祉協議会の渡邊です。私は、民生委員さんや市町村社協さん、

生活困窮者支援関係の仕事に関わっておりますが、その中で、一人暮らし高齢者

だとか老老介護の問題、それから 8050 問題が増えていることは実感しています。

特に民生委員さんは身近な相談相手ということで、いろいろな方からの相談を受

けるのですが、最近は民生委員さんの方から、地域包括支援センターがあって、

そちらに相談してもいいということがわかって、だいぶ負担が減ったといった話

を聞くようになりました。これからにつきましては、身近な地域での気づきとい

ったものを高めつつ、同時に専門職がそれをしっかり受け止めるというような双

方の関係性を、しっかりと築いていくことが大事だと思います。また、いろいろ

な介護保険サービスだとか、制度が充実してきているものの、それぞれが当事者

に向けての支援であって、その家族が行っている生活そのものを支えるサービス

がまだまだ少なくて、その部分を住民、ボランティアの方々が支えているといっ

たところがあります。その担い手も地域で段々と高齢化してきているという現状

もあって、地域の担い手をどう育てていくのかといったところが、課題の一つで

あると思っています。それから、私どもの方では、外国につながる方々の高齢化

に向けた問題についても取り組んでおりますが、カンボジア難民の方々や中国残

留邦人の方々がこれから高齢期に入っていく時期にあたっていて、日本にずっと

住み慣れた方よりもより孤立して高齢期を迎えていくことが懸念されています。

こういった問題にも目を向けていく必要があるのではないかということがありま

す。最後に 8050 問題ですが、生活困窮者自立支援事業というものをやりながら、

8050 の問題、特に 50 の方の問題でかかわることが最近あるのですが、ずっと引き

こもりや就労経験があまりないといった方には、なかなか社会参加、仕事といっ

てもつながりにくいといった状況があり、非常に苦労しているというところがあ

ります。そういったところで福祉分野を超えた連携が非常に大事になっていて、

いま、重層的支援体制整備事業というものが、始まったばかりですが、なかなか

、これも市町村によって温度差があるのが現状で、先行している地域の取組だと

かを県域全体に広げていくようなことが、非常に重要ではないかというふうに考

えております。私からは以上です。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。では、最後に県医師会の古井委員、御発言をお願い

いたします。 

 

〇古井委員  

ありがとうございます。私の方からは、うちの医院の看護師が訪問看護を行っ

ていて、その訪問先で受けた相談事例の紹介です。精神疾患を有する 38 歳の女性
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、中学１年生の男の子との二人暮らし。この 38 歳の母親が、ときどき混乱してし

まって、家のものを外に放り出してしまう、それで手がつけられないという中で

、その子供さんが、母親が落ち着くのを待って、夜、ものを片付けに行くといっ

たようなことが続いているということです。長時間、親の行動を受け止めなくて

はいけないという、普通の子供さんの発達段階にはない現実を受け止めています

。これに対しての支援ですけれども、実際に支援体制というものはあるわけでし

て、例えば母親に対しての精神の自立支援制度を利用して、訪問看護を利用して

いるとか、あるいは生活保護を受けていますので、支援課の担当者の方もおりま

す。それから精神の計画相談員もいる。この中学生のお子さんですが、軽度の発

達障害があります。特別支援学級に通っているわけでして、ここではスクールソ

ーシャルワーカーもいる、放課後デイサービスにもいっている、クラスの先生も

大変心配していると、そういった中で、何人もの方々がそれそれの立場でかかわ

っているということですが、このヤングケアラーであるお子さんの人生、現時点

では、よりよい方向にいっていない現実があります。このヤングケアラーの方の

対応というのは、個人だけではなくて、この場合、母親を含めてトータル的に行

っていなかければならないと感じています。例えば、老老介護ですと、夫婦で介

護保険に申請して、世帯感覚、家族全体としてみることができますが、ヤングケ

アラーの子供たちは、バラバラの支援になっているということで、やはり一体的

な支援の構築が大事になってくると思います。あと、医療の方ですが、今度、厚

労省の中医協の方で、医療機関がヤングケアラーの実態等を支援窓口などに連絡

した場合の診療報酬の対象になるといったことが来年度に予定されているという

ことですので、そういったことが、一つの支援につながっていけばと思っていま

す。時間の関係上、以上とさせていただきます。 

 

〇大道委員長  

ありがとうございました。御意見はしっかりいただきました。それでは、ケア

ラー問題については、事務局でしっかりと受け止めていただき、よろしく御対応

ください。時間が正直、迫ってきていますので、以後の議事をできるだけ簡単に

お願いしたいと思います。それでは報告事項エとオを併せてお願いいたします。 

 

○事務局 

報告事項エ・オについて、資料６、資料７により説明 

 

〇大道委員長  

特に御意見等ございましたら、簡潔にお願いします。よろしいですかね。今日は

時間がおしていまして、少し駆け足で恐縮でした。特段なければ、最後に、医療課

長、ならびに高齢福祉課長から一言お願いいたします。 

 

〇一柳医療課長  

医療課長の一柳です。長時間にわたりまして、熱心なご議論ありがとうござい

ました。これから、地域包括ケアですとか、あるいは在宅医療といったものを、

2025 年、実はもうすぐで、2025 年は一つの目指す時点ではあるんですけれども、

さらにその後、2035 年、2040 年といった形で、益々また高齢者が増えていく状況
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にございますので、引続き皆様と意見交換させていただきながら、何をしていく

べきか課題が山積みですけれども引き続きよろしくお願いいたします。 

 

〇山本高齢福祉課長  

高齢福祉課長の山本からも一言申し上げます。さきほど、ケアラー支援につき

まして、皆様からそれぞれのお立場から貴重な御意見様々いただきましてありが

とうございます。県の方でも取組はまだ始まったばかりのようなところがござい

ますけれども、「早期発見」と「必要な支援を届ける」ということ、それにつき

ましては、学校や医療、福祉、それから雇用ですとか、様々な分野、団体が連携

して、取り組んでいくことが必要だと思っています。引き続き、皆様方の御協力

、御支援を頂きながら、一緒に取り組ませていただきたいと思います。ケアラー

支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお

願い申し上げます。以上でございます。 

 

〇大道委員長  

それでは、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。進行を事務局にお

返しします。よろしくどうぞ。 

 

○事務局 

大道委員長、ありがとうございました。また、活発な御議論ありがとうござい

ました。本日の議論を踏まえまして、引続き、着実に地域包括ケア、在宅医療を

推進してまいります。なお、次回の会議でございますけれども、来年３月を予定

しておりますので、また日程調整等、事務局からさせていただきます。その節は、

またよろしくお願いいたします。それでは、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。長時間にわたりどうもありがとうございました。 

 

以 上 

 

 


