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名  称 第２回 目黒区在宅療養推進協議会 

日  時 

場  所 

平成２７年１０月４日（日）  

（前半） 午後１時から１時３０分 目黒区総合庁舎本館２階 Ａ会議室 

（後半） 午後３時から４時    目黒区総合庁舎本館２階 大会議室 

出 席 者 

(委 員）櫻井会長、木村副会長、風間委員、塚原委員、樋口委員、廣川委員、岡島委員、

古屋委員 

(区 側) 森健康福祉部長、深澤健康推進部長(保健所長)、手塚健康福祉計画課長、 

島田健康推進課長（保健所兼務）、酒井地域ケア推進課長、高橋介護保険課長、 

田邉高齢福祉課長、篠崎障害福祉課長 

(事務局) 和田健康推進課健康づくり係長、田所健康推進課保健調整担当係長、 

土野地域ケア推進課在宅療養推進係長 

 （一般区民）在宅療養シンポジウム同時開催 一般区民来場者数１２４人 

会議次第 １ 開会 

 （１）委員委嘱 

 （２）委員紹介 

 （３）区長あいさつ 

 （４）会長・副会長選出 

（５）目黒区在宅療養推進協議会の運営について 

２ 在宅療養シンポジウム 第二部討論 

（１）開始・説明 

（２）テーマ「在宅医療と介護の連携」 導入の話 

 （３）論点１「ご自宅での看取りを望まれる患者様、ご家族様への支援として 

最も大切なこと」 

論点 2「目黒における在宅医療と介護の目指すべき姿について」  

 （４）区民との意見交換           

配付資料 [資料] 

資料１   目黒区在宅療養推進協議会委員名簿 

資料２   目黒区在宅療養推進協議会設置要綱 

資料３   目黒区在宅療養推進協議会の運営について 

[その他 配付資料] 

・シンポジウム「めぐろの在宅療養を考える」 

・シンポジウム会場案内図 

・シンポジウムアンケート用紙 

・「目黒区在宅療養資源マップ」（平成 27年 3月発行） 

・「認知症を正しく知りましょう」（平成 27年 10月改訂 目黒区版） 

・「でぃめんしあ №３」(平成 27年 9月発行 介護者がつくる認知症情報誌)  

主要な発言及び会議の結果 （会議録は、要点筆記方式による作成） 

１ 開会 

（１）委員委嘱 

目黒区在宅療養推進協議会委員 9名に委嘱状を交付した。 

委員委嘱期間は平成 27年 7月 29日から 29年 7月 28日まで（資料１） 

（２）委員紹介     

（３）区長あいさつ 

（４）会長・副会長選出 

   資料２の目黒区在宅療養推進協議会設置要綱第 4条第 2項に基づき、会長に櫻井委員、副会長に木 

村委員が選出された。 

委員全員：了承。 

（５）目黒区在宅療養推進協議会の運営について 
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資料３により事務局が説明 

２ 議事（質疑・意見交換を含めて会議録を編成） 

    

（１）在宅療養シンポジウム 第二部討論 開始・説明  

 健康推進課長（総合司会）から、在宅療養シンポジウム第二部開始の説明 

 

（２）テーマ「在宅医療と介護の連携」 会長（討論者司会）から、討論導入の話 

会 長：2025 年には、昭和 22 年から 3 年間に生まれた約 850 万人の団塊の世代が、すべて後期高齢者に

なる。2025 年問題は、目の前に来ており、そのときには、65 歳以上の人が 3 人に 1 人、さらに 75

歳以上の人が 5人に 1人になる。そのうえ、単身又は老夫婦だけの世帯が多くなっていく。超高齢

社会の医学的なキーワードには、認知症、嚥下性肺炎、転倒骨折、そして悪性腫瘍性疾患がある。

これから在宅での看取りの多くが、実は悪性腫瘍性疾患であると言われ、3 人に 1 人が、がんで亡

くなる時代になると予想される。病院以外で、悪性腫瘍性疾患などの多くの病気を抱えながら、地

域で暮らしていく人が増え、医療と介護が連携しながら、在宅での看取りが増えていく時代となる。 

地域中核病院は、在宅を支える役割をもつが、看取りに対しての十分な対応ができていない。病

院の医師は、診断・治療に力を注ぐが、終末期教育が行き渡っているとはいえない。病院は、診断

をして、早期に治療をして、早期に退院させるという方向性のため、診療ガイドライン（※1）、ク

リティカルパス（※2）ように、均一化・合理化を図ってきた。すなわち、「個」に対しての姿勢が

乏しかった。しかし、看取りというのは、まさに人の人生観など、その人の「個」への対応である。

これから病院も、「個」へ対応できる組織に変えていくことが大事だと思っている。 

本日のテーマの、在宅医療と介護の連携は、とても重要なことで、地域全体で取り組んでいかな

ければならない問題である。この地域で安心して高齢者が暮らせるように、会場の参加者と一緒に

考えて、取り組んでいきたいので、様々なご意見をいただきたい。 

 

    ※１ 診療ガイドライン（診療ガイドラインは、科学的根拠に基づき、系統的な手法により作成さ 

れた推奨を含む文書。患者と医療者を支援する目的で作成されており、臨床現場における意思 

決定の際に、判断材料の一つとして利用することができる、一般的な診療方法。） 

〈医療情報サービス Minds（マインズ）日本医療機能評価機構より一部抜粋〉 

 

※２ クリティカルパス（クリティカルパスとは、良質な医療を効率的、かつ安全、適正に提供す

るための手段として開発された診療計画表。地域連携クリティカルパスとは、急性期病院か

ら回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療

機関で共有して用いるもの。）〈中医協19.10.31「地域連携クリティカルパスとは」より一

部抜粋〉 

 

（３）論点１「ご自宅での看取りを望まれる患者様、ご家族様への支援として最も大切なこと」 

論点 2「目黒における在宅医療と介護の目指すべき姿について」  

会 長：各委員から、「ご自宅での看取りを望まれる患者様、ご家族様への支援として最も大切なこと」、

また、「目黒における在宅医療と介護の目指すべき姿について」、このうちどちらか、又は両方に

ついて、ご発言をお願いしたい。 

まず、ケアマネジャー、歯科医師、地域包括支援センターのお立場から、順番にお願いしたい。 

委 員：介護事業者のケアマネ分科会代表の立場から話をさせていただく。 

    まず、論点 1で、在宅で終末期を過ごして、看取りを望む方への大きな流れをお伝えしたい。 

第 1に、病院医師やかかりつけ医に、あるいは、ケアマネジャーに意向を話して、相談していた 

だく。 

第 2に、より良い支援のためのチーム作りが大切である。在宅で望む看取りを可能にするのは、 

チーム作りで決まる。チームのメンバーには、医療や介護職の方、あるいは友人、そして、精神的 

な支援のために宗教の方が必要なときもある。 

第 3に、編成したチームのメンバーが、ご本人やご家族の意向のもとに、しっかりと方針を立て、 

情報を共有していくことである。 
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第 4に、終末期の場合は、いろいろな方からの精神的な支えが大事になってくる。ケアマネジャ 

ーはいつでも相談に応じているので、心配せずに相談していただきたい。 

第 5 に、家の中の環境を、福祉用具やご自宅のいろいろな道具を使って、過ごしやすいように   

整えていただくことである。 

第 6に、看取りの後、ご家族が脱力状態になったときにも、ケアマネジャーはグリーフケアの支 

援をしていきたいと思っている。 

    次に、私は、終末期の看取りは、三つの場合があると思っている。一つ目は、終末期を在宅で過 

ごし、最期の看取りまでをご自宅で行う場合。 

二つ目は、終末期を在宅で過ごすが、最期はご本人・ご家族も病院を望み、そこで看取る場合。 

三つ目は、終末期を過ごし、最期の看取りも在宅で行うと希望し、決めていても、いざその時に 

なると、病院へ行く場合であり、私の経験では、この場合が多い。 

そこで大事なことは、緊急時や本当に困ったときに、いつでも受け入れてもらえる病院を持って 

いることが、在宅で安心して過ごすことができる、大きな分かれ道となる。そうした病院をもつこ

とを、かかりつけ医だけでなく、ケアマネジャーからも説明を補っていくことが大事だと思ってい

る。 

    さらに、今日私が一番伝えたいことは、看取りに限らず、困ったときには、どこか専門職に相談 

   してほしいことである。先ほどの講演でも「地域包括支援センターを覚えて帰ってください。」と 

いうお話があった。もし、地域包括支援センターが分からない場合は、民生委員など、どの専門職 

でも良いので相談してほしい。今、この目黒区では、どこかに相談すれば、地域包括支援センター 

や区役所へ繋がるようになってきている。 

次に、論点 2について、二つを挙げたい。 

一つは、目黒区の在宅の医療・介護を発展させるには、それぞれの専門職がしっかりと役割を分 

担して、信頼を得て連携をすることだと思っている。 

それからもう一つは、区民の皆さんが、専門職の人を信頼し、一緒に目黒区の在宅療養の連携を 

構築していただきたい。皆さんと一緒につくっていきたいと思う。 

委 員：歯科医師として、また地域医療と公衆衛生を担当している立場として、話をさせていただく。 

まず、論点 1に関して、歯科医師や歯科衛生士としては、できるだけ在宅に移行した時点で、又 

はできるだけ早い時点で、ご本人の口腔内の状況を診させていただきたい。 

その理由の一つとしては、仮に虫歯や義歯が合わなくて噛めない状況が、ご本人からの訴えによ

らない場合でも、歯科医師が診ることで、ご家族などに相談をしたうえで、治療や指導、噛み合わ

せの改善等を行うことができる。それにより、経口摂取が可能な方に関しては、食事を美味しく、

楽しく食べていただく、それがひとつの楽しみに繋がるものと考える。 

もう一つの理由としては、歯のない方に関しては、例えば入れ歯も入れてないという方で、経管

栄養になっている方でも、すべての在宅療養の方に関しては、口腔ケアは、とても重要だと思って

いる。これは、誤嚥性肺炎の防止という観点からも、ご本人、又はご家族、ヘルパーさんが防止に

努めていただいたとしても、歯科医師や歯科衛生士に診させていただき、不十分な点がある場合に

は、説明等の指導をさせていただきたい。 

次に論点 2の、これからの連携の目指すべき姿については、以前から言われているが、まず顔の 

見える連携が大事である。そして、歯科医師としては、介護職の方、ご家族の方との情報の共有と 

連携により、利用者やご家族の要望に速やかに対応できるものと考える。 

 しかし、退院支援のときやケアプラン作成時に、かかりつけ歯科医についての確認が、最初から、

行われていない現状である。歯科医師に依頼が来るのは、「今、痛くて困っている。」とか、「噛め

なくて困っている。」という場合に、初めて相談がある。、歯科医師が訪問するのは、月に 1回、時

には、週に 1回の訪問が可能な場合もあるが、口腔ケアは、日常的なものなので、日常的に携わっ

ている介護職の方、又はご家族の方が、ご本人へのケアが十分にできるようにするには、最初にご

自宅に行かせていただいたときに、ヘルパーの方やご家族の前で、その方に合ったケアの仕方を説

明させていただくことが、効果的だと考える。 

今日、会場にお越しいただいた皆様へのお願いが一つある。通院している、かかりつけ歯科医の

先生に、「先生は訪問歯科診療をしてくれますか。」ということを尋ねていただきたい。今日、配付

している、「目黒区在宅療養資源マップ」には、歯科診療所がいくつも掲載されているが、訪問歯
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科診療をしている歯科医院の掲載数はまだ少ない。 

そのため、通院している先生に「訪問はしてくれますか。」ということをまず話していただき、

もし、今の時点で行っていない場合にも、通院している方から、そのような声がいくつもあること

で、「訪問をする」という歯科医師が増えてくると思うので、その点は是非よろしくお願いしたい。 

委 員：地域包括支援センターの立場から話をさせていただく。 

まず論点 1についてだが、看取りといえば、がんの患者さんが多い。告知もされる時代である。

がんの状況によっては、どんどん痛みが強くなったり、治療をしても、つらさが取れなかったりす

る。ご本人やご家族が、告知によって病状を知ったときのストレスは大きい。そのため、自宅での

看取りを選択するまでのプロセスや心の動揺を支える支援を大切にしている。 

論点 2 については、昔は、床の間の前に布団を敷いて、「畳の上で死にたい」という話もあった

が、今では、単身者や高齢者のみの世帯が増加し、看取りの経験者が少ない社会となった。若いケ

アマネジャーや多くの若い介護職の中には、看取りの経験が少ない方もいると思う。 

そのようなときに、かかりつけ医や専門職が多職種チームとしてまとまり、ご家族や携わる介護

職に、看取るまでの、これからの病状の経過を伝えて、情報を共有することが大切だと思う。そし

て、ご家族が不安にならないように、寄り添うことも必要となる。切れ目のない医療・介護サービ

スが提供され、ご本人・ご家族の思いが取り残されない地域にしていきたいと思う。 

委 員：薬剤師の立場から、お伝えしたい。 

    薬局と在宅での関わりについて、配付資料の「目黒区在宅療養資源マップ」9 ページにも掲載さ

れているが、「医師や歯科医師の指示に基づいて、薬剤師がご自宅を訪問している」ということを

まず知っていただきたい。 

医療保険のほかに、介護保険制度適用の方には、介護保険を使って、薬局の薬剤師がご自宅を訪

問し、薬の管理や服薬指導を行うことができる。そのため、薬剤師も多職種チームのメンバーとし

て加わり、薬の観点から、患者さんの状態をみていきたいと思っている。何よりも薬を飲んでいる

意義を理解していただき、自己判断で中断せずに、飲み続けていただきたいと思う。 

論点 2の目指すべき姿については、医療、介護、それぞれの専門職が連携し合う、情報交換し合 

うということが最大のポイントだ。専門職にはそれぞれの領域があるため、相互の理解を深めてい 

くことが必要なことだと考える。 

会 長：これまで、ケアマネジャー、歯科医師、地域包括支援センター、薬剤師のそれぞれの立場からご

意見をいただいた。今までの話をまとめると、在宅はチームが支えること。そして、患者さん、ご

家族が望んでいることを確認すること。さらに、その情報を共有して、それに対して調整をし、実

際に、連携して行っていくことが大事であること、このような意見が出されたと思う。そして、最

も大切なのは、何か困ったときの相談を、専門職の誰かに伝えれば、必ず伝わっていくということ

である。何らかの情報を発信していただくことで、それが、必要な部署に伝わっていく。そこから

初めていろいろなものが動き出すということだ。 

それでは、次に病院のソーシャルワーカー、訪問看護師、医師のお立場から、順番にご発言をお

願いしたい。 

委 員：病院のソーシャルワーカーの立場から話をさせていただく。 

論点１の在宅での看取りの支援について、大切にしていることが３つある。 

一つ目は、患者さんやご家族が考える在宅での最期を、関わっている医師、看護師、ケアマネジ 

   ャーなどの皆で一緒に共有することである。 

例えば、点滴はどこまでするのか、食事はどうするのか、また、そういったケアの内容。そして、 

死そのものを患者さんやご家族がどのように受け止めているのかという、死生観について。 

また、先ほどの委員からの発言にもあったように、何かあったときには病院に行くのか、自宅で 

最期を看取るのかなど、そういった方針の変更はないか、常にそういった内容は変わってくるため、

関わる人たちが常にズレがないように、共有することを大切にしている。 

二つ目は、患者さんやご家族が、常に悩んだり、不安になったりすることがあると思う。今、家

でしていることが正しいのか、続けていけるのかということについても、不安になると思う。そう

いった心の揺れを関係者の誰にでも、いつでも、相談がしやすいような体制をつくるようにしてい

る。 

三つ目は、ソーシャルワーカーは、病院からご自宅に帰るときの調整をするため、患者さんの在
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宅介護の最初に関わることが多い。そのときに、人的・物的・経済的な体制を整えることをしてい

る。人的というのは、ケアマネジャーや訪問診療医、訪問看護師の方たちに繋ぐという、人の繋が

りをつくっていくこと。また、物的というのは、例えば電動ベッド、車椅子など、介護用品や福祉

用具を調整して、生活を整えること。そして、経済的というのは、介護保険、医療保険、身体障害

者手帳、難病など様々な制度を使うことによって、少しでも経済的な負担が減るように、お手伝い

をすること。この、人的・物的・経済的な体制を整えることは、結果的に介護をしているご家族の、

負担軽減に繋がっているため、特に気を付けていることである。 

次に、論点 2の目指すべき姿について、ソーシャルワーカーとしては、どのような患者さんやご

家族でも、希望する方向性が叶うような地域が理想だと考える。 

例えば、どのような病気を抱えていても、介護するご家族がいなくても、また、経済的に厳しい

状況であっても、そして、最期の場所を自宅以外に選択したとしても、その希望が叶うように、行

政をはじめ、医療機関や主治医、ケアマネジャーなどの専門職種、またボランティアの皆さんや、

ご近所、そういったコミュニティも含めて一緒に考えていけることが、理想的な連携のとれる地域

だと思う。 

最後に、講演会の下川先生がソーシャルワーカーについて、先ほど宣伝をしてくださったので、

少し宣伝をしたいと思う。目黒区内にある 5大病院には、どの病院にもソーシャルワーカーがいる。

配付されている「目黒区在宅療養資源マップ」には、5 大病院の在宅療養相談部署の相談室の連絡

先が記載されている。通院中や入院中には、いろいろな困ることがあると思う。そういうときは、

病院のソーシャルワーカーに相談をしていただきたい。相談することで、なにか必要な資源に繋が

っていくと思う。 

委 員：私は、看護師の立場から話をさせていただく。 

「目黒区在宅療養資源マップ」の活用の話があったので、引き続きその話をさせていただくが、訪

問看護の部分は、10ページに載っている。訪問看護は、看護師のほか、リハビリのメンバーたちが

いるのも一つの特徴かと思う。 

論点 1の看取りを望む方への支援についてだが、看護師は病気や症状を医師と拝見しながら、い

ろいろな治療に携わっているほか、精神的な支援については、かなり丁寧に行っていきたいと考え

ている。 

今、医療は高度化し、ご自宅での医療状況も変わってきているため、退院後もいろいろな管が入

った状態で過ごす方もいる。そうした管がある状態で、本当に過ごせるのかという不安や、身体の

状態変化の不安などを支えていくことが大切である。 

また、がんの治療をされた方で、「この治療はそろそろ止めたい。」とか、「治療は無理だ。」と、

ご本人やご家族が話をされる一方で、「本当にこのまま止めてしまっていいのだろうか。」、「そのよ

うな選択をすることが、人殺しにならないだろうか。」という、罪悪感等様々な揺れる思いを伺う

こともある。そうした場合にも、私が先輩から教えていただいたことだが、「人間は生きてれば必

ず死ぬ、死亡率 100％」と言われたことがある。そのため、私は、死はタブーではないと思ってい

る。 

患者さんの死については、ご本人やご家族で、いろいろな揺れ動く気持ち、受け止める気持ちが

あり、また、時期によっても受け止め方が全然違うと思う。そういう気持ちを、医師、看護師、ケ

アマネジャー、ヘルパーなどの、話しやすい誰かに聴いてもらってほしい。 

看護師は、ご本人やご家族の気持ちを傾聴し、いろいろな気持ちに対しての意思決定支援をする、

という言い方もしているが、そういうお手伝いを頑張っていきたいと思っている。 

論点 2は、どのように在宅療養を目指して連携をしていくのかについてだが、看護師としては、

橋渡しをしていく役割が重要だと考える。医療と介護、医療と福祉、医療と行政、そうした連携に

ついては、看護師は強い力を持っていると思う。また、役割としても期待されていると思う。それ

ぞれの専門性を尊重した上での、同等な立場での関係や姿勢が大切である。時々のリーダーシップ

をシームレスに、誰が偉い、誰が強いというのではなく、それぞれが責任を持って、専門チームが

面になって、地域の方を支えていけるような力をつけていくことが大事。柔軟なリーダーが居て、

対象や状況により、役割を変更していくことができることが望ましい。そして、病院、行政、地域

などが、顔の見える関係づくりを行い、より良い力を合わせられるように手を組んでいきたいと考

える。 
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副会長：私からは、医師の立場から話をさせていただく。 

    まず、論点 1の看取りということで話をさせていただくが、ご本人の問題と家族介護者の二つは、 

まったくの両輪のため、両方に対する配慮が絶対必要だと考えている。 

医師は、患者ご本人の、こころのケアについては、あまり教育がされていないということが、会

長の冒頭の話にあった。ご指摘の通りである。そのため、日本緩和医療学会（緩和ケア学会）では、

患者さんに対して、三つのケアをするという流れになっている。 

 一つは文字どおり病気、からだのケアである。もう一つはこころのケアである。これの一部は重 

   なるかもしれないが、三つめとしてはスピリチュアルケア、その方の魂、終わりがよければす   

べてよし、できるだけ苦痛を取り除いて安らいで最期を過ごしていただきたいというスピリチュア 

   ルケアというのもがある。スピリチュアルケアに関しては、別枠に講習会を行っていて、この辺り 

では、日赤医療センターが、そうした講習会を何回も開催している。また、東邦大学や昭和大学な 

どでも同じ内容で行われており、それを修了した医師が、今、出てきているという状況である。 

患者ご本人に対するケアの中には、例えば麻薬の使用についても、この患者さんにはどういう薬 

   を、どういうふうに使っていこうかという、細かいケアまで取り入れた訓練をしている。 

ご家族に対しては特に次の二つについて、配慮が必要である。 

第１に、知らないということはものすごい恐怖を感じるものだ。つまり、自分が看取ろうとして 

いる方が、いったいこの後どういう変化を起こすのか、分からないと、とても怖いと思う。今では、

それを患者さん、また介護者と一緒に考え、対応ができるようになってきている。呼吸が苦しくな

ったときや痛みがでたときの対応など、対処法を伝えていくことで、それに対するストレスが減っ

てくると思う。 

  知らないということは怖いという例だが、身近な例では、キャベツに 4ベクレルのセシウムが入 

ってた。「食べてしまった。どうしよう。」と心配される。換算すればわずか数マイクロシーベルト 

で、医師から「これは年間の許容線量よりもはるかに下回って、甲状腺がんも血液のがんも、何も 

起こらないです。」という説明があると、食べた方は安心していられる。また別の例では、ものす

ごく頭の後ろがズキンズキンしている場合、「脳腫瘍じゃないか。くも膜下出血の前兆じゃないか。」

と心配さる方もいる。医師が診断をして、「単なる肩こりで、そこから出てくる神経が圧迫されて

いますよ。」という説明があると、その方は、「ああ、そうか。」と言って安心する。 

このように、患者さんのご家族、介護者と一緒になって、これから起こると予想される事態を、 

前もって説明し、対処法を知っていただき、シュミレーションしながら話をして、不安をできるだ 

け軽減したいと考えている。 

第２に、先ほどの講演で、「家族会に参加してほっとした。」というお話があったが、孤独という 

ことが一番良くない。家族会に参加して、何かしら気持ちを打ち明けることで、それが解決しなく 

ても、少しはストレスが減ると思う。ヘルパーの方でも、ケアマネジャーの方でも、近くにいるど 

なたにでも、何か表現することで、それで気持ちが楽になるということを覚えていただきたい。 

最後に、看取りについてだが、別の委員からの発言のように、自宅で看取ろうと最初に決意して 

   いても、あまりにも苦痛がひどい場合や家族が疲弊してしまった場合など、病院に看取りの場所が 

   変更になる場合もあると思う。それを臨機応変に対応していくことが、介護をするうえで本当に大 

事なことだと考える。 

そのために、ご本人・ご家族、在宅医や介護職等を支えるために、区は在宅療養支援病床確保事

業を実施しており、現在、厚生中央病院では、速やかに入院ができるベッドを用意している。今後、

他の病院にも確保病床を広げていくということが検討されている。 

   次に、論点２の連携ということについて、話をさせていただく。 

講演会の家族介護者のお話の中で、「こうしたサービスがあったら良かった。」、または、「不十分

だったと感じた。」という話があった。このように、在宅に関係するすべての職種が、総力を挙げ

ても、抜けが出ると考える。そのため、医療だけではなく、すべての職種がその方に総力を挙げる

ことが必要である。今、取組み始めた ICTネットワークは、そうした課題解決の一つになっていく

と考える。また、この「目黒区在宅療養資源マップ」は、区の努力で、23区でまだ数区での発行と

なっている。しかも目黒区はこれの改訂を始めている。その他に、「ケアマネタイム」の改訂も行

い、主治医とケアマネジャーとの連携について、どうやってアプローチをしたらいいのか、ファッ

クスなのか、電話なのか、それともメールなのかということまでも行っている。 
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先ほどから、顔の見える関係の大切さについての発言があったが、患者さん、利用者を通じて、 

心の通う連携をしていくことが大事だと思う。今、あそこの医師は忙しいからといって、躊躇する

のではなくて、患者さん本位、利用者さん本位であることが大切である。そのため、朝起きたら歯

を磨く、これと同じように、ちょっとした質問や、患者さんのお加減が悪くなった場合には、すぐ

連携がとれる。それが当たり前という、そういう連携を目黒区でつくれればと我々医師会も考えて

いるので、これからもよろしくお願いしたい。 

会 長：これまで、病院ソーシャルワーカー、訪問看護師、医師のお立場からのご意見をいただいた。 

委員から、「ズレがない」という発言があった。患者さん、ご家族の間のズレがないかどうか、 

それから専門職が関わるときに、お互いにズレがそこに生じていないかという意識を持つことは、 

とても重要なことである。 

もう一つ大事なことは、関わる人たちが同等の立場であるということである。そして、必要な人

が必要なときに、リーダーの役割を果たすこと。これが果たされないと、おそらく、調整がつかな

い、ということだと思う。 

それから、今、副会長から「知らないこと」についての例を、いくつか取り上げながら説明があ

った。この「知らないこと」というキーワードは、実は大きなテーマである。私は昭和 48 年から

老年病を専門に学んでいるが、その当時と今とでは全く違う。私たちは、これからどういう世界に

なるだろうということを、想像の世界の中で考え、解決策を考えていた。しかし、だれもが体験し

ていない現実の超高齢社会が実際の問題となる。そこには知らないことが沢山あるはずだ。だから、

この知らないということに対して、謙虚になって、皆さんと一緒になって勉強して、一緒に考えて、

そして、完成させていこうと考えないと、これから乗り切れないと思う。 

本日は、介護事業者連絡会副会長に来ていただいているので、ご発言をお願いしたい。 

来場者：本日、介護事業者連絡会会長が欠席ということで、代理で発言させていただく。 

第一部講演やこれまでの議論を聴いて、とても考えさせられる部分があった。常日頃、訪問介護で 

私自身がヘルパーをしている。先生方から、在宅で看取るという指示があった場合には、気を引き 

締めて入り、連携にも覚悟を決めて対応していく場面がある。 

仕事の中では、ご本人の思いやご家族の気持ちを、とても大事にしながら対応している。そして、

医師や看護師の方などに、日常のちょっとした変化の気づきの情報について、どのように伝えたら

良いかということに重きを置いている。それが看取りに繋がる場合は、とても重要な部分になって

くるので、介護事業者としては、そこを大事にしていきたいと考えている。 

次に、連携についてだが、介護事業所には、24時間対応可能な体制の事業所や小規模な事業所が

ある。目的に応じた事業所を最初に選んでいただきたい。そして、看取りについても、対応ができ

る事業所かどうかという点を確認して選んでいただきたいと思う。 

また、先ほどの講演の中で、ヘルパーを呼んでも急に対応できなかったという話があった。その

ような場合についても、最初に確認をとっていただくことが必要である。急な呼び出しにも可能と

いう場合には、責任もって対応するため、いつも頼んでいる方が来れなくとも、連携したチームと

して、関わっていくものと考える。   

 

（４）区民との意見交換 

会 長：是非いろいろなご発言をお願いしたい。 

来場者：講演の最初に下川先生が、「人生の最終段階を考えていますか。」という問いかけがあったが、私

は、どちらにも手を挙げなかった。病気の状態にもよるが、これからの時代は、家族がいないとい

う方が多いと思う。現実に家族がいないのに、退院後に自宅で、一人で過ごせるのだろうか。自分

がそういう状態になったら、どうするだろうと思って、手が挙げられなかった。 

委 員：今は本当に多くの高齢の方が、お一人で暮らしている。それで、病院から退院するときにも、老

健（介護老人保健施設）や病院の包括ケア病棟などで、ご自宅で過ごせる状態になるよう、少し練

習をしてから戻る方もいる。そして、ご自宅に戻られた後の介護サービスについては、目黒区では

充実しているので、大丈夫だと思う。それには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護という、短い

時間だが、一日に数回訪問してくれる、細かいサービスがある。そのほかに、小規模多機能居宅介

護という複合型サービスで、訪問・通所・宿泊を提供する、新しいサービスも始まっている。 

お一人暮らしで、退院後に自宅で過ごせるのか、という心配をなくすためには、地域の資源を知
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り、新しいサービスを学ぶということが必要だと思う。そのためにも、サービスを知る勉強会を皆

さんで行うことが大切で、知ると不安感は減ると思う。私たちも支えたいと思っている。いつでも、

安心して相談していただきたい。 

委 員：お一人暮らしで、在宅で最期まで暮らしたいと希望する方はいる。今、委員の発言にもあったよ

うに、介護保険のサービスには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などのサービスができている。 

また、緊急通報システムという、ペンダントのように使用して、ボタンを押すと、指定したとこ

ろに通報がいく、又は救急車が来るというシステムもある。 

そうしたサポートもあるが、お一人で、ご自宅で最期を迎えることについては、医師やほかの専

門職と、具体的な話をしていただくのが良いと思う。いろいろな想定をした話に、「それだったら

怖い。」と、思うかもしれない。しかし、それでもご自宅で最期を迎えたいと思われたら、それに

合わせた体制をしっかりと整えていくので、そこを決めるまでのことも、一緒にご相談させていた

だければと思っている。 

来場者：私は、「今月の中旬に血液検査でクレアチンが 6 以上になると、来月、透析のための手術を受け

なさい。」と、言われている。しかし、妻は、「IPS 細胞が悪い部位を治してくれるから、それまで

手術はするな。」と、言う。IPS細胞は、いつになったら実用化されるのか。 

副会長：私はその専門家ではないのだが、今、クレアチンが 6 の方が、IPS 細胞で腎臓の再生が現実にで

きるようになるまでには、間に合わないと考える。というのは、IPS 細胞が文字どおり、その目指

す腎臓の細胞になるには、ただその細胞が増えるだけではなくて、その中に血管や腎臓の糸球体、

また、尿細管などのいろいろなものに分化して、機能を開始するまでにならないといけない。その

中で一番シンプルなのが網膜なので、網膜に対しては、今、やっと実用化が進んできた。ところが

腎臓は立体で、そのうえ、いろいろな細胞に分化するのを待たなければいけないので、そこまでに

は、まだ、研究が数段階必要だ。そうすると、クレアチン 6の方は、もうこれから先は自動的に悪

くなってくる値と考えられているため、残念ながら透析を真剣に考えることが必要。ただし、その

透析も腹膜透析が一番強い日赤医療センターにするか、血液透析だと、東邦大学、共済病院、その

他の病院など、選択が分かれるので、その点を相談する時期にきていると思う。 

来場者：いくつか、意見があるので順番にお伝えしたい。 

私の状況については、母 90歳、私 50歳台で、母と私の二人暮らし。母は目がほとんど見えず、

腰も悪いため、歩くことも大変である。私はステージ 4の乳がんだが、年齢と終末期のがんという

ことでもないため、介護保険の利用はできない。今のところ、私が働いており、母は、日中独居で

ある。私は、最近、薬を変えた影響で、副作用のために体調が悪くなり、急に動けなくなることも

あった。こうした時の対応について、以前から相談はしているが、具体的にサービスが受けられな

くて困っているという状況である。 

意見の第 1としては、在宅療養シンポジウムということで参加したが、思っていた内容と違い、

介護保険の認定を受けられる、終末期や看取りということに関してだけの話になっていた。できれ

ば、障害を持つ方や、病状のある方などが、できるだけ在宅で人間らしく、環境整備しながら住む

ことができ、在宅でも病院に匹敵するくらいの医療を受けられるようになるにはどうしたらいいか

ということを考えていただきたいと思う。 

第 2に、私はもう何十年も前から行政と市民は手を取り合って改革していかなければいけないと

いうことを話してきた。そして、私自身は、病院で行っている講習会にも、いろいろと参加をして

いるが、具体的な話がなく、実効が伴うものなのかどうか、良くわからないまま終わってしまうこ

とが多い。実効性のある勉強会を是非開いていただきたい。また、そうした情報についても、周知

をしっかりしてほしい。 

第 3に、第一部の最後にお話された方が、やはり現実的に介護をされた問題点をきちんと挙げて

いた。こういうことを一つ一つ課題として挙げていき、それを討論で、一つ一つ話し合って解決し

ていくのがポイントだと思う。 

第 4に、通院するときに使用している、バスについて、運転手さんがとても親切な場合は良いが、

また、一緒に乗り合わせた方たちが親切な場合は良いが、そういう方たちばかりとは限らず、困る

ことも多い。民間のバスや電車の会社なども巻き込んで、身体の弱い方が、安心して公共の乗り物

を利用できる、地域にしていただきたいと思っている。 

第 5に、港区ではがんに緊急対応してくれるクリニックが多くある。目黒区には、ほとんどない
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ようなので、そういうクリニックを構築していただけたらと思う。また、区の乳がん検診について

だが、乳腺が多い人は、マンモグラフィーではほとんど見つからないという認識が必要。そのため

にも、マンモグラフィーだけに偏らず、超音波や PET（※）などの一部助成等、柔軟に対応してほ

しいと思った。 

※PET   PET検査（ペットけんさ）は、がんを検査する方法の一つ。「PET」とは「陽電子放

射断層撮影」という意味で、ポジトロン・エミッション・トモグラフィー(Positron Emission 

Tomography)の略。通常、がんは、実際に腫瘍（できもの）ができたり、体に変化が起きてか

ら見つかることが多く、がん細胞の成長がある程度進んでからでないと発見しにくい病気でも

ある。早期発見のため、特殊な検査薬で「がん細胞に目印をつける」というのが PET検査の特

徴。〈がんと生活習慣病の早期発見サイト PET検査ネットより一部抜粋〉 

第 6に、見守りサービスについてである。以前から必要と思っていた事業だったが、めぐろ広報

の記事（見守りネットワークや高齢者見守り訪問事業）を読んで、その事業のことを知った。 

また、テレビで見た報道番組からのことだが、どこに弱い人が住んでいるか、分からないと思う

ので、民生委員の方だけはなく、区役所職員が中心となって、区民を一軒一軒訪ねて、どのような

場所に、どのような人が住んでいて、その方には、どのような支援が必要かということを知ってい

ただきたい。 

会 長：個々のところでは、いろいろな問題がある。本当に現実的には多くの方が困っていて、又は助け

を求めているということが分かる。私達は、それに向かって 少しでも現実とのギャップを埋めて

いきたいという思いは十分ある。そうしたご意見を聴きながら、取り組んでいこうとしているが、

そのスピードがまだまだ遅いというようなご指摘だと思う。 

来場者：意見を聞き流すのではなく、意見を聞いたら、一緒に動いていくことが必要だと思う。 

会 長：今回のいろいろなご意見については、区側で、ご相談を受けたいというコメントがあったので、

その点についてはお願いしたい。 

来場者：本日は 貴重なご講演と皆さんのご意見を拝聴できて、大変良い時間を過ごすことができた。私

は千葉県の柏市で訪問を中心に薬剤師をしている。 

柏市では、今、医療従事者、介護者を集めてワークショップ、実際にあった事例の検討を行うこ

とで連携を深めている活動が年に何回か行われている。そういう点で、地域包括ケアというのは、

医療、介護の連携が中心になることが、一番重要な点だと考えている。目黒区でもそういった活動

が行われている、又は行われる予定があれば、お尋ねしたい。 

そして、先ほどの委員から、ご発言があった ICTを使っての情報共有のシステムについても、教

えていただきたい。 

副会長：ICT を使っての情報共有のシステムについて、我々が目指しているのは、柏モデルを模範にした

ネットワークづくりである。医師会の訪問看護ステーションとそれを利用している医師との間、ま

たはそれを使っている業者の間で、やっと開始したところだ。うまく連携ができるようであれば、

次は、医師や在宅すべての事業者の間など、関係者で行うことを予定している。 

委 員：私も柏市を見学させていただいたが、とても進んでいて、全国モデルとなっている。豊四季団地

という、古い団地を再生させるにはどうしたら良いかということで、東大の研究室も入って取り組

んでいる。 

先ほどのご質問のワークショップについては、目黒区も始まっており、医療と介護の方たちで、

事例を扱って勉強会を行っている。 

それから ICTというのは、ITと同じような言葉である。柏市で使用されているソフトをモデルと

して、目黒区でも始まりつつある。 

私は先ほど、会場にいる皆さんと一緒に、ネットワークをつくっていこう、住民の方も一緒につ

くっていこうと、話をした。しかし、それには、住民の方も一緒に入ってくるような勉強会が必要

だと思う。そのような勉強会があれば、来場者からの「勉強会はどこでしているのか。」という問

いに、お応えすることができる。また、「市民が使える便利な乗り物は。」、「緊急のときに対応して

くれるクリニックは。」ということについては、医療や介護が連携しながら、これから対応してい

けるものと思っている。 

会 長：これからの超高齢社会で、在宅の患者さん、ご家族を、地域が支えることになるわけだが、これ

は行政だけではなく、ボランティア含めて地域全体で支えていかないと、おそらく支え切れないと
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予想される。 

そして、地域の医療資源や介護の資源というのは本当に限られている。そのためにも、限られた

資源を、有効に、協力しながら、連携していかなければならないと思っている。先ほどの発言にも

あったが、連携のときには、情報の確認をして、共有していくことが大切となる。そして、必要な

人がリーダーの役割を果たすこと。これは、ここにいるすべての人々が必要なときにリーダーにな

っていただくということである。一方、連携で困ったときには、地域包括支援センターなどの支援

を得て調整していただくことも必要だと考える。 

そして、切れ目のない地域包括ケアシステムをこの地域につくりあげるには、具体化した問題を

討議して、情報を共有して、それを少しでも改善していくような方向性にいかなければならないと

思う。 

本日は貴重なお時間をいただき、そして、多くの貴重なご意見をいただいた。これから、何らか

のかたちでそれを皆様のところにフィードバックしていきたいと思っている。 

これで第二部を終了する。 

 

【乳がん検診についての注釈】（健康推進部健康推進課） 

がん検診については、国の推奨する検診方法を基本に各自治体は実施している。 

乳がん検診については、国の定める指針では、マンモグラフィーと視触診の組合せとしており、

本区も指針に基づき実施している。 

   なお、国の指針は平成２８年４月に改正が予定され、視触診は任意とし、マンモグラフィーだけ

でも可能としている。 

 


