
会 議 議 事 録 

審 議 会 等 の 名 称 平成 30 年度 第 2 回磐田市在宅医療介護連携推進協議会 

担 当 部 課 名 健康福祉部 健康増進課  

会 議 の 開 催 日 時 平成 31 年 2 月 20 日(水) 午後 7 時 00 分～8 時 30 分 

会 議 の 開 催 場 所
磐田市総合健康福祉会館（ i

あい

プラザ）2 階 ふれあい交流室 1 

出席者 
委員：15 名中 14 名出席  

事務局：6 名中 6 名出席  

議 題

１ 開会 

２ 健康福祉部長挨拶 

３ 会長挨拶   

４ 議事・協議  

  （１）「第 3 回 磐田市医療・介護連携に係る課題抽出及び解決

策検討部会」検討結果と今後の方向性について   

【事前発送資料１】

５ 報告事項 

  （１）患者のための薬局ビジョン活動報告 磐田薬剤師会 

  （２）磐田市在宅医療・介護連携推進事業  

報告と平成 31 年度の計画      【事前発送資料２】

６ その他 

  （１）平成 31 年度から 2 年間の委員選出依頼について 

７ 閉会 

配付資料等の件名

〇事前配布資料 

・ 磐田市医療・介護に係る課題抽出及び解決策検討部会（みんなで

つながるしっぺいプロジェクト）会議報告 

・ 検討部会会議における資料 

・ 磐田市在宅医療・介護連携推進事業 取り組み状況と今後の推進

〇当日配布資料 

・ 次第 

 磐田市における地域包括ケアシステム構築の推進 

 患者のための薬局ビジョン活動報告 

 先生、住み慣れた家で医療を受けられますか－医療と介護の上手

な利用－ 



１．開会 

２．健康福祉部長

挨拶 

３．会長挨拶 

４．議事・協議 

事務局

会長

委員

健康増進課健康増進課長 

 29・30 年度ということで委員のお願いをして、皆様から様々なご意

見をいただきありがとうございました。今回が任期最後の会議となり

ます。忌憚のないご意見をお願いします。 

 顔の見える関係づくりから始まり、「みんなでつながるしっぺいプ

ロジェクト」が始まり、在宅医療、救急医療、介護の連携構築推進の

ためにスタートを切れた、会を継続できた成果だなと思っています。

 今日の議題でもありあますが、このしっぺいプロジェクトの動き

が、在宅医療介護連携構築の全体に関わり、市民が住み慣れた地域、

磐田市で暮らし続けるというところに関わってきます。 

 よろしくお願いします。 

 先日土曜日は、講演会を聴かれたでしょうか。看取りを行った方の

講演で、家族、遺族としての気持ちをストレートに伝えました。 

 救急車を呼ぶということは、助けてくれという意思表明だときっぱ

りと言って、もう予後が見えていて覚悟を決めているのなら、救急車

を呼ばないで自宅で看取るという方法もあるということを強く訴え

たと思います。 

 もっとこういう考えを地域に広げなければならないと思います。そ

ういった意味で非常にいい講演をきけたと思います。 

 このしっぺいプロジェクトは、多職種、多職種の中にも現場からト

ップまで広く厚くかかわる、珍しい会と委員もおっしゃっていました

ので、そういった色々な方々の意見を集約する大事な会議だと思いま

す。 

 今回はしっぺいプロジェクトでの意見がまとまりましたので、その

ことについてご意見をお願いします。 

（１）「第 3 回 磐田市医療・介護連携に係る課題抽出及び解決策検

討部会」検討結果と今後の方向性について   

・・・（１）「第 3 回 磐田市医療・介護連携に係る課題抽出及び解決

策検討部会」検討結果と今後の方向性について【事前資料 1】・・・ 

補足はありますか。 

前回は、磐田病院と医療施設、介護施設との救急搬送時の連絡票は

できあがって、施設間でやっていくといいと思いますが、これをどの

ように一般のところに広げていくのかというと、このままではいけな

いと思うし、何ができて何ができないか、周知の仕方と教育のやり方

をどうしようかというところが 1 番なのではないかと思います。 

救急搬送も、救急搬送の仕方も、意思決定支援のところでＡＣＰ含

めてどういうところでどうやってわかりやすく説明していくかとい

うところが話し合われました。 



委員

会長

委員

委員

手持ち資料で持ってきたものがあります。来年度以降、このプロジ

ェクトを地域の専門職の色々な方に知っていただいて、参加していた

だく、自分たちの問題ととらえていただいて、一緒に試行錯誤だった

りあるいはさらに改善策を見つけていく、そういうステップに入って

行ってもいいかなと思いました。 

2 月 2 日に磐田市立総合病院で「磐田市における地域包括ケアシス

テム構築の推進」という研修会の講師を務めさせていただきました。

この中で、しっぺいプロジェクトのことを紹介しています。来年度以

降しっかりと、周知していただけるといいと思います。市民だけでは

なく専門職の中でも話題になるような展開をしていくとさらに素晴

らしいものになるのではないかと思います。 

1 番素晴らしいと思いうことが、多職種・多水準ということを強く

説明しました。多職種というと専門職だけですが、市民まで入ってい

る、管理職から現場で頑張っている方、多水準であって、これはほか

の市町ではないことですので、これを誇りによりよい成果を上げてい

ただければと思います。 

このプロジェクトの中で、グループワークで検討した解決策の中

で、もう一度振り返ってみてください。5 つの大きな項目があって、

特に取り組むべき課題は 1 番と 2 番について、今後進めていこうとい

う結果になっています。 

各委員から、提案、追加意見をお願いします。 

ＤＮＡＲをどういった場面で患者さんから意思の確認をとるか、今

後、私たち全員が勉強しながら、ＤＮＡＲのとり方を勉強していきま

しょうということで、磐田病院との連絡会のときは終わったと思いま

す。どのような説明で患者の理解を得るようにしたらいいのか、これ

から勉強していきましょうということで終わりました。私が思うに

は、診察に来られている方だと診察の場面で患者さんと話をしてとる

こともできますけど、特養やグループホームに入っている方に関して

は、看護師や相談員とご家族が話をして、とっていくのがいいのかな

と。 

多職種のワークには参加して、みなさん活発な意見が出ていたと思

いますが、方向性についてはこれでいいと思います。救急キットを配

布して、ただ配布されただけでその後活用されていないので、その活

用をという話が出ていたかと思いますが、お薬の情報を普段は１部で

すが 2 部ほしいと言われて、1 部は救急キットに入れておくからとい

うような患者さんがみえたのですが、薬局では説明書を余分に出すこ

とはできると思うので、もし救急キットを活用する方向性に進むのな

ら、是非協力させていただきたいなと思いました。 

お薬手帳は患者さんに注意してほしいことを書いてもらわないと

いけないので、結構すぐにいっぱいになってしまいます。なので、い

っぱいになった手帳をキットに入れておくとか、そういう方法もある



委員

会長

かなと思います。1 枚目には副作用歴とかアレルギー歴とか簡単に書

くところがあるので、色々とご協力させていただけるところがあると

思います。 

施設のＤＮＡＲに関しては統一したものがある程度必要じゃない

かなと。老年学会でいっているような医師がターミナルと言っている

ようなものは。ターミナルはがんだけではないので、他のことがある

ので、こういうところで回復の見込みがないというところがスタート

であったりするので、ある程度あったほうがいいのではないかと思い

ます。 

救急で運ぶことも大事ですが、療養型をやっていてもちろん施設で

も一番家にいるのがいいのだと思いますが、入院や入所しなければな

らなくなったけど、できるだけ家にいるということは必要だと思うの

で、その最期のところだけをどうするかということばかりではなく

て、家にどうやっていれるのかというところが 1 番の目標だと思うの

で、そこはぶれないようにしていく方がいいのではと思いました。 

そういった意味では、がんであればこうなる、脳梗塞で寝たきりだ

とこうなる、ある程度病態であると思います。そういったときに在宅

でどうか、脳梗塞になって回復期にいって在宅の流れもあるし、介護

施設にそれから行くという流れもあると思いますが、こういった病気

だと最期どうなっていく、１つ１つある程度のパターンがあると思い

ます。そういったことを周知していってみんなにわかってもらうこと

によって、在宅の部分もスムーズになるのかなと。 

急変したら心肺蘇生しますかと聞いてとるＤＮＡＲは、意味のない

ものだと思っていて、介護していて目の前で窒息したら絶対にやりま

す。ＤＮＡＲとってあるからやりませんなんて。 

介護施設で熱出しました。具合が悪くなって肺炎を起こしました。

ＤＮＡＲだから何もしません、治療も点滴もしないのはＤＮＡＲでは

ないと思います。ＤＮＡＲのとり方が、心肺蘇生をしますかしません

かでは、あまりにも雑すぎる。 

 自分の病院に入院している人で、心臓が止まったら何もしなくても

いいです、と言っている人で、すらっと行く人はいきますが、ご飯を

食べていて窒息したらそれでもやらせてもらうけど、いいかとか、救

急で搬送されてくる方もありますが、たとえば救急車は助けてくれと

いう救急車ももちろんあると思いますが、肺炎を起こして治療してほ

しいという救急車もあるし、がんで末期だけど家で転んで寝たきり

で、体位交換とか家族がこれから覚えるのは大変で介護してほしいと

いう救急車もあるだろうし。 

 島田市の資料など、ケースを含めて勉強した人が考えて、相手も勉

強してやっていかなければならないと思いました。 

 すごく大事なことで、ＤＮＡＲを治療をやらないためのものだと考

えている人もいて、弱ってきていてこのまますっといけるときに何も

しないのであって、もちろん窒息であれば蘇生しますので、ＤＮＡＲ
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副会長

委員

委員

会長

委員

副会長

委員

会長

の考え方自体も人によって違いますので、この辺も勉強して統一して

いかないといけないと思います。 

 ＡＣＰをもっと強調したいなと思っていて、どう生きたいかという

中に最後の最後にＤＮＡＲがくるという問題なので、そこだけが強調

するよりは、人生会議のところを専門職ももっと勉強して、住民も知

ることが必要だと思います。ただ会を持てばいいのではなくて、思い

は揺れるので、ＡＣＰのプロセスが大事なので、周囲の方と話し合い

をしていくと、最期の救急の場面の問題も解決に向かうのかなと思い

ました。 

 細かいことをいうと、今回の連絡票は、この大項目 1 に情報を伝え

るためのツールとあるので、情報をやり取りするためと考えると今

回、施設の方に説明が済んでいると聞いて、その後、郵送で訪問看護

ステーションにこの用紙が届いたのですが、訪問介護やケアマネジャ

ーの方には届いていないということなので、この用紙の目的は何なの

か。ただ搬送を速やかにということなのか、救急車に同乗するかしな

いかの目的があったので、しなくてもいいよのための書式なのか。あ

らためて書式の目的を確認したいなと思います。 

 今おっしゃった問題のすべてを解決したいと思って、進めました。

 まだ出だしなので、どこまで広げるかというのはこれからの課題か

なと思います。どういったところに広げていけばいいと思いますか。

 ケアマネジャーにこの書式や使い方を周知すると、色々なサービス

の調整をしているのがケアマネジャーなので、そこからデイサービス

やショートなど関係する人たちに浸透しやすいと考えます。 

 1 点確認で、この書式というのはしっぺいプロジェクトの中で検討

されて、出てきた書式でしょうか。 

 磐田病院と医師会です。 

 理想としては、この書式を使って、関わる専門職と救急を担う病院

や、みんなの意見が入ったものが最終的な用紙になるのかなと思いま

して。 

 最初にたたき台がないと進まないので、これを使ってみて、介護施

設などの意見を聞いてみて、進めようと思っていますが、ひとまず医

師会と話をして、救急搬送時の様式をというところです。 

 皆さんの意見をどういった場で聞くのでしょうか。 

 それは場が必要でしょうね。施設の人も入ってきて、どういう書式

がいいのかとか、磐田病院が入って、こんな情報が施設からほしいと



副会長
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委員

委員

委員

いう喧々諤々とした議論を交わせないと、うまくまとまらないと思い

ます。 

 ただ全部に聞くのは非効率ということがあって、たとえば施設でも

老健や特養などの介護保険施設と他の老人ホームなどでは、意識が全

然違うということがだんだんわかってきたので、全部広げられるかと

いうそれは難しいのもあると意見としてあります。 

 このエリアでやっていきましょうということもオープンにしてや

れるといいと思います。自分たちは聞いている、私たちは聞いていな

いけどということが出てしまうと、それはそれで現場でぎくしゃくし

てしまうので、なるべくオープンにしていくのがいいと思います。 

 ケアマネジャーも居宅のケアマネと施設のケアマネといますので、

ケアマネジャーは入れた方がいいと思います。 

 ＡＣＰの考え方を浸透させていくのが大事だというお話がありま

したが、次年度、包括支援センターにＡＣＰについての啓発事業が下

りてくるということで、包括支援センターの職員自体がまだＡＣＰに

ついての研修を受けたわけではありませんし、センターの職員全員が

勉強したわけではなく、まだ計画すら着手できていない状況です。 

 在宅でケアマネジャーをしています。大項目 1 の②の救急キットの

ところは、何年も前に試験的ということでケアマネが 3 ケースか 4 ケ

ース配って、置いた人の責任で中身の見直しも半年に 1 回くらいはし

ましょう、ということで始まったのですが、担当も変わりますし、お

薬も頻繁に変わる方もいれば変わらない方もいて、お薬の情報を入れ

るのに苦労しました。 

 地区社協でも始まって、気が付いたら担当の家に救急キットが置い

てあることが増えました。ただ、中身の入れ替えまでも、民生委員さ

んがやるのかどうかというところで、もっていても中の更新まではな

かなかできていないので、そこをもう少し活用すれば、救急隊員の方

も連絡先などをみて、助かったということもあったと思うので、在宅

のケアマネはこの連絡票をこれから使っていくこともあるのでしょ

うけど、なかなか広がっていくのは大変だと思うので、医療とのつな

がりが濃いところからになってくるのかなと思います。 

 救急キットのことは、自治会長もやっていた時期があるので、初め

は民生委員さんの協力を得て、中泉の場合ですが導入しました。中泉

の確保数があって、その中でどうしようかというところだったので、

初めは少なかったです。その後、中泉では地区社協でも追加購入して、

現在 65 歳以上の方はみんな持ちましょうという地区社協の流れの中

にありますので、自治会で一気に配って、民生委員がその後を管理す

るわけにはいきませんので、やりっぱなしになっているのが実情では

ないかと思います。導入はいいのですがその後の管理の仕方まで、き
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ちんとルール化していないものだからやりっぱなしのようになって

いて、たまたま具合が悪くなった方がいて冷蔵庫にあってよかったと

いうのは、後で聞きます。福祉課に聞いたら、あとで利用件数は、配

布した件数にすればほんの一部ですよね。ですから、管理していると

ころがルール化しないと中の紙の管理も。 

 キットの目的は、キーパーソンが誰であるか、飲んでいる薬や病歴

などが知りたい。それをキットに入れておいてということですよね。

 キットだけだとなかなか難しいので、先進事例はＩＣＴでデータは

全部サーバーにあって、たとえば磐田病院に入院した患者のＡ病院に

かかったときのデータがあって、わかるというシステムが進歩してい

る。でもそれはお金がかかって、先ほど聞いたら年間 1,600 万円くら

いかかるということで。 

 情報をしっかり浸透させると思うと、今の介護の現場でいうと居宅

とサービスとのパイプの方が多かったり強かったりするので、そこの

パイプを活用すると比較的早く浸透するかなと思います。 

 色々と時間がかかることだと思いますけれど、始めているというと

ころが重要なことであって、私たちはそれに合わせていきたいなと思

っています。勝手に開けることができなくて、キットを開けるよりも、

私たちは緊急連絡票というものがあるので、それを救急隊に渡します

が、そこは看護とも共有していけるかなと思います。 

 パイプはしっかりしていますので、あとはご家族とのパイプ。そこ

を情報をあげることができなかったということはないですが、ただ救

急隊に言われるのは、フォーマットがみんな違うので、統一していた

ほうが搬送が早くなるということは言われています。その辺は整うと

いいかなと思います。 

 情報はすごく持っています。ぽろっと話されたりして。1 番関わっ

ているかもしれませんね。 

 でも、それを最終の情報とはできないので、居宅に返したり、1 番

は訪看に返すことが多いです。その情報で、最終的どうするかという

のを決めていただくことも割と多いと思います。ただ、ご本人はそう

思っていても、救急車を呼ばないと親戚に怒られるということを言わ

れたり、社会が変わっていかないと、浸透していかないとなかなか進

んでいかないと思います。 

 私はしっぺいプロジェクトの部会のメンバーでもあるので、優先順

位について申し上げるのは不適切だと思います。 

 ＡＣＰがよく出てきましたが、ＡＣＰを考える上で、一般の市民の

方が考えるためのテキスト、冊子みたいなもの、これは静岡県の中で

も色々と作られていて、県の健康福祉部に問い合わせたら、35 市町の

中で 12 市町が作っていますよということでした。いくつか問い合わ



委員

委員

せたり、インターネットに載っているところは取り寄せたりしました

が、これがいいなと思ったのは島田市です。 

 これはどこがいいと思ったかといいますと、エピソードごとにこう

いうステージだったらこういう方が関わってということがありまし

て、そういうイメージができるような、ストーリーがあるものです。

そういうものをみれば、自分はこうしたい、こうじゃなくてこうした

いな、そういう議論が家族などと一緒にできる、議論をするネタとい

うのでしょうか、そういうものが島田市のものです。 

 サンプルとしていいものがあるので、サンプルを使いながら、磐田

市にふさわしい、医療も介護の資源も島田とは違いますから、磐田な

らこうなるというのは市民の皆さんと、もう少しＡＣＰ、ＤＮＡＲに

ついて深く自分のこととして考えてくれるのではないかというのが、

その部会の時の結論です。 

 ネットワーク協議会が年 2 回ありますが、その時にＡＣＰのお話を

聞いて、これは市民向けにやりたいと思って、昨年の 12 月に講演会

を行いました。その時は私たち、掛川に行った人しか聞いていなかっ

たので、是非自分の会のメンバーにも聞いてもらいたい、他の方々に

も聞いてもらいたいというのがあったので、聞いてもらった中で、自

分たちはどうしたいのか、個人としてどうかというところに気づきが

与えられたという内容でした。 

 いろいろな勉強の仕方があると思いますが、市民は市民のやり方で

勉強を積み重ねていく、この切り口であったりあの切り口であった

り、そのことが大事だとつくづく感じた講演会でした。 

 この大切さというのは、参加された方々には浸透したような雰囲気

がありましたので、私たち市民レベルでもそういう機会を作り出して

いきたいなと思っています。色々な方々と協力しながらやっていけば

いいかなと思っています。やってみてわかりました。 

 先ほど、委員がおっしゃったようにできるだけ家にいるというか長

くいれるというか、住み慣れた場所に居続けるために今、地域包括ケ

アシステムや在宅医療介護連携がなされていると思いますが、本当に

そこに尽きるというか、その中に生活があって、どういう風に生きて

いくかとか、どう過ごしていきたいのか、その場面場面でイメージが

できるとわかりやすいと思いますし、みんなピンピンコロリで逝きた

いよってデイサービスにきている方たちは言いますが、ほぼそういう

ことはなくて、何かある確率の方が高いので、そこで覚悟することま

で行かなくてもいいのかなと思いますが、少し知っていただくという

ことも大事なのかなと思います。 

 その中で、施設としてできること、地域の方たちに茶話会を開いて

とか、色々とできることがあると思いますし、選択肢の一つとして療

養型に入るとか特養に入る方ももちろんいらっしゃると思いますの

で、家族と本人、意思表示ができる方であれば、施設の中でどういう

生活をしたいのか、そういうことを含めた中で話をして、最終的にＤ
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会長

委員

副会長

会長

５． 報告事項 

ＮＡＲがあると思いますので、回復の見込みがないと誰が判断するの

かというところになってくると思いますが、そこで嘱託医の先生であ

ったり、その先はご家族がどう判断していくのかは本当に寄り添って

いかなければならないと思います。 

 中東遠の中で施設長の連絡会があったりしますので、そういった場

を使って磐田市の特養だけ集まったり、中東遠の中でも相談員部会と

か看護師だけ集まったり栄養士だけ集まったりする会もありますの

で、そういう場にもうまく入り込みながらできていくと、勉強する機

会が増えていくと思います。 

 老健なので、情報が足りなかったら電話がかかってきたり、看護師

がとんで行ったりということもあったりしたので、最低必要な情報が

この 1 枚にまとまるのであれば、いい方法だと思います。それを一般

に広げようとするとすごくハードルが高くて、いくらケアマネがこれ

を書き込めるとしても、その緊急の場にケアマネが必ずいるとは限ら

ないので、独居であったり家族がいても緊急の時に必ずこれが書ける

とは限らないので。キットの話も出ていますが、キットもすごくいい

のですが、配ってそれっきりなので、方法としてしっかり確立できる

とすれば、だれか責任を持って情報を更新できるとすれば、かけると

ころだけ書いてこれを入れるというのもいいのかなと思います。 

 最低の条件が、その人の情報が冷蔵庫に必ずあるというのはすごく

心強いので、内容をもう少し詰めてもらってそれをキットに入れると

いうのも一つの方法だと思いました。 

 どのくらい磐田病院に救急搬送がありますか。 

 あまりないです。看取りが圧倒的に多くて、特に多いと思いますが、

月に 2 人か 3 人か。昨日も今日も亡くなりました。看取ってもらえる

というところで選んでいただいていることもあるので、急変してまだ

意思決定がはっきりしていない方の場合は、思いがけない病気が起こ

ったりした場合は救急車を呼びますが、あらかじめ意思決定をされて

いる方は呼ばないので、あまり救急搬送はないです。 

 ＡＣＰ、意思決定についてはなかなか難しい部分があります。結局

は市民が意識しないと、病院や皆さんが言っても難しいところだと思

うので、啓発が重要だと思います。 

 連絡票は、作ってみて運用してみましたが実際はうまくいっていま

せん。もっと病院と現場の事務と話し合わなければならないし、これ

はやりながら改善していかなければならないと思います。 

 方向性としては、情報共有と意思決定支援ということで進めていく

ということでよろしいでしょうか。 

 （１）患者のための薬局ビジョン活動報告 磐田薬剤師会 

【当日配布資料】 
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事務局

６．閉会 

昨年度と今年度、2 年間続けて磐田市では県からの委託事業を受け

て患者のための薬局ビジョン推進事業を行ってきました。昨年は体験

在宅と言って、皆さんに推薦していただいた患者さんに薬剤師が訪問

すると、こんなことができるようという活動をさせていただいて、そ

の結果、薬剤師が入ってよかった例だけを載せたものがお手元の資料

にあります。 

これをみていただいて、皆さんが関わっている患者さんで、この例

とよく似ているから来てもらった方がいいのではないかということ

がありましたら、是非その患者、利用者のかかりつけ薬局の方にご依

頼いただければと思います。 

今年度は、昨年つながった多職種の方たちから、薬剤師にどんな要

望があるのかというのを聞いて歩くというのが課題になっていまし

た。事業に参加する薬局のマップを作りました。そこに書いてある薬

局が在宅をやりますよということです。ここに書いてある薬局の内容

ですね、お休みの時はどうしますよ、麻薬ができるとか、1 枚の紙に

して皆様にお知らせしていきました。 

皆様のところにＰＲ活動がてら、色々な意見やアンケートにもご協

力いただき、ありがとうございました。そのアンケートのまとめたも

のがホッチキス止めのものになります。これは、すべての意見を記載

したもので、皆様から頂いた意見に対して、薬剤師会はどう考えるか

ということを書いてありますので、お時間があるときに目を通してい

ただければと思います。 

（２）磐田市在宅医療・介護連携推進事業報告と平成 31 年度の計画

【事前発送資料２】 

・（磐田市在宅医療・介護連携推進事業報告と平成 31 年度の計画）・

 年度末で委員の任期が終了いたします。本当にありがとうございま

した。 

 本日、小冊子をお配りしました。県でシンポジウムを開催したもの

です。小笠原先生のお話がまとめられていますので、地域医療いわた

がたくさん持っていますので、何部ほしいと言っていただければお届

けしますのでよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、磐田市在宅医療介護連携推進協議会を終了いた

します。ありがとうございました。 

備 考


