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名  称 第３回 目黒区在宅療養推進協議会 

日  時 

場  所 

平成２８年３月７日（月） 午後７時３０分から８時４５分 

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、徳永委員 

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 

傍 聴 者 ２人 

会議次第 １ 開会  

２ 議事 

 （１）平成２７年度在宅療養推進事業の取組み状況について 

（２）平成２８年度在宅療養推進事業の取組みについて 

  ①地域包括支援センターの在宅医療・介護連携推進に関する機能強化について 

    ②平成２８年度在宅療養支援病床確保事業について 

    ③平成２８年度在宅療養推進事業の取組みスケジュールについて     

 （３）その他           

配付資料 [資料] 

資料１ 平成２７年度在宅療養推進事業の取組み状況について 

資料２ 地域包括支援センターの在宅医療・介護連携推進に関する機能強化について

(案) 

資料３ 平成２８年度在宅療養支援病床確保事業について(案) 

資料４ 平成２８年度在宅療養推進事業の取組みスケジュールについて（案） 

[その他の資料] 

・冊子「目黒区在宅療養資源マップ(平成２８年３月発行)」 

・「目黒区在宅療養資源マップデータ資料」 

・「目黒区主治医・介護支援専門員連絡タイム一覧表」（平成２７年度改訂版） 

・冊子「目黒区介護支援専門員と主治医の連携」(平成２８年２月１日作成)  

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   

２ 議事（質疑・意見交換を含めて会議録を編成） 

（１）平成２７年度在宅療養推進事業の取組み状況について 

資料１により地域ケア推進課長が説明 

 

副会長：１１月２６日に中央地区で行った多職種連携研修に参加したが、すばらしい内容だった。今井先

生が講師としてお話になり、特にグリーフケアについて語られたところは、感銘を受けた。今回の

研修会では、医師会館をご利用いただいたが、これからも利用していただきたい。 

会 長：１０月４日に開催した在宅療養シンポジウムについて、討論者の発言をもっと聞きたかったとい

うアンケート内容があり、これを受けて、開催時間内のプログラムの工夫が必要という報告が事務

局からあった。 

多職種連携研修会やシンポジウムなどで、各代表者のかたが討議することは大事なことである。

さらに、いろいろな職種や現場で働いている職員の方々による意見交換の場が、次の段階で必要に

なっている。病院や医師会等を通じて、もっと広く意見交換の場ができると良いと思うが、どなた

かご意見はないか。 

委 員：現場レベルの研修という点で提案したい。介護事業所での研修案内についてだが、同じような時
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期に同じようなテーマが多く、また、案内通知が急に事業所へＦＡＸで届くこともあり、どれに参

加したら良いのか分かりにくいと思うことがある。 

そのため、区のシステムで、年間計画のように一覧で見ることができる情報があると、分かりや

すく、選択がしやすいと思う。各病院も、いろいろな事業をされていると思うが、行きたいけれど、

情報が伝わっていないこともある。情報を集約して伝えることで、参加者が増える。その点をこの

協議会で考えていただけるとありがたい。 

会 長：大切なご意見をいただいた。病院だけの情報網では限りがあるため、広く伝える工夫が必要だと

思う。病院の他に医師会、歯科医師会、薬剤師会などの事業、また区の事業も同じことが言える。

区では、多職種連携研修会が５地区で展開していく予定なので、これについても情報を集めて発信

していくことが必要だと思う。 

いろいろな機関がうまく連携し、情報を上手に活用し、一元化できると良い。その情報を見た方

が、研修参加条件（自由参加なのか、条件があるのか等）を確認しながら、興味を持ったテーマを

選択して、参加できるよう、情報提供していくことが必要になってくると思う。 

委 員：シンポジウムと研修会の二つの点についてだが、まずシンポジウムは、二年連続で開催したこと

に、大きな意義がある。参加者が前年度よりも増え、効果があったと思う。是非継続していってほ

しい。 

次に研修会については、いつも同じようなメンバーが参加していると感じることがある。積極的

に必要な情報を研修で得ようとする方がいる一方、受け身で、大切な情報も逃してしまう方もいる。

多くの方へ必要な情報を上手に知らせる方法が必要だと思う。 

会 長：今、委員からは、一つの問題としては、情報を一元化してコントロールできないかということ、

もう一つは、いつも決まった人ではなくて、多くの人が参加できるようにしてほしいという発言が

あった。 

委 員：今回初めて参加したが、シンポジウム第１部の基調講演では、住み慣れたわが家で、在宅療養の

開始から看取りまで、ということで区民向けの基礎的な話をされたが、第 2部討論では少し内容の

ハードルが高かったように感じた。療養について、もう少し詳しい説明が必要で、いきなり看取り

の話になったという印象をもった。私たちの仕事では、看取りの場面がいつも傍にある。そして、

第１部講演で、最期を迎えたい場所としてのアンケートでは、ご自宅で亡くなりたいという希望者

８割以上、一方、約９割が病院等でお亡くなりになり、約１割の方しか自宅で看取っていないとい

う状況を考えると、看取りについて伝えていかなければならないということも分かる。しかし、区

民の方には、病気を抱えながら在宅をどうやって生活をしたら良いのだろうという、最初の段階へ

の理解を進めていくことが必要で、まだそれが浸透していないと思う。例えば、かかりつけの医師

が、在宅で療養されている方が何かあったとき、夜中にも訪問診療をしていただくことができるか

等、最初の段階からの利用の仕方をお知らせすることが必要と感じた。 

会 長：確かに一般の方には、在宅での療養について、浸透というところまではいっていない。そのため、

これからも啓発していくことは必要である。 

おそらく医療や介護に関わっている私たちは、多方面から在宅療養や看取りの情報を聞いている

が、病院の現場でさえも、医療と介護の連携が分からない、介護のシステムも分からないという声

を聴くことがある。 

そのため、一般の方に理解を求める以上に、私たちを含め、いろいろなセクションの現場の人た

ちが、まず在宅療養に関する情報を知ることである。そのうえで、一般の方へ広めていくことだと

思う。そのときには、情報をどう伝えていくのかも大事である。 

 

（２）平成２８年度在宅療養推進事業も取組みについて 

 ①地域包括支援センターの在宅医療・介護連携推進に関する機能強化について 

資料２により地域ケア推進課長が説明 

 

委 員：地域包括支援センターに表示する、在宅療養相談窓口の看板はどのようなものか。 

地域ケア推進課長：各地域包括支援センターに貼る場所や大きさを調査したうえで、Ａ３版横サイズとな 

った。在宅療養相談窓口という文字を入れた看板の作成を予定している。 

委 員：看板には、見守りネットワークのキャラクターまもりんのようなイラストがあると、周知が伝わ
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りやすいと思う。 

委 員：４月１日から、５地区に在宅療養コーディネーターを配置することについて、業務内容が資料 

２に①から③までの３点が示されているが、具体的に教えてほしい。 

地域ケア推進課長：資料１、１０ページの平成２７年度在宅療養支援窓口利用状況一覧、（5）利用者の 

地区をご覧いただきたい。平成２７年度の１０か月分の利用者地区は、中央地区が１８９件中１１ 

３件、中央地区からの相談が、かなり高い割合を占めている。その他の地域の方は、同じような相 

談を管轄の地域包括支援センターにしていたと考えられる。 

これまでに中央包括支援センターの在宅療養支援窓口では、区外の医療機関まで出かけていき、 

顔の見える関係づくりをして、さまざまな連携のためのノウハウを培ってきた。それを、他の４地 

区に継承させ、各地区の在宅療養コーディネーターは、医療機関や介護事業所との連携を深めてい

くことが大きな役割の一つと考えている。 

そうしたことから、先程の業務内容①は、ご本人様やご家族様からのご相談だけでなく、医療機

関からの退院準備の相談や介護事業所との連携など、これまで行ってきた業務をさらに深めていく

ものである。 

業務内容②の区民向け啓発事業については、１１ページの（10）出前講座をご覧いただきたい。

在宅療養支援口では出前講座を行い、２月までに６回実施、延べ９７人参加があった。このよう 

に、各団体からの申込みによる出前講座を、今後５地区で展開していくとともに、一方、団体から 

の申込みを待つのではなく、各地域包括支援センターが在宅療養について知っていただく講座を主

催し、積極的に啓発していくことを予定している。 

業務内容③の多職種連携研修会については、全区型の研修会は残しながらも、１１月２６日に目 

黒区医師会館で中央地区が実施した研修会をモデルとし、今後５地区ごとに医療と介護の連携が図 

れるよう展開していく予定である。 

委 員：在宅療養コーディネーターは、０．２人相当ということだが、この方たちへの研修について、伺 

いたい。 

地域ケア推進課長：今年度の取組みについては、資料１、１ページをご覧いただきたい。１１月２０日に 

は、武蔵野赤十字病院の看護部外来看護師、山内真恵氏が講師となり、「病院の退院調整や地域連 

携の活動を学ぶ」というテーマで区役所で実施した。地域包括支援センター等職員５１名が参加し 

た。 

また、３月１０日には、中央包括支援センターの在宅療養支援窓口担当者が講師となり、「在宅 

療養支援窓口の活動報告と業務について」というテーマで区役所で行う予定である。 

その他、東京都主催の在宅療養支援員養成研修会についても各包括支援センター職員が参加して 

いる。 

委 員：今後、５地区の地域包括支援センターに在宅療養相談窓口を設置していくということなので、中 

央包括支援センターが培ってきた情報を、是非、研修を通じて伝えていってほしいと思う。 

会 長：これからの各地区での取組みはとても重要になってくる。職員に充分な教育をして、こうした協 

議会委員の意見も聞きながら、実践していただきたいと思う。 

委 員：在宅療養支援窓口で蓄積してきた情報の伝達という点についてだが、昨日も一昨日も、急に退院 

が決まったという、ご相談が寄せられた。これは、中央地区が抱えている問題だけではなく、どの 

地区にも寄せられる在宅療養の相談であると思う。退院の相談は、地域包括支援センター業務の総 

合相談に含まれることが多いものの、中央包括支援センターに在宅療養支援窓口があることで、ス 

ピーディに対応ができた。 

また、在宅療養相談窓口での相談件数は少ないとはいうものの、看取りを希望する患者様につい 

て、泌尿器のバル－ンカテーテル交換ができる医師を探したり、また、車椅子の患者さんに対応で

きる歯科医師を探したり、そして、耳垢が固まって取れない患者様に、往診可能な耳鼻科を探した 

りするご相談に応じるなど、この３年間に在宅療養に必要な情報を多く蓄積することができた。こ 

の蓄積した情報を在宅療養コーディネーターの方たちに伝えていきたい。 

    次に区民啓発事業については、２年目から出前講座を開始した。最初、区民の方は、「在宅での 

療養って何？」という反応だった。そのため、説明資料も分かりやすいように工夫を重ねた。先程 

の委員の発言にもあったが、最初の段階からの丁寧な説明が必要だと感じている。 

次に１１月２６日の多職種連携研修会では、活発な意見交換ができて、有意義な研修会となった。 
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時間帯については、全区型の場合は、夜の開催であるが、今回、昼間の時間帯に実施したことで、

新たな多くの参加があった。今後は、５地区の状況に合わせながら、いろいろな方が参加して、展

開されていくものと考える。 

会 長：今までの蓄積されたノウハウを大切にし、さらに持続させて、発展させていってほしいと思う。 

副会長：2025年に向けて在宅療養の取組を推進していかなければいけないことは理解できるが、一つ問題 

点を挙げたい。 

それは、患者さんが病院に通院し、できるだけ自立していくことは大事なことだ。しかし、在宅 

での診療に移行すると、病院での診察の待ち時間がないこと、また、介護保険を利用することによ

って、個人負担が安くなる場合もあること、そのため、歩いて病院に通院しようという目標がしぼ

んで外出する機会も少なくなり、結果、筋力が弱くなる方がいる。 

今後、地域包括支援センターで、在宅療養をコーディネートしていくということは、相談してき 

た患者さんにとって何が幸せなのか、役に立つのかを考え、在宅の相談を受ける原点に戻っていた 

だきたい。在宅療養の光と影、というと少し大袈裟だが、在宅で過ごす事の良い面と限界があるこ 

とを一般の方に知っていただいて、その中で、選択していただくという、最初の部分をもう一度考 

えて、在宅療養に取組んでいかなければならないと考える。 

委 員：区民への周知という点では、難しい専門の言葉ではなく、理解しやすい言葉で説明していくよう 

に努力していただきたい。 

また、在宅療養相談窓口を周知するための、ちらしの配布が予定されていることについてだが、 

歯科診療所内で患者さんが、ちらしを見て「これ、何ですか？」と聞かれたときに、「何か困った 

ことがあったら、まずは地域包括支援センターにご相談ください。」とお伝えしても良いのか、お 

聞かせいただきたい。 

委 員：地域包括支援センターでは、高齢者のご相談だけでなく、すべての区民のご相談に応じる地域福 

祉の拠点となっている。今年度から、見守りネットワークについても、高齢者だけでなく、何らか 

の支援を必要とするすべての区民の見守り事業に拡大した。 

地域包括支援センターを知っていただくため、いろいろな活動を通じて普及に努めている。以前 

よりは名前や所在地などの周知がなされていると思う。しかし、いろいろな事業を行っているため、

どのような事業かを知らない方も多くおられる。今後も継続して、普及していくことが必要だと思

う。  

委員ご発言のように、ちらしを見た方が興味を示していただいたときは、地域包括支援センター 

を知っていいただく良い機会となり、是非ご紹介いただきたい。ご紹介によってご相談にお越しい 

ただいた方が、管轄の地域包括支援センターでない場合には、担当地区の地域包括支援センターと 

連携して情報を共有し、適切な関係機関に繋いでいくことができる。 

会 長：私も講演や看護学校、町会などに行った際、地域包括支援センターを紹介することがある。「困 

ったことがあったら、まず、地域包括支援センターへ相談すると良い。」と、お伝えしている。 

 地域包括支援センターの職員の方は、いろいろな相談を受けて大変だと思うが、宜しくお願いし 

たい。 

 

 ②平成２８年度在宅療養支援病床確保事業について 

資料３により地域ケア推進課長が説明 

 

委 員：２８年度から、目黒区在宅療養支援病床確保事業について、東京共済病院、三宿病院、日扇会第 

一病院が新たに参加予定となっている。これまでも、この事業の周知をしていることとは思うが、 

もっと、この事業を知っていただき、ご利用いただく必要があると考える。 

この事業の病院への申込みで、連絡を取るのが医師会の先生方や訪問看護師の方々のため、医師 

会や訪問看護事業所連絡会などで、普及にご協力いただくことが大事だと考える。 

また、ご自宅など在宅で療養されている方と普段関わっているケアマネジャーさん等から、かか 

りつけ医への連絡は、大切な情報になるので、介護事業所の皆様方にも、この事業の周知を行って 

ほしい。 

さらに、地域包括支援センターにおいても、区民啓発事業を行っていくときに、この事業につい 

ての普及に努めてもらいたい。 
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この事業を普及していくことで、結果、診療報酬の在宅療養後方支援病院（※）の制度にご登録 

する方の周知も進む。登録された方にはいつもバックベッドがあり、在宅で療養されている方が安 

心して地域の中で過ごせるという目的が達せられると思う。是非、周知についてのご協力をお願い 

したい。 

（※）（平成 26 年厚生労働省告示第 57 号別表第 1（医療点数表）〈第 1 章〉入院料等 A206 に

より、地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退

院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをい

う。） 

会 長：厚生中央病院では先に区の在宅療養支援病院をお受けし、また、診療報酬の在宅療養後方支援病 

院としての登録も行っているが、感じたことについてお伝えしたい。 

この二つの申込みには、病院の代表電話番号とは別に在宅療養ホットラインの番号で申し込みを 

   受け、診療を断らない体制を作った。最初は、この体制に病院医師は抵抗を示していた。しかし、 

これからは、ますます高齢者が増えていく。ご高齢の方はいくつもの疾患を抱えている場合が多く、

一つの専門性だけが求められる訳ではない。そのため、病院医師に自分の専門分野以外の患者さん

も断らないで診察するように求め、理解されるようになり、受入れが徹底されるようになった。    

ところが最近、診療報酬の在宅療養後方支援病院の登録者で、在宅療養ホットラインに申し込ん

できた患者さんを１件断ったケースが出た。非常に緊急性が高く、今にも呼吸停止・心肺停止の状

態に近いという連絡を救急室で受け、それを当直医師に伝えたところ、断わり、救命救急センター

のある病院へ繋いだ。しかし、翌日には自院で受け入れたということが起こった。 

原因としては、病院内の医師は出入りが激しく、研修医も多いため、院内の情報が十分伝わって

いないということだった。最初に、申込みを断らない体制づくりができたとしても、安心するので

はなく、継続して、院内の教育や情報共有を徹底していくことが必要だということを、今回のこと

で強く感じた。 

こうしたことから、区の在宅療養支援病院確保事業についても、院外の周知と併せて、院内の周

知も行い、継続していくことが必要で、どちらが欠けても上手くいかないと考える。 

 

③平成２８年度在宅療養推進事業の取組みスケジュールについて 

資料４より地域ケア推進課長が説明 

 

会 長：テーマ未定の事業については、いつ頃決まる予定か。 

地域ケア推進課長：区民啓発事業については、６月予定の平成２８年度第１回在宅療養推進協議会までに

は、決めたいと考えている。そのため、本日、方向性についてご意見をいただきたい。 

委 員：在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携について、他区との話し合いの予定を伺いたい。 

地域ケア推進課長：平成２７年度の取組みについて、資料１をご覧いただきたい。８月６日に城南５区と 

情報交換会を本区で実施した。また、９月４日には、東京都が主催し、渋谷、目黒、世田谷の３区

が本区に集まり情報交換を行った。都側は地域医療構想の担当所管と同じため、その検討状況の説

明・報告もあった。そして、１月２１日には、区市町村在宅療養担当者連絡会終了後、その会議室

を利用して、目黒、世田谷、大田区が集まり、区民啓発事業についての情報交換会を行った。今後

も、二次医療圏区西南部に限らず、５区で年２回ほど行っていく予定である。 

委 員：在宅療養の事業については、高齢者のみを対象としているのではなく、全ての方を対象としてい 

る考え方で良いか伺いたい。 

そうした時に、事故や病気などによる中途障害者、介護保険適用でない方への支援と、小児への

支援の問題、また、知的障害の方の療養についてや、統合失調症の方への支援などが挙げられる。 

残念ながら訪問をしていだだける医師やサービスの情報も不足し、支援についても遅れていると

感じている。このような、課題について、日々、訪問看護師は、とても苦労しており、訪問看護ス

テーション連絡会でも意見が出されるところである。そのため、この協議会で直ぐに議論を進めて

いくことは難しいかもしれないが、考えていただくと有難い。 

    一方、小児、特に重症心身障害児については、それなりの支援があると思う。区の重症心身障害

児（者）の在宅レスパイト事業については、とても助かる制度だと感じている。母親が、ほんの４
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〜５時間でも休めることができる。また、１月からは、利用回数を増やしていただき、これについ

ては、母親からの喜びの声を聞いている。 

地域ケア推進課長：在宅療養の対象者は、在宅療養をしている全ての方を対象としているが、まずは、高

齢者から検討しようということで進めてきた。(平成 25年第１回在宅療養推進協議会 議題（５）

在宅療養推進の課題 資料７参照） 

また、厚生労働省の医政局側では、在宅療養の対象を広く捉えているが、老健局側では、介護保

険法の地域支援事業、包括的支援事業として、在宅医療・介護連携の推進事業の財源は、介護保険

の被保険者を対象としている。そのため、在宅療養支援病床確保事業も、介護保険被保険者を対象

としている。 

今後の協議会では、委員がご発言されたご提案を踏まえて、進んでいくものと考えている。 

委 員：目黒区障害者自立支援協議会での次年度のイベントには、発達障害者の方への支援について、課

題を問題提起していきたいと考えている。こうした機会に、この協議会でも対象を広げて、協議し

ていくのは良いと思う。 

委 員：厚生労働省の介護保険部会や給付費分科会、障害者部会を傍聴させて頂いているが、地域づくり

には、やはり障害や小児へも目を向ける必要性を感じている。 

    ケアマネ分科会では、障害分野への理解や人材育成が必要と考え、障害に関する研修会を７月に

開催する準備を進めている。 

会 長：2025年に向けて高齢者が増えて、目の前の課題が山積みということもあると思うが、一般の方か

らは、まだ、高齢者の在宅療養の問題の周知が行きわたっていないため、在宅というと広く捉える

のだと思う。私たちも、こうした課題について、多くのご意見をお聴きし、上手く連携していけれ

ばと考える。地域包括支援センターでの障害者に関する相談についてはどうか。 

委 員：全体件数に対する割合は高齢者が圧倒的に多く、障害者の方に関する相談は少ない。これまで、

高齢者の相談窓口として、地域包括支援センターが周知されていることが多いからだと思う。 

また、小児や障害の分野の情報は地域包括支援センターとしても不足している面があり、今後、

蓄積していくことが必要だと考える。障害福祉課職員や適切な訪問看護ステーション職員と連携し

て、在宅復帰やレスパイトの課題について、勉強をして、対応をしていかなければならないと考え

る。現在の対応としては、例えば人工呼吸器を付けて退院する場合についても、対応できる訪問看

護ステーションを探し、結果的に訪問看護師を頼っている状況となっている。 

委 員：一般の区民の方への周知の方法として一つ提案したい。２８年度の診療報酬では、かかりつけ薬

局・薬剤師が重要な位置づけになっている。区民の方には、薬局はとても親しみやすい場所だと思

うので、情報の周知にご協力をいただいたらどうか。 

委 員：かかりつけ薬局・薬剤師を多くの機会に利用していただきたい。薬局での健康相談を通じて、地

域の医療に繋げていきたいと常に考えている。そのためには、私たち薬剤師も、いろいろな課題を

学んでいく必要がある。 

委 員：災害時の医療連携について伺いたい。介護事業所は、昨年、災害時における避難行動要支援者等

の支援に関する協定を区と結んだが、状況が見えないため教えてほしい。 

健康福祉部長：区の災害対策本部の中に災害対策健康福祉部がある。災害時における要配慮者（災害が起

きたとき自力で避難することが困難と思われる方を避難行動要支援者含む）の安否確認や避難生活

への支援の役割がある。 

今回の協定の内容としては、震度 5強以上の地震等の大規模災害が発生した際に、介護事業所が

可能な範囲で、指定された避難所に集合していただき、名簿登載者の要配慮者の安否確認を行う。

その後、要配慮者支援チ－ムに参加していただき、避難所に避難してきた方を必要に応じて、病院

や福祉避難所へ繋いでいただくことになっている。その他、各事業所のご利用者の方も含めて、在

宅での介護サービスを行っていただく、また、避難場所へ繋いでいただくなど、さまざまな支援が

必要になる。今後も、いくつもの場面を想定しながら、ご相談をさせていただき、進めていく必要

があると考えている。 

副会長：災害時の医療活動について、今後、二つの対応をしていく必要があると考えている。 

その一つは、町会等の避難訓練を病院や区の訓練と融合させた取組みをして、現実的な対応にし

ていくということである。 

防災訓練には、区の指導のもとに避難場所での訓練をしているものと、その他、町会等が独自に
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避難訓練をしているものがある。その中には、避難行動要支援者名簿登載者もおり、その数は１万

数千名、そして、避難支援関係者に名簿を提供している希望者が約 6,800名いると聞いている。 

そのため、大災害時は緊急の３日間は大病院や避難場所等で医療活動を行うこととになっている

ものの、実際に災害が起こった時、支援を求める人たちをリストで確認しながら医療活動を行うこ

とは、課題が多いと思っている。 

    もう一つは、医師会としては、標準パターンの災害時活動リストの作成はできているので、それ

を臨機応変に対応できるようにしていくことだ。災害時には、区の各セクションが体制をとること

となっているが、部長クラスの職員が約半数区外から通っているため、直ぐに駆けつけることがで

きないと聞いている。また医師会としても、自分の診療所が被災したとき、まずその対応をしなけ

ればならないと考える。そこで、臨機応変に、手薄になっているところに支援が届くようにするこ

とが必要となってくる。これについては、次の課題として取組んでいくこととしている。 

委 員：訪問看護をしていて、衛生材料について上手く調達できないという課題についてお伝えしたい。

病院内に備えていない場合もあり、どこに行くとカテーテルチップがあるのかなどの情報が必要 

だと感じている。そして、衛生材料を利用されている方が、訪問看護師の療養上必要な計画や指導 

よりも多く使用している場合には、追加購入が必要となるが、備えている薬局について、訪問看護 

師としても調べ切れないときがある。そうした場合に、薬局での衛生材料の対応情報について、把 

握をしていただいているのかを伺いたい。また、そうした情報の調査についても次回の在宅療養資 

源マップ作成の時にご検討いただきたい。 

委 員：委員のご質問は、特定保険医療材料のことだと思う。医療保険で認められてどの薬局でも扱うこ

とはできると思うが、セット単位のため、少量必要な場合に多くの在庫を薬局で抱えることになり、

どの薬局でも対応に困っている。 

特定保険医療材料については、ご利用いただく方が在宅になるときに、薬局へ相談していただき、

連携をとっていただくと、事前に用意ができる。麻薬の扱いについても同様である。患者さんの退

院後の在宅での療養上に必要な説明をする機会に、連絡をとっていただければ、薬局は準備ができ

る。 

また、薬剤師会としても必要な調査があれば、行っていきたいと思う。 

委 員：在宅療養資源マップ作成の調査では、在宅で対応可能な調剤等については、薬局の方からご回答

をいただいている。特定保険医療材料の細かな内容は調べていないが、在宅療養資源マップには、

医療用麻薬、輸液・経口栄養剤、輸液ルート・カテーテルの取扱いについて表示している。全く扱

っていない薬局へ注文依頼しても難しいので、ぜひマップの情報をご活用いただきたい。 

会 長：平成２８年度に向けて多くの問題が提起された。必要な情報は、お互いに共有して、これから対

応していってほしいと思う。 

 

（３）その他  

地域ケア推進課長：次回、平成２８年度第１回在宅療養推進協議会は６月予定である。 

会 長：これで第３回在宅療養推進協議会を終了する。 

 


