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1

今まで1～6回目の会議内容まとめてみました。おととしの11月より6
回、テーマを変えて話し合いを行ってきました。

情報提供２の資料をご覧ください。

私の方からこれまでのまとめ5分程でお話しさせていただきます。

2

6．会議資料

話し合いの内容は次のA３の用紙にまとめてあります。課題は毎回様
々出ますが、解決策の大枠としましては、やはり実践1.2.3の資源の
見える化、多職種の研修、市民への普及啓発と相談支援といったと
ころになると考えます。

199
3

今仙台市では地域ケア会議の手引書を作成していて、暫定版は出
来上がって、仙台市の包括支援センターの方々にお配りするというこ
とでした。資料提供いただけないか聞いてみたのですが、まだ外に出
せるようなものではないのでということでした。完成しましたら資料提
供いただきます。

報告書をお送りしておりましたが、ケア会議は大きく分けて、個別の
課題解決と、地域の課題解決に分かれますが、ケア会議への専門職
の関わりのところでは、どのグループからも、個別のケースのことで
あれば関われるが、地域のこととなると難しい、必要とされた時に入
るといいといった意見が出ておりました。

資料下の方は、前回、第6回目のまとめです。前回は燕沢地域をモ
デルに勉強させていただくということで、地域ケア会議について、話し
合っていただきました。

4

（8）第7回仙台医療介護連携の会資料

200

さらにとても大事なのが、医療職、特に医師が在宅医療や介護を知らないといっ
た課題があり、研修が必要です。

市民の方へは在宅医療介護の普及啓発が必要です。

地域の多職種が連携できるよう、研修や会議などの実施も必要です。

そのためにはまず地域の資源の見える化が必要ですし、

緑の部分が地域ですが、地域包括ケアと聞くと漠然としていてわかりにくいので
すが、これは当院院長の考えですが、個別包括ケアがうまくできれば地域包括
ケアになるという考えで、ひとりひとりの利用者さんを、最期までしっかり支える。
多くの個人でそれができ、重なっていくと、その地域は包括ケアがうまくできてい
る地域となるということです。

それでは裏側にいきます。こちらはこれまでの話し合いを図でまとめたものです
。

5

資料の下半分は、皆様の意見を実践ごとにまとめて図式化したものです。 下のオレンジ部分は 実践1：資源の

以上になります。ありがとうございました。

普及啓発ができればと考えておりますので、是非ともご協力のほどお願い申し上げます。 それでは事務局からは

を開催したいと考えております。連携の会にご参加いただいております団体の皆様にもご協力いただき、市民への

す。 最後に来年度事務局では、宮城県の補助金事業の最終年ということで、10月頃に、在宅医療市民フォーラム

を提供することが必要と考えます。燕沢地域や他の所でも派遣の要請などありましたらご協力の程お願いいたしま

な所も増えるといいと思います。 ③町内会などの会合に、専門職が顔を出し、わかりやすい言葉で専門的な情報

ます。そのためには実践2の研修が重要です。 ②は認知症カフェなどを開き、お茶を飲みながら相談ができるよう

談してもしっかりと最期まで住み慣れたところですごすことができるという説明や、相談が受けられたら幸せだと思い

と看板を掲げる。④市民が「最期をどこで迎えたいか」も含めた相談に応じられる窓口を設置する。どこに行って相

住民が相談できる窓口、地域と専門職が出会う、です。 ①は、各地域の様々な施設や事業所が「介護相談どうぞ」

ます。 次に右側緑の部分は実践3：市民への更なる普及啓発と相談支援です。キーワードは最期をどこで迎えるか

年度にかけて燕沢地域をモデルに関わらせていただきます。派遣の要請などありましたらご協力の程お願いいたし

ん吸引等）、⑦食支援（栄養、嚥下など）⑧介護保険制度、⑨診療報酬の内容 といったところです。 今年度から来

の役割棲み分けによる実践）⑤慢性疾患患者への支援（薬の多い人、治療が少しだけ必要な人） ⑥医療行為（た

①認知症対応、ケアパスの普及啓発、②薬の飲み忘れと在宅支援 ③口腔ケアと在宅支援、④看取り（医療と介護

何ができるかをシミュレーションを行ったりすると効果的といった意見がありました。内容として出ておりましたのは、

ードは、小単位で、個別ケア単位で、タイトに実践、です。 事例検討プラス交流会を行ったり、各職種がその地域で

ていきます。 次に、上の黄色部分は実践2：専門職の連携体制づくり、および研修、ケア会議の部分です。 キーワ

こが相談窓口かわからない、といったところが少しでも解決できればと考えております。事務局で広報活動を継続し

たでもわかるようにできればと思います。仙台は資源はあるけれど情報がなくてどこに頼んでいいかわからない。ど

たつながラインは、来年度中に在宅療養支援MAPとして、一般公開を予定しております。地域の資源や窓口がどな

見える化です。キーワードは、一元化された情報の提供、簡単、スピーディー、情報の保護、です。 前々回お話しし

6

6．会議資料

（8）第7回仙台医療介護連携の会資料

医療介護の連携を図り、在宅医療を推進するには
（第１～６回の会議内容のまとめ）

3

201

4

6．会議資料
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第7回仙台医療介護連携の会 事後アンケート結果
団体名

（8）第7回仙台医療介護連携の会資料

今回の会議で話しきれなかったこと 本日参加して感じたことをご記入く
をご記入ください。
ださい。

今後の回の運営について、ご意見
お願いします。

最期まで在宅で過ごせる様にという
事には疑問に思う事もある。在宅医
金の切れ目が縁の切れ目とならな
社団法人仙 療・介護にはある程度・経済的にゆ 多職種連携の大切が更に実感され い様に。これまでの会の成果が次
台市医師会 とりがあり、家族の協力が得られる ました。
の展開につながる様に今後の会を
様なケースに限られるのではない
持っていってほしい。
か。（独居老人、老人介護が多い。）
テーマから少しずれたディスカッショ
ンになったが、修正できなかった。
反省してます。薬局・薬剤師が在宅
社団法人仙
患者と多く接していく中で、患者・家
台市薬剤師
族からの最期への不安等相談され
会
る場面も増えている。その様な際の
適切な対応を学んでおく必要がある
と考える。

仙台市地域
包括支援セ
ンター
連絡協議会

本日のテーマは地域包括ケアシス
テム構築の先にある重要テーマだ
と感じました。要介護状態になり看
取りに対する家族や本人の覚悟、
そして安心感を持つための啓蒙活
動が大切だと思います。自宅でも十
分できること、サポート体制があるこ
とももっと発進していくことが必要だ
と感じました。

市民が「自分の死において考える場
があると良いと思っていますが、重
公益社団法
いテーマだけに難しさもあると思い
人宮城県看
ました。家族の看取り体験等を市民
護協会
と共に医療・介護従事者が開ける場
つくりを進めていけばと思います。

各団体の取り組み内容について、
事業内容を提示できませんでした
が（どんな資料か？）提示された資
料はありがたく拝見いたしました。ま
だまだですが、他の団体について少
しずつ理解できるようになりました。

宮城県訪問
看護ステー
ション
連絡協議会

グループ討議テーマの「最期まで在
宅で過ごせるというのをどう市民に
伝えていくか」について各職種の立
場から、さまざまな取り組みをされ
ているのに驚きました。地域包括シ
ステムの構築に向けて、多職種と密
な連携を持ち同じ方向を向いて、取
り組んでいかなければいけないと感
じました。

宮城県老人 地域における福祉施設間の連携が
保健施設連 現在、ほとんどない。連携を充実さ 大変参考になった。
絡協議会 せることも大事と思われる。
全体の話をしてしまいましたが、職
東北大学病 域としては市民公開講座等の機会 在宅には「人」が必要なだけではな
院 地域連 があるかと思います。しかし関心の く「お金」も必要ですが、抜本的な改
携センター 高い人ばかり話を聞いていては限 革がないとむずかしいと思います。
界があることも現実です。
市民啓発・関わる専門職への啓発
仙台市立病
両面での支援をニーズに食わせて
院 地域医
行う必要性を感じました。必ず訪れ
療連携課 特にありません
る”死”をどう考えどう選択していくの
医療福祉相
かを共通理解を求めていく支援が
談室
重要だとあらためて思いました。
薬剤師会として市民向けの講演を
社団法人仙
する時にあらためて自分や家族の
台市薬剤師
死についての内容を入れていくこと
会
も重要ではないかと思いました。
地域（各家庭の家族）と、どのように
交流を図れるか（その場をもつか）、
仙台市老人
そして、親密な関係を築いていくの
福祉協議会
か。各団体でも、もっと何ができるか
深めた検討が必要と思います。
203

仙台市の認知症初期集中支援推進
事業等、詳しい説明を聞くことがで
きましたらありがたいです。認知症
はステージによってケアも大きく変
化してくると思います。初期の段階
から、その方の意思を尊重したケア
のコーディネートが必要だと現場で
も強く感じています。

パルシアの試みを土台に実務的な
問題の討議が必要と考える。

いつも運営ありがとうございます。
あと一年で”形”として残していける
よう尽力していきたいと思います。
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（9）第8回仙台医療介護連携の会資料

第8回仙台医療介護連携の会 事後アンケート結果
団体名

今回の会議で話しきれなかったこ 本日参加して感じたことをご記入く 今後の回の運営について、ご意見
とをご記入ください。
ださい。
お願いします。

社団法人仙
台市医師会

介護する家族の孤立化を防ぐ。

社団法人仙
台市薬剤師
会

大学病院で入院患者さん向けの
DVDがあるそうです。内容は入院
から退院までの場面（癌、手術な
ど含む？）をショートストーリーで職
員が演じ、説明用にしているそうで
す。サンプラザのステージが大き
いので、第2部でどこかの劇団に
今回企画するイベントを通して、医
協力してもらえればと思う。薬剤師
療介護と地域住民との関わりが深
会で作った「薬物乱用防止キャン
くなるといいと思います。
ペーン啓発DVD」は東北電子専門
学校の学生に内容を伝えて、夏休
み中に作成してもらった。学校側も
非常に協力的で、費用も掛からず
意外といいものができる。啓発事
業のツールとして作成するのもい
いかもしれない。

フォーラムの相談コーナーの運営
で、1人当たりの時間を決めたらど
うか。

仙台市地域
包括支援セン
ター
連絡協議会

市民フォーラムについて様々なア
イディアが出されて大変に有意義
な話し合いでした。1つの目標に向
かって多職種からの意見は貴重な
ものだと改めて感じました。

公益社団法
人宮城県看
護協会

市民対象により良い生き方死に方
平日の開催ということで、運営協
を考えていく機会となることを期待
力が難しいかもしれません。
しています。

宮城県訪問
看護ステー
ション
連絡協議会

市民フォーラムの開催内容につい
て各職種から活発な意見が出さ
れ、充実したグループ討議となりま
した。ありがとうございました。

仙台介護
初参加でしたが司会者が上手に
サービスネッ 導いて下さり、安心して話せまし
トワーク
た。

活発な意見がグループ毎に発表さ 多くの職種の方々の意見を取り入
れ、市民フォーラムについて構築 れて下さる運営の仕方、今後の継
されていくのが楽しみです。
続も期待します。

東北大学病
院 地域連携
センター

市民フォーラム楽しみにしていま
す。1年経って名前と顔が職種が
やっと一致してきて、コミュニケー
ションがスムーズになりました。多
職種での情報交換は勉強になりま
す。

仙台市老人
福祉協議会

方々から意見がでて、興味深い
フォーラムとなりそうに思える。

宮城県 保健
福祉部 長寿
社会政策課

プログラムの提案で、参加者から
経験に裏打ちされた取組等を確認
できたので有益でした。
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燕沢包括モデル事業について8月
の枡江地区の日程調整を6月に入
りましたらさせて頂きたいと思って
います。宜しくお願い致します。

市民フォーラム成功のために、ご
協力できることがあれば参加した
いと思います。
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•ホール 休
憩後 合唱
（認知症の
患者と家族
の会 調整
中）

13：50～
ｽﾃｰｼﾞ発表

運営協力
・宮城県看護協会様
・宮城県ケアマネジャー協会様
・宮城県老人保健施設連絡協議会様
・仙台介護サービスネットワーク様

⑤宮城県理学療法士会様 介護に関し
てなどの相談

④日本福祉用具供給協会様
福祉用具の展示説明、相談

②宮城県栄養師会様 摂食嚥下に関す
る展示説明、相談

展示説明、相談

①仙台歯科医師会様 口腔ケアに関する

展示体験コーナー

•ホール 最
期までお家
で生活する
ために
川島

•ホワイエ 展
示説明
•ホール 歯
科等の映像
流す

映像関係
訪問歯科ＤＶＤ
および
燕沢包括様作
成の認知症Ｄ
ＶＤを、11：30
～開始前リプ
レイする。

12：30～
第１部 講演

11：30～
展示 映像
•ホワイエ 展
示説明16：
00で終了

15：30～
展示

座長 川島孝一郎
回答者
介護 折腹実己子様
薬剤 森川昭正様
看護 松浦千春様

第２部は、仙台往診クリ
ニックの事例を通した在宅
医療の実際についてスラ
イドを作成し、流すこととす
る。
後半は「在宅医療のＱ＆
Ａ」とし、申込時に質問を
取っておき、それに対し舞
台上の数名の回答者が質
問に答えていく。当日の質
問も適宜受け付ける。

•ホール 在
宅医療の具
体例をスライ
ド映像で流
す
•Ｑ＆Ａ 座
長川島

14：10～
第2部 Ｑ＆Ａ

10月9日（金）市民フォーラム

救護所
を設け
る
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新聞記事掲載予定
河北新報9月2日朝刊
新聞広告掲載予定
9/10(木)河北ウイークリー仙台
9/15(火)河北新報朝刊ＡＤハイライト
9/17(木)河北ウイークリー仙台

【ポスター、チラシを配布し、広報をお願いした所】
9300ヶ所 チラシ85000枚 ポスター9300枚
宮城県内の保健福祉事務所および保健所
仙台市内の保健福祉センター担当課、市民センター、老人福祉センター
宮城県内の病院、診療所、歯科診療所、調剤薬局
宮城県内の地域包括支援センター
宮城県内の居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設
認知症対応型グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅
障害者支援事業所
仙台市社会福祉行議会を通して仙台市内の民生児童委員
後援団体
宮城大学、東北大学、東北福祉大学、東北文化学園大学、仙台青葉学園短期大学
他協力いただける所

25団体より名義後援いただく

6．会議資料

（10）第9回仙台医療介護連携の会資料
平成 27 年 9 月１日
仙台市健康福祉局高齢企画課

地域在宅療養推進連絡会(略称：在宅ケア連絡会)について

１

在宅ケア連絡会とは
在宅ケア連絡会とは、在宅療養者の生活の質の向上を図るため複数の医療従事者等
が不断の連携を行うことによって、地域における在宅療養者に対する医療等の促進の
ための具体的な方策を継続的に協議することを目的として設立された団体で、かつ、
次に掲げる要件を満たす団体とする。

（1） 地域における在宅ケアの推進についての会議を定例的に開催すること
（2） 往診又は訪問診療を行っている診療所又は病院が最低３箇所及び訪問看護ステ
ーション又は訪問看護を行っている病院が最低１箇所(ただし，当該地域に訪問
看護ステーション及び訪問看護を行っている病院がない場合は，これを置くこと
を要しない。)含まれていることを必須の条件とし，その他に診療所，歯科診療
所，病院，薬局，地域包括支援センター，又は介護老人保健施設等の地域におけ
る在宅ケアに関わる機関・団体を加えて構成されていること。
（3） 在宅ケアの推進についての会議の日程等の連絡調整及び補助金の経理を行うこ
とを目的として，当該団体を構成する病院又は訪問看護ステーション等に事務局
を置くこと。
（4） 暴力団等と関係を有していないこと
※平成 27 年度は、１２団体が活動中

２

主な活動内容
「在宅医療」
「在宅介護」
「認知症」
「看取り」
「高齢者虐待」等に関する研修会や勉
強会、事例検討会のほか、参加者※間の情報交換会等

※医師、歯科医師、薬剤師、保健師・看護師、介護職員・ヘルパー、介護支援専門員
等
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  ࠙ཧ⪃ࠚᐑᇛ┴ࡢ㧗㱋ࡢ⌧≧ᚋࡢ᥎⛣

ኵ፬ࡢࡳࡢୡᖏࡀቑຍࡋᚋᐙᗞ࠾ࡅࡿㆤຊࡀపୗࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡲࡍࠋ

ࡇࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸦ͤ㸯㸧
㸪ୡᖏᵓᡂ࠾࠸࡚ࡶ㸴㸳ṓ௨ୖࡢࡦࡾᬽࡽࡋ㧗㱋⪅ࡸ㧗㱋ࡢ

 ۵ ᅋሢࡢୡ௦ࡀ㸵㸳ṓ௨ୖ࡞ࡿ㸰㸮㸰㸳ᖺࡣ㸪ᮏ┴ࡢ㸵㸳ṓ௨ୖࡢேཱྀࡣ⣙㸱㸶ே࡞ࡿ

Ϫ ⌧≧ㄢ㢟

 ۵ ┠ᶆᖺḟ㸸ᅋሢࡢୡ௦ࡀ㸵㸳ṓ௨ୖ࡞ࡿ㸰㸮㸰㸳ᖺ㸦ᖹᡂ㸱㸵ᖺ㸧

ϩ ィ⏬ᮇ㛫

ᐜ࡞ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ

㝆ࠕᐑᇛ┴ᆅᇦໟᣓࢣ᥎㐍༠㆟ࠖࡀ┠ᣦࡍࡁ᪉ྥᛶࡸ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴗࡢලయⓗ࡞ෆ

۵ ࡇࡢࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ㸦㸧ࡣ㸪ࡇࡢࠕᑓ㛛ጤဨ࡛ࠖࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆࡶ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ௨

㔜ࡡ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

ࢫࡢᐇཬࡧఫࡲ࠸ࡢ☜ಖ㸪ㄆ▱ᑐ⟇ࡢ᥎㐍㸪ㆤேᮦࡢ☜ಖࡢ㸴ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ

ࡅ㸪་⒪࣭ㆤᇶ┙ࡢ☜ಖ㸪ከ⫋✀㐃ᦠయไࡢ☜❧㸪㧗㱋⪅ࡢᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍㸪⏕άᨭࢧ࣮ࣅ

ᆅᇦໟᣓࢣ᥎㐍༠㆟‽ഛጤဨࠖࢆ㸴᭶タ⨨ࡍࡿࡶ㸪ࡑࡢୗࠕᑓ㛛ጤဨࠖࢆタ

۵ ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡣ༠㆟タ⨨ྥࡅࡓ‽ഛᮇ㛫ࡋ㸪༠㆟ཧ⏬ணᐃࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡼࡿࠕᐑᇛ┴

ࡼࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᆅᇦ࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡢཧ⏬ࡼࡿࠕᐑᇛ┴ᆅᇦໟᣓࢣ᥎㐍༠㆟ࠖࢆタ❧ࡍࡿࡶ㸪ཧ⏬ࡋࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ാ

۵ ᮏ┴࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᶵ㛵㛫ࡢ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࡇࢀࡽ㛵ಀᶵ㛵

ໟᣓࢣ㛵ࢃࡿ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ㛫ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࡢᴗ⪅ࡸᑓ㛛⫋ᅋయ㸪ᆅᇦ࠾࠸࡚㧗㱋⪅ࡢ⏕άᨭࢆᒎ㛤ࡍࡿఫẸᅋయࡸ㹌㹎㹍࡞ᆅᇦ

۵ ࡇࡢࡓࡵ㸪ᆅᇦ࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣ㸪⾜ᨻᶵ㛵㸪་⒪࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫ

ఫࡲ࠸࣭⏕άᨭࡀ୍యⓗᥦ౪ࡉࢀࡿᆅᇦໟᣓࢣయไࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

࡙ࡃࡾ࡞㸪㧗㱋⪅ࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕άࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺་⒪࣭ㆤ࣭ண㜵㸪

ᚲせࡉࢀࡿᅾᏯ་⒪ࡸㆤண㜵ࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛㸪་⒪ㆤࡢ㐃ᦠࡸ㸪ᆅᇦ࡛ࡢᨭ࠼ྜ࠸యไ

۵ 㧗㱋♫ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰㸪ᅋሢࡢୡ௦ࡀ㸵㸳ṓ௨ୖ࡞ࡿ㸰㸮㸰㸳ᖺࢆぢᤣ࠼㸪ᚋࡲࡍࡲࡍ

Ϩ ࣉࣛࣥ⟇ᐃࡢ㊃᪨

6．会議資料

㱋ୡᖏ➼ࢆᆅᇦ࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺ᨭ࠼࡚࠸ࡃࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡾࡲࡍࠋ

➼ࡢ⟇ࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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3

㐃ᦠࢆ┠ⓗ㸪㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ㛫ࡢ༠ാࡼࡿᆅᇦໟᣓࢣయไᵓ⠏ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡁࡲ

   ࡇࡢࡓࡵ㸪ᮏ┴࡛ࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠕᐑᇛ┴ᆅᇦໟᣓࢣ᥎㐍༠㆟ࠖࢆタ❧ࡋ㸪་⒪࣭ㆤࡢ

ࢀࡓᆅᇦ࡛⮬ศࡽࡋ࠸⏕άࢆாཷࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࡇ࡛ࡍࠋ

ࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ษࢀ┠࡞࠸ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪㧗㱋⪅ࡔࢀࡶࡀఫࡳ័

ᨭࢆᒎ㛤ࡍࡿఫẸᅋయࡸ㹌㹎㹍࡞ࡢ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయࡀ㢦ࡢぢ࠼ࡿ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ㐃ᦠ࣭༠ാࡋ࡞ࡀ

 ۵ ලయⓗࡣ㸪⾜ᨻᶵ㛵㸪་⒪࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢᴗ⪅ࡸᑓ㛛⫋ᅋయ㸪ᆅᇦ࠾࠸࡚㧗㱋⪅ࡢ⏕ά

ᣓࢣయไࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇࠋ

  ᐑᇛ┴ෆࡢࡍ࡚ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚㸪Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓᆅᇦໟ

ϫ ┠ᣦࡍࡁጼ



࣭ᆅᇦఫẸࡸ࣎ࣛࣥࢸ࡞ࡼࡿᆅᇦࡢᨭ࠼ྜ࠸యไ࡙ࡃࡾ

ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿయไࡢᵓ⠏

࣭ᚋࡲࡍࡲࡍᚲせࡉࢀࡿᅾᏯ་⒪ࡸㆤண㜵ࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛㸪་⒪ㆤࡀ㐃ᦠࡋࡓࢧ࣮

۵ ලయⓗࡣ㸪



ᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

⒪࣭ㆤ࣭ண㜵㸪ఫࡲ࠸࣭⏕άᨭ࡞ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ୍యⓗᥦ౪ࡉࢀࡿᆅᇦໟᣓࢣయไࢆᆅ

۵ ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡣ㸪㧗㱋⪅ࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕άࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺་

ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᛴົ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

۵ ࡲࡓ㸪ἢᓊ㒊⿕⅏ᆅ࠾࠸࡚ࡣ㸪⅏ᐖබႠఫᏯ➼ࡢ⛣⾜ᮇࢆ㏄࠼࡚㸪⿕⅏ᆅࡢᐇྜࡗࡓ



۵ ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᚋቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㸵㸳ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡸㄆ▱㧗㱋⪅㸪༢㌟㧗

࣑ࣗࢽࢸࡢᕼⷧ࡞ࡢၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㧗㱋ࡢ㐍⾜ࡸ㸪௬タఫᏯ➼࡛ࡢ⏕άࡢ㛗ᮇࡼࡿ⏕άάⓎ࡞ᚰ㌟ࡢᗣᝏ㸪ᆅᇦࢥ

۵ ࡉࡽࡣ㸪⿕⅏ᆅ≉᭷ࡢ≧ἣࡶぢࡽࢀࡲࡍࠋἢᓊ㒊⿕⅏ᆅ࠾࠸࡚ࡣ㸪ⱝᖺேཱྀࡢ㌿ฟࡼࡿ

㸺ࣉࣛࣥࡢ㐍⾜⟶⌮㸪┠ᶆᩘ್㸼
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㻴㻞㻡

䠎䠔䠈䠌䠐䠍ே

䠏䠐䠈䠔䠓䠕ே

䠎䠌䚷タ

䠍䠍䚷タ
㻴㻞㻢

ᐃᮇᕠᅇ䞉㝶ᑐᛂᆺゼၥㆤ┳ㆤタ

ㆤ⫋ဨ䛾☜ಖ

䠓䠕䚷タ

㻣㻠㻠㻚㻜
䠑䠎䚷タ

㻣㻠㻜㻚㻞
䠄ᅜ㻣㻥㻢㻚㻢䠅
㻴㻞㻢

㻴㻞㻠

ྛ་⒪ᅪ䚷㻟㻜䚷䠂

㻞㻤㻜

㻝㻤㻡
┴య䚷㻝㻤㻚㻠䚷䠂

ྛ་⒪ᅪ
䠍䠌䠊䠏䛛ᡤ䠋䠍䠌ே

┴ෆ䠏䠑ᕷ⏫ᮧ

ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘᮎ
䠄┠ᶆᖺḟ䠅

䠍䠐䠓䛛ᡤ
䠒䠊䠏䛛ᡤ䠋䠍䠌ே

䠉

⌧ἣ

ᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃᏯㆤ

┳ㆤᖌᩘ䠄ேཱྀ䠍䠌ᑐ䠅

㻴㻞㻠

㻴㻞㻠

ᅾᏯゼၥデ⒪䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛ṑ⛉་⒪ᶵ㛵ᩘ
ᅾᏯṚஸ⋡

㻴㻞㻢

ᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤᩘ

ᆅᇦໟᣓ䜿䜰యไᵓ⠏䛻ྥ䛡᪂䛯䛺䛂ᆅᇦᨭᴗ䛃䜢ᐇ
䛩䜛ᕷ⏫ᮧᩘ

ᣦᶆ

䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁䛻䛚䛡䜛┠ᶆᩘ್
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ᚋ⏝䛜ぢ㎸䜎䜜䜛ㆤಖ㝤䝃䞊䝡䝇䛺䛹䛾ᢸ
䛔ᡭ䛸䛺䜛ேᮦ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䠈⎔ቃᩚഛ䜔ሗ
Ⓨಙ䛺䛹䛾ྲྀ⤌䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ㆤேᮦ☜ಖ䛃 䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠒䠖ㆤேᮦ䛾☜ಖ

ㄆ▱䛾ே䛜ఫ䜏័䜜䛯ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛧⥆䛡䜙䜜䜛䜘
䛖䛻䠈䝃䝫䞊䝖యไ䛾ᵓ⠏䜔ὶ䛾ሙ䛾タ䛺䛹䛾ྲྀ
⤌䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ㄆ▱ᑐ⟇᥎㐍䛃 䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠑䠖ㄆ▱ᑐ⟇䛾᥎㐍

⅏ᐖබႠఫᏯ䛺䛹䛷ᆅᇦ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔
䛟䛯䜑䛾ᨭ䜔ᆅᇦάື䛾᥎㐍䠈䜎䛯䠈㧗㱋⪅䛾ぢ
Ᏺ䜚䞉⏕άᨭ䛺䛹ᆅᇦ䛾ᨭ䛘ྜ䛔యไ䛾ᵓ⠏䛻ྥ
䛡䛯ྲྀ⤌䛺䛹䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ᆅᇦᨭ䛘ྜ䛔䛃 䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠐䠖⏕άᨭ䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ
ཬ䜃ఫ䜎䛔䛾☜ಖ

ᗣ䛵䛟䜚䜔⏕άᶵ⬟➼䛾ྥୖ䛾䛯䜑䛾⎔ቃ䜢ᩚ
䛘ㆤண㜵䛾ྲྀ⤌䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈䝸䝝䝡䝸䝔䞊
䝅䝵䞁ᑓ㛛⫋➼䜢ά⏝䛧䛯⮬❧ᨭ䛾ྲྀ⤌䛺䛹䜢⾜
䛔䜎䛩䚹

䛂ㆤண㜵䞉䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁᥎㐍䛃
䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠏䠖㧗㱋⪅䛾ᗣ⥔ᣢ䞉ቑ㐍

ᅾᏯ་⒪䛷䛾ᵝ䚻䛺ሙ㠃䛻ᛂ䛨䛶䠈་⒪䞉ㆤ䛾
㐃ᦠ䛾ሙ䛾ᵓ⠏䠈ሗඹ᭷䛸┦⌮ゎ䠈䝬䝛䝆䝯䞁䝖
ᶵ⬟䛾ᙉ䛺䛹䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ከ⫋✀㐃ᦠ䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠎䠖ከ⫋✀㐃ᦠయไ䛾☜❧

ᅾᏯ་⒪䜢ಁ㐍䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䠈ᅾᏯ་⒪䛻ᚑ
䛩䜛་ᖌ䜔┳ㆤᖌ䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈೫ᅾ䜢ṇ
䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ⤌䜢㐍䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䜎䛯䠈䠎䠐㛫ษ䜜┠䛾䛺䛔䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜
䜛䜘䛖ᬑཬၨⓎ䛺䛹䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ᅾᏯ་⒪䞉ゼၥ┳ㆤ᥎㐍䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠍䠖་⒪䞉ㆤᇶ┙䛾☜ಖ

5

䕿ㆤேᮦ䛾Ᏻᐃⓗ☜ಖ䛻ྥ䛡䛯యไ䛾ᩚഛ➼
䕿ㆤᚑ⪅య䛾▱㆑䞉ᢏ⾡䛾ᗏୖ䛢䛸㧗ᗘ䛺㈨㉁䜢᭷䛩䜛ே
ᮦ䛾⫱ᡂ䠈₯ᅾⓗ᭷㈨᱁⪅䛾᥀䜚㉳䛣䛧䞉ᑵᴗᨭཬ䜃♫ⓗ
ㄆ▱䛾☜❧䜔୰㧗⏕➼䛾⌮ゎಁ㐍䛻ྥ䛡䛯ሗᥦ౪䜔ၨⓎ

ྲྀ⤌ෆᐜ

䕿ㄆ▱䜿䜰䝟䝇䛾సᡂ䛸ᬑཬ䠈ㄆ▱䜹䝣䜵䛾タ⨨ಁ㐍䛸ᬑཬ
ၨⓎ䠈ⱝᖺᛶㄆ▱䛾ᐇែㄪᰝ䛺䛹䛾ᐇ
䕿ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾ᬑཬၨⓎ䛺䛹䛾ᐇ
䕿ㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭ䝏䞊䝮䛾タ⨨䛻ྥ䛡䛯ᑓ㛛་䛾☜ಖ䛾䛯
䜑䛾༠ຊయไ䛾ᵓ⠏䠈ㄆ▱䝃䝫䞊䝖་䛺䛹䛾㣴ᡂ

ྲྀ⤌ෆᐜ

䕿ᆅᇦ䛾ᨭ䛘ྜ䛔άື䛾❧䛱ୖ䛢ᨭ䠈ᛂᛴ௬タఫᏯෆ➼䜈䛾䝃
䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊䛾タ⨨䞉㐠Ⴀ䠈⏕άᨭ➼䛾ᐇ
䕿⿕⅏ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㧗㱋⪅➼䛾Ꮩ❧䛾㜵Ṇ䛾䛯䜑䠈ఫẸྠኈ䛾ᨭ䛘
ྜ䛔䛻䜘䜛ᆅᇦ⚟♴䜢᥎㐍
䕿⏕άᨭ䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪➼䜢ᢸ䛖䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜔䠪䠬䠫➼䛾Ⓨ᥀䞉
⫱ᡂ䛾䛯䜑䛾༠㆟䛾タ⨨䞉㐠Ⴀ䠈ேᮦ㣴ᡂ◊ಟ䛾㛤ദ➼䜈䛾
ᨭ
䕿పᡤᚓ䛾㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ぢᏲ䜚䛺䛹䛾⏕άᨭ䜔✵ᐙ➼䜢
ά⏝䛧䛯ఫ䜎䛔䛾ᨭ䛾䛯䜑䛾䝰䝕䝹◊✲䠈ᬑཬၨⓎ䜈䛾ᨭ

ྲྀ⤌ෆᐜ

䕿ㆤண㜵䛾ᬑཬၨⓎ䜔ㆤண㜵䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌䛾ホ౯䞉ศᯒ䠈䝸䝝
䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁ᑓ㛛⫋➼䜢ά⏝䛧䛯⮬❧ᨭ䛾ྲྀ⤌䛺䛹䛾ᐇ
䕿ಖ䞉་⒪䞉⚟♴䛾㛵ಀᶵ㛵䛻䜘䜛ᨭᑐ㇟⪅䛾≧ἣ䜔䝙䞊䝈䛻ᛂ
䛨䛯ᨭ䛾᪉ྥᛶ➼䛾ሗඹ᭷䠈ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁
యไ䛾ᐇ

ྲྀ⤌ෆᐜ

䕿ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛾ᢸ䛔ᡭ䛜ಖᡤ➼༢䛷ᆅᇦㄢ㢟䛾᳨ウ䜢
ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖ᶵ䜢タ⨨
䕿ᆅᇦໟᣓ䜿䜰యไᵓ⠏䛾䛯䜑䛾ㄢ㢟ゎỴ䜈䛾ᨭ䜔䠈ᆅᇦఫẸ䞉
ᑓ㛛⫋䞉ᕷ⏫ᮧ䜈䛾ᬑཬၨⓎ䛾ᐇ
䕿་⒪䞉ㆤ㛵ಀ⪅䛾㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀᵓ⠏䛾䛯䜑䛾᳨ウ䛾
ሙ䛾タ⨨䠈䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾ᐇ䛺䛹
䕿ከ⫋✀㐃ᦠయไ☜❧䛾䛯䜑䛾㒆ᕷ་ᖌ䜔ᕷ⏫ᮧ䜈䛾ྲྀ⤌ᨭ

ྲྀ⤌ෆᐜ

䕿ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᅾᏯṑ⛉་⒪䛾᥎㐍ཬ䜃ศ㔝䛸䛾㐃ᦠయไ
ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾❆ཱྀ䜢タ⨨
䕿┴་ᖌ䞉㒆ᕷ་ᖌ䛸䛾㐃ᦠᙉ䠈ゼၥ┳ㆤ䛾ᣐⅬᩚ
ഛ䠈ᅾᏯ⒪㣴⪅䛾ཷධయไᵓ⠏䜈䛾ᨭ
䕿ゼၥ┳ㆤ䛻ᦠ䜟䜛┳ㆤ⫋䛾㈨㉁ྥୖ䠈་⒪ㆤ䜔ᆅᇦ䛾
ᅾᏯㆤ➼䛸䛾㐃ᦠᙉ
䕿ᅾᏯ་⒪䜢ᢸ䛖་ᖌ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ
䜔䠈┦㐃⤡ㄪᩚ䛾㆟㛤ദ䛺䛹䜈䛾ᨭ
䕿ᅾᏯ་⒪䛻ᚑ䛧䛶䛔䛺䛔་⒪ᶵ㛵䛾ᇶ♏ⓗ▱㆑䜢Ꮫ䜆ᶵ
☜ಖ䠈ᅾᏯ་⒪ᚑ་⒪ᶵ㛵䛷䛾ྲྀᢅᝈ⪅䛾ቑຍ䜢ᨭ

ྲྀ⤌ෆᐜ

Ϭ ┠ᣦࡍࡁ᪉ྥᛶලయⓗ࡞ྲྀ⤌

࣭ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢゼၥ┳ㆤయไࡢᐇᨭ

࣭㏥㝔ࡢ࡞ㄪᩚ

࣭ゼၥ┳ㆤᖌࡢ⫱ᡂ

࣭ᅾᏯ་⒪ࢆᢸ࠺་ᖌࡢ⫱ᡂ

6

࣭᪂つཧධಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿ◊ಟࡢᐇ

 ղ ᅾᏯ་⒪ࡢᢸ࠸ᡭࡢேᮦ⫱ᡂ

࣭ᆅᇦఫẸࡢ࿘▱㸪ሗᥦ౪

࣭ᅾᏯ་⒪ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢၨⓎᴗ

ձ ఫẸࡢᬑཬၨⓎ

   ᬑཬၨⓎேᮦ⫱ᡂ



࣭ᛴኚᑐᛂ࡛ࡁࡿᚋ᪉ᨭ་⒪ᶵ㛵ࡢᐇ

࣭㛵ಀᅋయࢆ㏻ࡌࡓ་⒪ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᵓ⠏ࡢാࡁࡅ

   ་⒪ᶵ㛵ྠኈࡢ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏



࣭ᶵ⬟ᙉᆺゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪂つᒆฟࡢᨭ

 ճ ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥᩘࡢቑຍ➼

࣭་⒪ᶵ㛵ࡢᅾᏯ་⒪యไࡢᐇᨭ

࣭ デᑐᛂ་⒪ᶵ㛵ࡢ✵ⓑᆅᖏゎᾘྥࡅࡓྲྀ⤌

࣭᪂つཧධಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿ◊ಟࡢᐇ

࣭ᅾᏯ་⒪⒪㣴ᨭデ⒪ᡤࡢ᪂つᒆฟࡢᨭ

ղ ᅾᏯ་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿ་⒪ᶵ㛵ᩘࡢቑຍ➼

ᅾᏯ་⒪ࡢ୰ᚰ࡞ࡿ㐃ᦠᣐⅬᶵ⬟ࡢᩚഛ

ձ ᅾᏯ་⒪㐃ᦠᣐⅬᶵ⬟ࡢᩚഛ

  ᅾᏯ་⒪➼ࡢᇶ┙ᩚഛ

ලయⓗ࡞ྲྀ⤌

ࢀࡿࡼ࠺ᇶ┙ᩚഛࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ

 (4) ఫࡳ័ࢀࡓሙᡤ࡛㸪㏻࠸࣭ゼၥ࣭Ἡࡲࡾ࡞㸰㸲㛫ษࢀ┠ࡢ࡞࠸ከᵝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀཷࡅࡽ

࠼ࡿࡼ࠺ேᮦ⫱ᡂດࡵࡲࡍࠋ

(3) ᚑ᮶ࡽᆅᇦໟᣓࢣ㛵ࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀ⪅ࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆᅗࡾ㸪ྛᆅᇦ࡛࣮ࣜࢲ࣮ࢆᢸ

(2) ከ⫋✀ࡢ㛵ಀయࡢᅾᏯ⒪㣴ᨭయไࡢ㛵ࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ

࡛ᝈ⪅ᮏࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

ᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡶ㸪೫ᅾࡢṇࡸ㛤ᴗ་ࡢᅾᏯ་⒪ࡢ㛵ᙉ࡞ࡼࡾ㸪㌟㏆࡞ᆅᇦ

(1) ᅾᏯ་⒪ࡢ୰ᚰ࡞ࡿᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤࡸゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ゼၥṑ⛉ࡸゼၥ⸆ᒁࡢ

┠ᣦࡍࡁ᪉ྥᛶ

㸯 ་⒪࣭ㆤᇶ┙ࡢ☜ಖ

6．会議資料

࣭ලయⓗࢆ⏝࠸ࡓ㐃ᦠෆᐜࡢ᳨ウ

  

㻞㻞㻟

ࡼࡿ୍ධ㝔ཷࡅධࢀ࡞㸧ࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ

7

㸰㸲㛫ᑐᛂ࡛ࡁࡿᅾᏯ་⒪ᥦ౪యไ㸦㸯ேࡾࡘࡅ་ࡢኪ㛫ᑐᛂᨭ㸪ᚋ᪉ᨭ㝔

(3)  ⒪㣴⪅ᛴኚࡢᑐᛂ

ሗࡀᥦ౪㸦ඹ᭷㸧ࡉࢀࡿయไࢆࡘࡃࡾࡲࡍࠋ

㏥㝔ㄪᩚ࠾࠸࡚㸪ධ㝔㝔ᅾᏯ⒪㣴⛣⾜ᚋࡢ㛵ಀయ㸦ࡾࡘࡅ་➼㸧࡛㸪㐺ษ

(2)  ་⒪ᶵ㛵㏥㝔ࡢᑐᛂ

యࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ㐺ษ⾜࠼ࡿయไࢆࡘࡃࡾࡲࡍࠋ

ᆅᇦໟᣓࢣయไࡢᵓ⠏࠾࠸࡚୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᢸ࠺ᕷ⏫ᮧࡀ㸪ᆅᇦ㈨※ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪

ճ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࡢᙉ

⌮ゎࡋ㸪ࢫ࣒࣮ࢬ࡞㐃ᦠࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡲࡍࠋ

 ᅾᏯ࡛ࡢ⒪㣴⏕άࢆᨭ࠼ࡿ࠸࠺ඹ㏻ㄆ㆑ࡢࡶ㸪㛵ಀᶵ㛵ࡑࢀࡒࢀࡢᙺࡸᑓ㛛ᛶࢆ

ࡋࡲࡍࠋ

 㛵ಀ⪅ࡀ࠾࠸ᚲせ࡞ሗࢆඹ᭷ࡋ㸪㐺⒪㣴⪅ࡢ≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏

ղ ሗඹ᭷┦⌮ゎ

ಖࡋࡲࡍࠋ

ࢭࣥࢱ࣮༢࡛ࡢ㆟ຍ࠼࡚㸪ᕷ⏫ᮧ༢㸪ಖᡤ༢࡛ࡢᆅᇦㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿሙࢆ☜

㛵ಀᶵ㛵ࡀ㞟ࡲࡿ᪤Ꮡ㆟㸦ᆅᇦࢣ㆟➼㸧ࡢෆᐜࢆᐇࡉࡏࡿࡶ㸪ᆅᇦໟᣓᨭ

8

࣭ሗᥦ౪᪉ἲࡢ࣮ࣝࣝ㸪ෆᐜࡢᶆ‽

ղ ㏥㝔ࡢሗࡢඹ᭷

࣭㏥㝔ㄪᩚෆᐜࡢᐇࡢࡓࡵࡢ◊ಟᐇ

࣭㝔ෆእࡢ㛵ಀ⫋✀ࡢ㐃ᦠᙉ

࣭ከ⫋✀ࡀཧຍࡋࡸࡍ࠸⎔ቃᩚഛ

ձ ㏥㝔ㄪᩚ㆟ࡢᐇ

(2)  ་⒪ᶵ㛵㏥㝔ࡢᑐᛂ

࣭ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢேဨࡢᩘⓗ㸪⫋✀ⓗᐇ㸦ࣜࣁࣅࣜ⫋ࡢά⏝ࡢ᥎㐍➼㸧

࣭ᕷ⏫ᮧᢸᙜ㒊⨫ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺศᢸࡢ᫂☜

 ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࣭ᕷ⏫ᮧࡢయไᩚഛ

࣭ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ᒃᏯㆤᨭᴗᡤࡢ㛫ࡢࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢ㐃ᦠᙉ

࣭་⒪▱㆑ྲྀᚓ➼ࡢࡓࡵࡢ◊ಟࡢᐇ

 ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࡢᙉ

ճ  ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࡢᙉ

࣭ᆅᇦఫẸࡢ࿘▱㸪ሗᥦ౪

࣭ྛ⫋✀ࡀ࠾࠸ࡢᙺࡸᑓ㛛ᛶࢆ▱ࡿᶵࡢ☜ಖ

ձ 㐃ᦠᶵࡢ☜ಖ

࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢᆅᇦศᕸ≧ἣࡢぢ࠼ࡿ

 㛵ಀᶵ㛵ሗࡢᢕᥱ

࣭ඹ᭷ෆᐜࡢ⢭ᰝ

࣭ሗඹ᭷ࡢ᪉ἲ࣭ࢶ࣮ࣝࡢ⤫୍

 ⒪㣴⪅ሗࡢඹ᭷

ղ ሗඹ᭷┦⌮ゎ

࣭ඛ㐍ⓗྲྀ⤌ࡢ⤂㸪どᐹࡼࡿ㆟ෆᐜࡢࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉ

  

࣭ከ⫋✀ࡢཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㆟㛤ദ᪉ἲࡢᕤኵ㸦㛫㸪ሙᡤ➼ࡢタᐃ➼㸧

࣭ᆅᇦࢣ㆟➼ࡢ᪤Ꮡ㆟ࡢ᭷ຠά⏝

  㐃ᦠࡢሙࡢᐇ

ᡤ➼ࡢᗈᇦ࡛ࡢ㐃ᦠࡢሙࡢタ⨨

࣭ᆅᇦࢣ㆟➼ࡢᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮༢㸪ᕷ⏫ᮧ༢࡛ࡢ㐃ᦠࡢሙຍ࠼࡚㸪ಖ

┠ᣦࡍࡁ᪉ྥᛶ

䕿ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᅾᏯṑ⛉་⒪䛾᥎㐍ཬ䜃ศ㔝䛸䛾㐃ᦠయไ
ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾❆ཱྀ䜢タ⨨
䕿┴་ᖌ䞉㒆ᕷ་ᖌ䛸䛾㐃ᦠᙉ䠈ゼၥ┳ㆤ䛾ᣐⅬᩚ
ഛ䠈ᅾᏯ⒪㣴⪅䛾ཷධయไᵓ⠏䜈䛾ᨭ
䕿ゼၥ┳ㆤ䛻ᦠ䜟䜛┳ㆤ⫋䛾㈨㉁ྥୖ䠈་⒪ㆤ䜔ᆅᇦ䛾
ᅾᏯㆤ➼䛸䛾㐃ᦠᙉ
䕿ᅾᏯ་⒪䜢ᢸ䛖་ᖌ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ
䜔䠈┦㐃⤡ㄪᩚ䛾㆟㛤ദ䛺䛹䜈䛾ᨭ
䕿ᅾᏯ་⒪䛻ᚑ䛧䛶䛔䛺䛔་⒪ᶵ㛵䛾ᇶ♏ⓗ▱㆑䜢Ꮫ䜆ᶵ
☜ಖ䠈ᅾᏯ་⒪ᚑ་⒪ᶵ㛵䛷䛾ྲྀᢅᝈ⪅䛾ቑຍ䜢ᨭ

ྲྀ⤌ෆᐜ

 㐃ᦠࡢሙࡢタᐃ

ձ 㐃ᦠᶵࡢ☜ಖ

(1) ᅾᏯ⒪㣴ࡢᑐᛂ

 ලయⓗ࡞ྲྀ⤌

(1) ᅾᏯ⒪㣴ࡢᑐᛂ

㸰 ከ⫋✀㐃ᦠయไࡢ☜❧

ྲྀ⤌䠎䠖ከ⫋✀㐃ᦠయไ䛾☜❧

ᅾᏯ་⒪䜢ಁ㐍䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䠈ᅾᏯ་⒪䛻ᚑ
䛩䜛་ᖌ䜔┳ㆤᖌ䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈೫ᅾ䜢ṇ
䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ⤌䜢㐍䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䜎䛯䠈䠎䠐㛫ษ䜜┠䛾䛺䛔䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜
䜛䜘䛖ᬑཬၨⓎ䛺䛹䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ᅾᏯ་⒪䞉ゼၥ┳ㆤ᥎㐍䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠍䠖་⒪䞉ㆤᇶ┙䛾☜ಖ

ղ 㸰㸲㛫ᑐᛂࡢᐃᮇᕠᅇ࣭㝶ᑐᛂᆺᴗᡤࡢࢧ࣮ࣅࢫཧධࡢࡓࡵࡢᬑཬၨⓎ

ᐇ

ձ ♫⚟♴ἲே➼ࡼࡿᆅᇦ࡛ࡢάືࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ㸪◊✲㸪ࡲࡓࡣࣔࢹࣝᴗࡢ

(4) 㸰㸲㛫ษࢀ┠ࡢ࡞࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪➼

䠄㻝㻜䠅➨㻥ᅇྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㈨ᩱ

⒪㣴⪅ᛴኚࡢᑐᛂ

䕿ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛾ᢸ䛔ᡭ䛜ಖᡤ➼༢䛷ᆅᇦㄢ㢟䛾᳨ウ䜢
ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖ᶵ䜢タ⨨
䕿ᆅᇦໟᣓ䜿䜰యไᵓ⠏䛾䛯䜑䛾ㄢ㢟ゎỴ䜈䛾ᨭ䜔䠈ᆅᇦఫẸ䞉
ᑓ㛛⫋䞉ᕷ⏫ᮧ䜈䛾ᬑཬၨⓎ䛾ᐇ
䕿་⒪䞉ㆤ㛵ಀ⪅䛾㢦䛾ぢ䛘䜛㛵ಀᵓ⠏䛾䛯䜑䛾᳨ウ䛾
ሙ䛾タ⨨䠈䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾ᐇ䛺䛹
䕿ከ⫋✀㐃ᦠయไ☜❧䛾䛯䜑䛾㒆ᕷ་ᖌ䜔ᕷ⏫ᮧ䜈䛾ྲྀ⤌ᨭ

㻞㻞㻠



ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᨭయไࢆᩚഛࡋࡲࡍࠋ

་⒪ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺᴗົࢆᐇ

9

ձ ་⒪ᅪ༢࡛ࡢᅾᏯṑ⛉་⒪㛵ࡍࡿ❆ཱྀࡢタ⨨ཬࡧᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒࡛ࡢᅾᏯṑ⛉

(4) ᅾᏯṑ⛉デ⒪㸪ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐃ᦠ

ཬࡧᕷ⏫ᮧᑐࡍࡿᬑཬၨⓎ

ղ ᕷ⏫ᮧࡀㆤண㜵ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⤖ᯝࡢᴗຠᯝ➼ࡘ࠸࡚㸪ホ౯࣭ศᯒࡍࡿࡓࡵࡢᨭ

ࣂࢨ࣮ὴ㐵࡞ࢆ⾜࠸㸪ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆᨭ࠙ᥖࠚ

ձ ከᵝ࡞㏻࠸ࡢሙࢆ☜ಖࡍࡿࡶ㸪ㄆ▱ண㜵ࡶྵࡵࡓㆤண㜵ࡢ◊ಟ㛤ദཬࡧࢻ

(3) ㆤண㜵ࡢྲྀ⤌᥎㐍

(2) ᗣⓗ࡞⏕ά⩦័☜❧ྥࡅࡓሗⓎಙ࡞ࡼࡾ㸪⏕ά⩦័ண㜵ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ᨭ

10

⪅ୡᖏࡢ≧ἣ➼ఫẸሗࡢ⣽ࡸ࡞㞟㧗㱋⪅ࡢ♫ཧຍࢆಁࡍ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ

(3) పᡤᚓ⪅ྥࡅࡢఫᒃ☜ಖࡘ࠸࡚㸪ᅜࡢࣔࢹࣝᴗࡸඛ㥑ⓗࢆཧ⪃ࡋࡓ◊✲ཬࡧ㧗㱋

ࡢሙࢆᩚഛ

ճ ྛᆅᇦ࠾ࡅࡿ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮⏕άᨭ➼ࡢᥦ౪యࡼࡿሗඹ᭷࣭㐃ᦠᙉ

㸦ᙺ㸪㓄⨨ඛࡢᩚ⌮ࡀᚲせ㸧

ղ ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㓄⨨ᨭཬࡧᆅᇦㄢ㢟ᑐࡋ࡚ຓゝࡍࡿࢻࣂࢨ࣮ࡢὴ㐵

ձ ᆅᇦࡼࡿ⮬ⓗ࡞⏕άᨭయไᵓ⠏ྥࡅࡓᨭཬࡧᆅᇦάືࢆ᥎㐍ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂ

(2) ᆅᇦάື࡞ࢆ᥎㐍ࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂ

⣙ࡘ࠸࡚㸪⿕⅏ᕷ⏫ࢆᨭ

ࢨ࣮ὴ㐵࡞ࢆ⾜࠸㸪ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆᨭ

ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᨭཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⥔ᣢ㓄៖ࡋࡓ௬タఫᏯࡢ㞟

ලయⓗ࡞ྲྀ⤌

(1) ⅏ᐖබႠఫᏯࢆྵࡴᆅᇦఫẸࡀࡶᨭ࠼ྜ࠸࡞ࡀࡽ♫άືࢆಁ㐍ࡋ㸪ࣂࣛࣥࢫࡢࢀࡓ

(1) ከᵝ࡞㏻࠸ࡢሙࢆ☜ಖࡍࡿࡶ㸪ㄆ▱ண㜵ࡶྵࡵࡓㆤண㜵ࡢ◊ಟ㛤ദཬࡧࢻࣂ

άື࡛ࡁࡿయไᵓ⠏ࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ

ලయⓗ࡞ྲྀ⤌

᱁タᐃ࡛౪⤥ࡉࢀ㸪㧗㱋⪅ࡀᏙ❧ࡍࡿࡇ࡞ࡃ㸪ྍ⬟࡞㝈ࡾఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛⮬❧ࡋࡓ♫⏕άࢆ㏦

✚ᴟⓗ♫ཧຍࡋ㸪ྛேࡢᙺࡀᯝࡓࡏࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ

(4) ྛศ㔝ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡞ࡀࡽ㸪┦㐃ᦠࡋ࡚㧗㱋⪅ࡢᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࡢࡓࡵ

(3) ᚰ㌟ࡢ≧ែࡸᕼᮃᛂࡌ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿከᵝ࡞㧗㱋⪅ྥࡅఫᏯࡀపᡤᚓ⪅ࡶධᒃࡀྍ⬟࡞ᖜᗈ࠸౯

▱ண㜵ࡶྵࡵࡓㆤண㜵ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ࠶ࢃࡏ࡚㸪Ẽࡸ㞀ᐖࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㧗㱋⪅ࡀ

⪅➼ࡢࢽ࣮ࢬࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࢆ๓ᥦᕷ⏫ᮧࡢᐇᛂࡌ࡚㓄⨨ࡍࡿ⏕άᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡼࡾ㧗㱋

ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࡇࡼࡾ㸪ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇࢆᅗࡿࡶ㸪ᆅᇦໟᣓᨭ

(2) ᕷ⏫ᮧᆅᇦᅋయ㸪㹌㹎㹍ἲே㸪࣎ࣛࣥࢸ㸪ᴗ⪅➼ࡢከᵝ࡞యࡢ㐃ᦠ㧗㱋⪅⮬㌟ࡢ⮬Ⓨ

ࡋࡲࡍࠋ

㔝ධࢀ㸪⚟♴➼ࡢࢯࣇࢺᴗ㐃ᦠࡋࡓ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᩚഛ➼ࡼࡾ㸪௬タఫᏯࡢ᪩ᮇゎᾘࢆ┠ᣦ

࠺⮬❧ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ㸪௬タఫᏯ࡛ࡢᏙ❧ᑐ⟇㸪✵ࡁᐙᑐ⟇࡞ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆど

(1) ⿕⅏ᆅ࠾࠸࡚㸪⅏ᐖබႠఫᏯࡢධᒃ⪅᪤Ꮡࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ㐃ᦠ࣭⼥ྜࡋ㸪ᆅᇦ࡛ᨭ࠼ྜ

┠ᣦࡍࡁ᪉ྥᛶ

㸲 ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇཬࡧఫࡲ࠸ࡢ☜ಖ

䕿ㆤண㜵䛾ᬑཬၨⓎ䜔ㆤண㜵䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌䛾ホ౯䞉ศᯒ䠈䝸䝝
䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁ᑓ㛛⫋➼䜢ά⏝䛧䛯⮬❧ᨭ䛾ྲྀ⤌䛺䛹䛾ᐇ
䕿ಖ䞉་⒪䞉⚟♴䛾㛵ಀᶵ㛵䛻䜘䜛ᨭᑐ㇟⪅䛾≧ἣ䜔䝙䞊䝈䛻ᛂ
䛨䛯ᨭ䛾᪉ྥᛶ➼䛾ሗඹ᭷䠈ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁
యไ䛾ᐇ

ྲྀ⤌ෆᐜ

(3) ᗣ࡙ࡃࡾࡸᚰ㌟ᶵ⬟㸪⏕άᶵ⬟ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢάືࡀࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡶ㸪ㄆ

㱋⪅࡞ࡗ࡚ࡽࡶᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡞యไ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

(2) 㧗㱋ᮇ࡞ࡿ๓ࡢ᪩࠸ᮇࡽ㸪ᗣ␃ពࡋࡓ⮬ᕫ⟶⌮㸪ᗣⓗ࡞⏕ά⩦័ࢆᐇ㊶ࡋ㸪㧗

ࡲࡍࠋ

(1) ௬タఫᏯ➼ࡢఫ⎔ቃ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⮬ศࡽࡋࡃ࠸ࡁ࠸ࡁᗣ⏕άࡍࡿࡓࡵࡢάືࢆᨭࡋ

┠ᣦࡍࡁ᪉ྥᛶ

㸱 㧗㱋⪅ࡢᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍

ྲྀ⤌䠏䠖㧗㱋⪅䛾ᗣ⥔ᣢ䞉ቑ㐍

ᅾᏯ་⒪䛷䛾ᵝ䚻䛺ሙ㠃䛻ᛂ䛨䛶䠈་⒪䞉ㆤ䛾
㐃ᦠ䛾ሙ䛾ᵓ⠏䠈ሗඹ᭷䛸┦⌮ゎ䠈䝬䝛䝆䝯䞁䝖
ᶵ⬟䛾ᙉ䛺䛹䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ከ⫋✀㐃ᦠ䛃䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌ෆᐜ

ᗣ䛵䛟䜚䜔⏕άᶵ⬟➼䛾ྥୖ䛾䛯䜑䛾⎔ቃ䜢ᩚ
䛘ㆤண㜵䛾ྲྀ⤌䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈䝸䝝䝡䝸䝔䞊
䝅䝵䞁ᑓ㛛⫋➼䜢ά⏝䛧䛯⮬❧ᨭ䛾ྲྀ⤌䛺䛹䜢⾜
䛔䜎䛩䚹

࣭ᛴኚ௨ᚋࡢ≧Ᏻᐃᮇ➼࠾ࡅࡿᅾᏯ⛣⾜ࡢࡓࡵࡢ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏

ճ ᅾᏯ⛣⾜ࡢᑐᛂ

࣭ᛴኚᑐᛂ࡛ࡁࡿᚋ᪉ᨭ་⒪ᶵ㛵ࡢᐇ㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌䠏䠖㧗㱋⪅䛾ᗣ⥔ᣢ䞉ቑ㐍

㐵࡞

ղ ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᑓ㛛⫋➼ࢆά⏝ࡋࡓ⮬❧ᨭࡢྲྀ⤌᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᕷ⏫ᮧࡢᑓ㛛⫋ὴ

䛂ㆤண㜵䞉䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁᥎㐍䛃
䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ղ ᛴኚࡢᑐᛂ

࣭㏥㝔ㄪᩚ㆟➼࡛ࡢᛴኚ࠾ࡅࡿ㛵ಀ⫋✀ࡢᙺศᢸࡢ☜ㄆ

ձ ᖹᖖࡢᑐᛂ

ྲྀ⤌䠎䠖ከ⫋✀㐃ᦠయไ䛾☜❧

(3)

㻢䠊㆟㈨ᩱ

㻞㻞㻡

ྲྀ⤌䠒䠖ㆤேᮦ䛾☜ಖ

ㄆ▱䛾ே䛜ఫ䜏័䜜䛯ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛧⥆䛡䜙䜜䜛䜘
䛖䛻䠈䝃䝫䞊䝖యไ䛾ᵓ⠏䜔ὶ䛾ሙ䛾タ䛺䛹䛾ྲྀ
⤌䜢⾜䛔䜎䛩䚹

䛂ㄆ▱ᑐ⟇᥎㐍䛃 䝥䝻䝆䜵䜽䝖

ྲྀ⤌䠑䠖ㄆ▱ᑐ⟇䛾᥎㐍
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䕿ㄆ▱䜿䜰䝟䝇䛾సᡂ䛸ᬑཬ䠈ㄆ▱䜹䝣䜵䛾タ⨨ಁ㐍䛸ᬑཬ
ၨⓎ䠈ⱝᖺᛶㄆ▱䛾ᐇែㄪᰝ䛺䛹䛾ᐇ
䕿ᡂᖺᚋぢไᗘ䛾ᬑཬၨⓎ䛺䛹䛾ᐇ
䕿ㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭ䝏䞊䝮䛾タ⨨䛻ྥ䛡䛯ᑓ㛛་䛾☜ಖ䛾䛯
䜑䛾༠ຊయไ䛾ᵓ⠏䠈ㄆ▱䝃䝫䞊䝖་䛺䛹䛾㣴ᡂ

ྲྀ⤌ෆᐜ

ᶵ㛵ࡢ༠ຊయไࡢᵓ⠏ཬࡧࡾࡘࡅ་ࡸㄆ▱ࢧ࣏࣮ࢺ་ࡢ㣴ᡂ

(2)  ㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭࢳ࣮࣒ࡢタ⨨క࠸㸪ᑓ㛛་ࡢ☜ಖྥࡅ࡚ࡢ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡶྵࡵࡓ㛵ಀ

ᬑཬಁ㐍ཬࡧᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂᨭ

մ ᕷ⏫ᮧࡸᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰ㸪ᘚㆤኈ➼㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ

ճ ⱝᖺᛶㄆ▱ࡢᐇែㄪᰝ㸪┦ㄯᴗົࡸὶ࡞ࡢᐇ

ࣝᴗࡢᐇᬑཬಁ㐍

ղ ㄆ▱࢝ࣇ࢙㸦ㄆ▱ࡢேᐙ᪘㸪ఫẸ㸪ᑓ㛛⫋࡞ㄡࡶࡀཧຍ࡛ࡁࡿ㞟࠸ࡢሙ㸧ࡢࣔࢹ

ձ ᶆ‽ⓗ࡞ㄆ▱ࢣࣃࢫ㸦≧ἣᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢὶࢀ㸧ࡢసᡂᬑཬࡢᨭ

(1)  ࢧ࣏࣮ࢺయไࡢᵓ⠏ὶࡢሙࡢタ

ලయⓗ࡞ྲྀ⤌

ไࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ

(2) ㄆ▱ࡢ≧ែᛂࡌ࡚㸪་⒪ㆤࡢከ⫋✀㐃ᦠࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫࡀ㐺㐺ษᥦ౪ࡉࢀࡿయ

࡞⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿᆅᇦ࠾ࡅࡿໟᣓⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡞ࢣࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡲࡍࠋ

ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ㸪ᮏேᐙ᪘ࢆᏙ❧ࡉࡏ࡞࠸ᨭࡸᆅᇦఫẸ➼ࡼࡿぢᏲࡾᨭ㸪ᅾᏯ⏕άᚲせ

䕿ㆤேᮦ䛾Ᏻᐃⓗ☜ಖ䛻ྥ䛡䛯యไ䛾ᩚഛ➼
䕿ㆤᚑ⪅య䛾▱㆑䞉ᢏ⾡䛾ᗏୖ䛢䛸㧗ᗘ䛺㈨㉁䜢᭷䛩䜛ே
ᮦ䛾⫱ᡂ䠈₯ᅾⓗ᭷㈨᱁⪅䛾᥀䜚㉳䛣䛧䞉ᑵᴗᨭཬ䜃♫ⓗ
ㄆ▱䛾☜❧䜔୰㧗⏕➼䛾⌮ゎಁ㐍䛻ྥ䛡䛯ሗᥦ౪䜔ၨⓎ

ྲྀ⤌ෆᐜ

◊ಟ➼ࡶ㛤ദࡋࡲࡍࠋ
12

ࡲࡓ㸪ᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓෆᐜࡍࡿࡓࡵ㸪┴ಖ⚟♴ົᡤ࣭ᆅᇦົᡤࡼࡿྛᅪᇦྥࡅࡢ

ࡢ㛤ദຍ࠼㸪ᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿྲྀ⤌᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ⫋ဨྥࡅࡢㅮ₇࡞ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ᕷ⏫ᮧ࣭ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᆅᇦఫẸྥࡅࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡸ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⪅ྥࡅࡢ◊ಟ

࠙ᬑཬၨⓎࠚ

ᶵ㛵ࡢ༠ാࡼࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᆅᇦ࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
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6．会議資料

第9回仙台医療介護連携の会 事後アンケート結果
団体名

本日の会議で話しきれなかったことをご記入くださ
い。

本日参加して感じたことをご記入ください。

少しずつですが行政と医療・介護の情報共有は進ん
でいると思う。以前にも話が出ていたが、医療介護
以外の職種、地域に関わる人たちとの情報交換でき
社団法人仙台 る場所、時間を作り、その機会を増やしていくよう働
市薬剤師会
きかけてくれることを行政に望みます。また、県、市、
区での連携も必要なのでそれぞれの立場を理解し
ながら一緒に動くことも重要かと思います（縦割りに
ならないように）

参加者より話題に出ていた「フォーマルとインフォー
マルなサービスの情報の両方が欲しい」とのご意見
は共感できた。その地域にどんなインフォーマルな
サービスが存在するのか？その方のまわりで何の
サービスができる可能性があるのかの情報の収集
場所、提供場所があると利用する人も、ほかのサー
ビスをする人も有効な情報源として利用できると思
う。

社団法人仙台
市薬剤師会

まず自分達で行うことをしつつ同時に行政へ提起し
ていく事が肝要であると感じたところです。

宮城県訪問看
いつもたくさんの情報を頂き、大変勉強になります。
いつもありがとうございます。市民フォーラムの成功
護ステーション
医療介護連携について、毎回いろいろと考えさせら
をお祈りしております。
連絡協議会
れます。
仙台市地域包
括支援セン
ター連絡協議
会

宮城県ケアマ
ネジャー協会

10月9日フォーラムの成功を祈ります。市民の人々
に看取り意識と覚悟をもってもらうように進められれ
ばと思っています。多くの人に参加してもらえるよう
声をかけていきたいと思います。
Cテーブルで紹介させて頂いたのですが、宮城県保
健福祉部医療整備課がH27年3月に作成した「宮城
県医療・介護の情報連携の手引き」は、今後医療介
護連携を行うにあたり有用な冊子です。ご覧になっ
ていない方がいらしたら、是非紹介してください。県
の医療整備課にお願いし、委員の皆様に送付して
頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

加速する介護職離れで団塊世代が全員75歳以上に
なる2025年には介護労働者が約30万人不足すると
仙台市老人福 いう予測がうち出されている。（厚生労働省）介護の
祉協議会
専門性や質を高める努力も必要なところだが養成学
校に学生が集まらない現実。この問題の打開策に
懸命。
宮城県老人保
介護職員の不足が問題になっているが県、市が施
老健施設同志の間でも連携は殆どない状態である。
健施設連絡協
設等の開設を人材を考えずに許可しすぎたのでは
今後は施設間での連絡、連携が必要と考えられる。
議会
ないか。
住み慣れた自宅で生活していくためには在宅医療
医療と在宅介護が必要に応じ支援してきた経緯は
仙台介護サー
（ドクター）との連携が必須である。今後も啓発活動
あるが、本人が最後まで自宅で生活したいという希
ビスネットワー
を大切にしたい。
望と家族の思いの違いがなかなか思うようにいかな
ク
行政に関しては、もっと積極的に行動して欲しいと
い課題と思っている。
思った。
回を重ねるごとにコミュニケーションが円滑になりま
した。次回で最終回となる後も何らかの形で多職種
が集まる機会があると良いと思います。

東北大学病院
地域連携セン
ター
仙台市立病院
地域医療連携
課
医療福祉相談
室
仙台市健康福
祉部 障害者
支援課
仙台市保険高
齢部 介護予
防推進室

それぞれの専門職が活用出来るシステム作りが必
要だと思いました。コーディネーター養成や専門職
同士、多職種が地域で交流できる場を行政で継続
支援してもらえると良いと考えました。
医療、介護の職員の方々の日頃感じていらっしゃる
ことを直接お聞きすることが出来大変有意義でし
た。
初の参加でしたので、皆様のご意見を理解しながら
伺うのに精一杯でした、お世話様でした。

第９回参加できず大変申し訳ありませんでした。大
公益社団法人
変良くまとめられた資料をお送りいただきありがとう
宮城県看護協
ございます。市民フォーラムには業務の都合で参加
会
できませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

226

ᾈ˅ ׅӨҔၲʼᜱᡲઃỉ˟

ắإԓ

ᇹ

㛤ദ᪥䠖ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻥᭶䠍᪥䠄ⅆ䠅㻝㻥䠖㻜㻜䡚㻞㻝䠖㻜㻜

ሙ䠖ྎ䝃䞁䝥䝷䝄䝩䝔䝹
ฟᖍጤဨ 㻝㻤ྡ 䠄ྎᕷᅪᇦ䜢୰ᚰ䛻ᵓᡂ䠅

ෆᐜ
䛆ሗᥦ౪䛇
䛂ྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾䛷䛾䛣䜜䜎䛷䛾ヰ䛧ྜ䛔䛾䜎䛸䜑䛃
䛂ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮䛻䛴䛔䛶䛃 ົᒁ
䛂ᅾᏯ䜿䜰㐃⤡䛃䛻䛴䛔䛶 ᕷ㧗㱋⏬ㄢ ୗᒣ⏣ ᵝ
䛂ᆅᇦໟᣓ䜿䜰యไᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁䛻䛴䛔䛶䛃
ᮾᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉ ᑠᆏ ᵝ
䛆䜾䝹䞊䝥ウ㆟䛇
䛂⾜ᨻ䜈䛾ᥦゝෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛃

ᕷ་ᖌ㻝䚸ᕷṑ⛉་ᖌ㻝䚸ᕷ⸆ᖌ㻞䚸┴┳ㆤ༠㻝
┴ゼ┳㐃⤡༠㆟㻝䚸┴䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊༠㻝䚸ᕷᆅᇦໟᣓ༠㆟
䠍䚸ᕷ⪁ே⚟♴タ༠㆟㻞䚸┴ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮༠㆟
㻝䚸ྎㆤ䝃䞊䝡䝇䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠍䚸┴㝔༠㻟䚸Ꮫ㆑⤒㦂⪅㻞
䜸䝤䝄䞊䝞䞊㻢ྡ ྎᕷ䠖㞀ᐖ⪅ᨭㄢ㻞䚸ㆤண㜵᥎㐍ᐊ㻞䚸
ㆤಖ㝤ㄢ㻝䚸㧗㱋⏬ㄢ㻝

ᘍồỉ੩ᚕϋܾỆếẟề
䈜䠄 䠅ෆ䛿䜾䝹䞊䝥ྡ

ྛᅋయ䛜㞟䜎䜛ሙ䛾⥅⥆
䜎䛰ྛᅋయ䛾㐃ᦠෆᐜ䛜᫂☜䛷䛿䛺䛔䚹ᅋ
యෆ䛷ㄢ㢟䜢ඹ᭷䛩䜛㐃⤡⥙䜔䛭䛾䜘䛖䛺
ື䛝䜒䛺䛔䚹ゎỴ䛧䜘䛖䛸䛔䛖ື䛝䛻⥅䛢䜛䛣
䛸䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄㻮䠅
ྛᅋయ䛜㢦䜢ྜ䜟䛫䛶ヰ䛧ྜ䛔䛜䛷䛝䜛ሙ
䛜䛷䛝䛯䜀䛛䜚䚹䛣䛾䜘䛖䛺㆟䛾ሙ䜢⥆䛡
䛶䜋䛧䛔䚹䠄㻮䠅

䚷ேᮦ⫱ᡂᨭ

ᨻ⟇❧䛻䛴䛔䛶

ᘓ≀䛰䛡䛜䛹䜣䛹䜣ᘓタ䛥䜜䛶䛔䛶䚸ேᮦ䛜
㊊䛧䛶䛔䜛䚹㐺ṇ䛺ᩘ䛾㓄⨨䜢ᮃ䜐䚹䠄㻮䠅
ㆤ⫋䛜㞳⫋䛧䛺䛔䛯䜑䛾ᕤኵ䜢ྛタ䜒ྲྀ䛳
䛶䛔䜛䛜䚸᥇⏝䜒䜎䜎䛺䜙䛺䛔䚹ᐇ㝿䛿⤒Ⴀ䛻
ᚲṚ䚹䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜰䝑䝥䛾䛯䜑䛾᪉⟇䛜ᚲ
せ䚹䠄㻮䠅
㈨᱁䜢ྲྀ䜛䛯䜑䛾㈝⏝䛺䛹䛻ຓᡂ䜢䛛䛡䛶䜒䜙
䛔䛯䛔䚹䠄㻮䠅

ከ⫋✀㐃ᦠ䛾䛯䜑䛾◊ಟ䛾㛤ദ ᆅᇦໟᣓ䛸⾜ᨻ䛜䜒䛳䛸῝䛟㛵䜟䜚䚸ேᮦ䜢⫱ᡂ
⨨䛵䛡䛸䛧䛶䚸ᅾᏯ䜿䜰㐃⤡䛿䚸ྎᕷ
䛾䛂ᆅᇦ䜿䜰㆟䛃䜢ᨭ䛘䜛ᅋయ䛰䛸ᛮ䛖䚹
䠄㻯䠅
䠎䞉䠏ໟᣓ䛤䛸䛻୕ᖌ䛾䜘䛖䛺䝏䞊䝮䜢స䛳
䛶䚸⤌䜏䜢ᨭ䛘䜛䜘䛖䛺᪉ἲ䜒ᚲせ䛺䛾䛷
䛿䛺䛔䛛䚹䠄㻯䠅
㝔䛻䜒ᆅᇦ䛾ᐇ䜢▱䛳䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛜ᚲ
せ䚹䜎䛯䚸ᆅᇦ䛛䜙㝔䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜䜒䛳
䛸ಁ㐍䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䠄㻯䠅
ḟᅇ䚸➨

䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䠄㻭䠅
ྠ⫋✀䚸ከ⫋✀┦䛷ぢᏛᐇ⩦䛷䜒䛔䛔䛾䛷䚸
ேᮦὶ䜢⾜䛔䚸ព㆑䜢ኚ䛘䛶䛔䛟ྲྀ䜚⤌䜏䛜
ᚲせ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄㻭䠅

ᆅᇦ䛵䛟䜚
䛣䜜䛛䜙䛿䚸䝣䜷䞊䝬䝹䚸䜲䞁䝣䜷䞊䝬䝹㈨※䛾
୧᪉䛜ぢ䛘䜛䜘䛖䛻䛂ぢ䛘䜛䛃䛥䜜䛺䛡䜜䜀䛔
䛡䛺䛔䛸ᛮ䛖䚹⾜ᨻ䛻䛿䚸䛭䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳䛶
䜒䜙䛔䛯䛔䚹䠄㻯䠅

ேཱྀつᶍ䚸ᆅᇦ䛾≉ᚩ䛻ᛂ䛨䛯㐺ṇ䛺ேဨ㓄⨨䚸
タᩘ䛺䛹䜢ᢕᥱ䛧䛶䚸ຠ⋡ⓗ䛺㐠⏝䜢ಁ䛧䛶
䛔䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䜒䛳䛸ඖẼ䛺㧗㱋⪅䛸䛾
༠ྠ䜢⪃䛘䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹䠄㻯䠅
ศᩓ䛫䛪ᆅᇦ䛻㞟⣙䛥䜜䜛䜘䛖䛻స䛳䛶䛔䛛䛺
䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄㻮䠅
⾜ᨻ⫋ဨ䛾␗ື䛿᪉䛜䛺䛔䚹䛧䛛䛧䚸ᑓ㛛ᐁ
䜢⨨䛟䜘䛖䛺ᥐ⨨䜢⪃䛘䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹ᅇ䛾
ྎᕷ䛾ே䠄ᗣᒁ㛗䚸㧗㱋ಖ㝤㒊㛗㏥⫋䚸䛭
䛾㛵ಀ㒊ᡤ㛗䛾␗ື䛺䛹୍Ẽ䛻䛒䛳䛯䠅䛷䚸
䜎䛯୍䛛䜙⪃䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䠄㻮䠅
⦪䜚䛾ᑐᛂ䛜ᅔ䜛䚹䜒䛳䛸ᶓ䛾䛴䛺䛜䜚䜢ᣢ䛳
䛶䚸ᑐᛂ䜢䛧䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹䠄㻯䠅

ᬑཬၨⓎάື䛾⥅⥆
ᕷẸ䛻ᑐ䛧䛶䚸㻿㻻㻿䜢ฟ䛫䜛❆ཱྀ䛾࿘▱䛜ᚲせ䚹
䠄㻭䠅

䛂㝔䜔タ䛜Ỵ䛧䛶Ᏻᚰ䛷䛿䛺䛔䛃䛸䛔䛖䚸ᗁ
ᅇ䛜᭱⤊ᅇ䛸䛺䜚䜎䛩䚹᭱⤊ᅇ䛿䚸ྛᅋయ䛛䜙ᐤ䛫䜙䜜䛯ෆᐜ䜢☜ㄆ䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹 䜢ᢪ䛛䛫䛺䛔ၨⓎάື䛜ᚲせ䛰䚹䠄㻭䠅

ẐஇộỂấܼỂဃ ࠊൟἧỻὊἻἲẑ ắإԓ
ӋьᎍᾅᾃᾅӸᴿ

ɟᑍỉ૾ờ౨ኧỂẨ
ỦợạỆễụộẲẺὲ

㻞㻞㻣

ົᒁ䚷ྎ デ䜽䝸䝙䝑䜽◊✲㒊䚷㟁ヰ㻜㻞㻞㻙㻣㻞㻞㻙㻟㻤㻢㻢䚷䚷㻝

㻢䠊㆟㈨ᩱ

➨ᅇࠕྎ་⒪ㆤ㐃ᦠࡢࠖ
᪥㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ Ỉ
19㸸00㹼20㸸30
ሙ㸸ྎࢧࣥࣉࣛࢨ࣍ࢸࣝ
5㝵ࠕ࢝ࢺࣞࠖ

ḟࠉࠉ➨
㹼㛤ࡢᣵᣜ
ᮾᏛ㝔ࠉᆅᇦ་⒪㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮㛗

㟷ᮌṇᚿᵝ

ሗᥦ౪㸯ࠕᅾᏯṚஸ⋡ࠉᅜᐑᇛ┴࣭ྎᕷࡢẚ㍑ࠖ
ྎ デࢡࣜࢽࢵࢡ㝔㛗

ᕝᓥᏕ୍㑻

ሗᥦ౪㸰ࠕྎ་⒪ㆤ㐃ᦠࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢࡲࡵࠖ
ྎ デࢡࣜࢽࢵࢡ◊✲㒊 బࠎᮌࡳࡎ
㹼ࢢ࣮ࣝࣉウ㆟
ࠉࠉウ㆟ࢸ࣮࣐ࠕᥦゝࡢඃඛ㡰ࢆ⪃࠼ࡿࠖ
㹼యウ㆟
㹼㛢ࡢᣵᣜ
ྎ デࢡࣜࢽࢵࢡ㝔㛗

ᕝᓥᏕ୍㑻

ฟᖍጤဨ
ᅋయྡ


୍⯡♫ᅋἲேྎᕷ་ᖌ



ᙺ⫋ྡ
⌮

Ặྡ

ࢢ࣮ࣝࣉ

⳥ᆅࠉு

$

ᐑᇛ┴ゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㐃⤡༠㆟ 㛗

ᯇᾆࠉ༓

$



ᐑᇛ┴⪁ேಖタ㐃⤡༠㆟

⌮

୰㇂ࠉಇᙪ

$



132ἲேᐑᇛ┴ㄆ▱ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍༠㆟

㛗

ⶇ⏣ࠉ㝯Ꮚ

$



ᐑᇛ┴㝔༠

すᮧࠉ┤ဢ

$



Ꮫ㆑⤒㦂⪅

ᑠᆏࠉ

$



୍⯡♫ᅋἲேྎᕷ⸆ᖌ

ᖖົ⌮

ᑠᆏࠉᾈஅ

%



බ┈♫ᅋἲேᐑᇛ┴┳ㆤ༠

ኴⓑゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥᡤ㛗

ᒣᓮࠉ㇏Ꮚ

%



ᐑᇛ┴ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ༠

㛗

ⲡสࠉᣅ

%

 ᐑᇛ┴㝔༠

ᮾᏛ㝔ᆅᇦ་⒪㐃ᦠ㺜㺻㺞㺎
ࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ᩍᤵ

㟷ᮌࠉṇᚿ

%

 Ꮫ㆑⤒㦂⪅

ᮾᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ㅮᖌ ఀ⸨ࠉ㐨ဢ

%

 ୍⯡♫ᅋἲேྎᕷ་ᖌ

⌮

ὸࠉᏕ

&

 ୍⯡♫ᅋἲேྎṑ⛉་ᖌ

⌮

㥖ࠉఙஓ

&

 ୍⯡♫ᅋἲேྎᕷ⸆ᖌ

㛗

᳃ᕝࠉṇ

&

 ྎᕷᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮㐃⤡༠㆟ 㛗

ᢡ⭡ࠉᐇᕫᏊ

&

 ྎᕷ⪁ே⚟♴タ༠㆟

◊ಟጤဨࠉጤဨ㛗

㡲⸨ࠉᏛ

&

 ྎㆤࢧ࣮ࣅࢫࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ᖿ

ᚨ⏣ࠉᗈᏊ

&

ྎᕷ❧㝔་⒪⚟♴┦ㄯᐊ
་⒪㺝㺎㺚㺊㺷㺺㺎㺔㺎
ᮾᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉
◊✲⛉㛗࣭ᩍᤵ

࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮
ᅋయྡ

ᙺ⫋ྡ

Ặྡ

ࢢ࣮ࣝࣉ



ᐑᇛ┴ࠉಖ⚟♴㒊ࠉ་⒪ᩚഛㄢ



᭹㒊ࠉ⯟ኴ

$



ྎᕷᗣ⚟♴ᒁᗣ⚟♴㒊㞀ᐖ⪅ᨭㄢ

ㄢ㛗

ᑠ㔝ࠉᖾ

$



ᐑᇛ┴ࠉಖ⚟♴㒊ࠉ་⒪ᩚഛㄢ

ᖿ

బ⸨ࠉ㢧୍

%



ྎᕷᗣ⚟♴ᒁᗣ⚟♴㒊㞀ᐖ⪅ᨭㄢ

ᖿ

㒔ࠉᙪ

%



ྎᕷᗣ⚟♴ᒁᗣ⚟♴㒊㞀ᐖ⪅ᨭㄢ

ᐊ㛗

ᑠᯘࠉᾈᏊ

%



ྎᕷᗣ⚟♴ᒁಖ㝤㧗㱋㒊ㆤண㜵᥎㐍ᐊ

᥎㐍ಀ㛗

ᕝᮧࠉ㑳Ꮚ

&



ᐑᇛ┴ࠉಖ⚟♴㒊ࠉ㛗ᑑ♫ᨻ⟇ㄢ ௵ᰝ

ᮎỌࠉᬛᏊ

&

㻞㻞㻤

3

1

⾜ᨻ䠄ᐑᇛ┴㻔་⒪䞉ㆤ䠅䚸ྎᕷ䠄ㆤ䞉㞀ᐖ䠅

䜸䝤䝄䞊䝞䞊

ᖹᡂϮϲ䡚Ϯϳᖺᗘ
⇩ἑᆅᇦ䜢䝰䝕䝹䛻
㛵䜟䜙䛫䛶䛔䛯䛰䛟

ྎᕷ་ᖌ㻟䚸ྎṑ⛉་ᖌ㻝䚸ྎᕷ⸆ᖌ㻞䚸ᐑᇛ┴┳ㆤ༠㻝䚸ᐑᇛ┴
ゼၥ┳ㆤ䝇䝔䞊䝅䝵䞁㐃⤡༠㆟㻝䚸ᐑᇛ┴䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊༠䠍䚸ྎᕷᆅᇦໟ
ᣓᨭ䝉䞁䝍䞊㐃⤡༠㆟䠍䚸ྎᕷ⪁ே⚟♴タ༠㆟䠍䚸ᐑᇛ┴⪁ேಖ
タ㐃⤡༠㆟䠍䚸ᐑᇛ┴ㄆ▱䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮༠㆟䠍䚸ྎㆤ䝃䞊䝡䝇䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䠍䚸ᐑᇛ┴㝔༠䠏䚸Ꮫ㆑⤒㦂⪅䠎

ᵓᡂጤဨ 㻞㻜ྡ

ࠊϋỉҔၲὉʼᜱỉ˳ׇểңщẲềʙಅửਖ਼ᡶẲẆኳʕࢸờ
ዒዓỂẨỦờỉử˺ụɥậềẟẪ࣏ᙲầẝỦểᎋảẆӲ˳ׇỆԠ
ỎẦẬềᵐᵓ࠰ࡇỆႆឱẲẺ˟ẇ
ᵐᵓ࠰ࡇỊᵑׅẆᵐᵔ࠰ࡇỊᵒׅẆᵐᵕ࠰ࡇỊᵑׅ
ӳᚘᵏᵎׅỉ˟ᜭửܱẇ

˅ӨҔၲʼᜱᡲઃỉ˟

ܡנҔၲ ᛢ᫆ЎௌὉᚘဒᇌక

4

2

㻞㻞㻥

䠎䞉䠏ໟᣓ䛤䛸䛻୕ᖌ䛾䜘䛖䛺䝏䞊䝮
䜢స䛳䛶䚸⤌䜏䜢ᨭ䛘䜛䜘䛖䛺᪉
ἲ䜒ᚲせ䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄㻯䠅

䛻䛩䜛䠅

䜛ᅋయ䛰䛸ᛮ䛖䚹䠄㻯䠅䠄⨨䛵䛡䜢᫂☜

ᅾᏯ䜿䜰㐃⤡䛿䚸䛂ᆅᇦ䜿䜰㆟䛃䜢ᨭ䛘

⥅䛢䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠄㻮䠅

ື䛝䜒䛺䛔䚹ゎỴ䛧䜘䛖䛸䛔䛖ື䛝䛻

䜎䛰ྛᅋయ䛾㐃ᦠෆᐜ䛜᫂☜䛷䛿䛺䛔䚹ᅋ
యෆ䛷ㄢ㢟䜢ඹ᭷䛩䜛㐃⤡⥙䜔䛭䛾䜘䛖䛺

ྛᅋయ䛜㞟䜎䛳䛶䛷䛝䜛䛣䛸

䠄㻝㻝䠅➨㻝㻜ᅇྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㈨ᩱ

7

5

ேᮦ䛜ᐃ╔
䛩䜛䛯䜑䛾
䛚㔠䛾⿵ຓ䛃

䛂

ලయⓗ䛻䛿䚸

㻞㻟㻜

㝔䜔タ䛜Ỵ䛧䛶Ᏻᚰ䛷䛿䛺䛔
䛸䛔䛖ᗁ䛻ᑐ䛩䜛ၨⓎ䛜ᚲせ䚹

ᕷẸ䛜㻿㻻㻿䜢ฟ䛫䜛❆ཱྀ䛾࿘▱䚹

䝣䜷䞊䝬䝹䚸䜲䞁䝣䜷䞊䝬䝹㈨※䛾
୧᪉䛾ぢ䛘䜛䜢㐍䜑䛶䜋䛧䛔䚹

ᆅᇦ䛵䛟䜚㻛ᬑཬၨⓎάື䛾⥅⥆

ேᮦ⫱ᡂᨭ

8

6

ู⣬䛂⾜ᨻ䜈䛾ᥦゝ䛃䜢䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔

ྛᅋయ䛛䜙⾜ᨻ䜈䛾ᥦゝ

䜒䛳䛸ᶓ䛾䛴䛺䛜䜚䜢ᣢ䛳䛶䜒䜙
䛔䛯䛔䚹

⾜ᨻ⫋ဨ䛾㐺ṇ㓄⨨䜒⪃䛘䛶䜋
䛧䛔䚹

ศᩓ䛫䛪䚸ᆅᇦ䛻㞟⣙䛥䜜䜛䜘
䛖䛻స䛳䛶䚹

䜒䛳䛸ඖẼ䛺㧗㱋⪅䛸䛾༠ྠ䜢
ど㔝䛻ධ䜜䛶䚹

ேཱྀつᶍ䚸ᆅᇦ䛾≉ᚩ䛻ᛂ䛨䛯
㐺ṇ䛺ேဨ㓄⨨䛺䛹䜢ᢕᥱ䛧䛶
䚸ຠ⋡ⓗ䛺㐠⏝䜢ಁ䛩䝬䝛䝆䝯
䞁䝖䜢䛧䛶䜋䛧䛔䚹

ᨻ⟇❧䛻䛴䛔䛶
㻢䠊㆟㈨ᩱ

9

䛂᭱ᮇ䜎䛷䛚ᐙ䛷⏕ά䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛃䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯᪉
䛜䚸䛂䛚ᐙ䛷⏕ά䛷䛝䜛䛃䛸䛔䛖ព㆑䛾ኚ䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛜
䜰䞁䜿䞊䝖䛛䜙ぢ䛶ྲྀ䜜䜎䛧䛯䟿

ྛᅋయ䛾ⓙᵝ䛾䛤༠ຊ䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹

ᐇ㊶䠖ᕷẸ䜈䛾ᬑཬၨⓎ
➨䠍ᅇ䡚➨䠕ᅇ䜎䛷䛾㆟ෆ
ᐜ䜢ᥦゝ䛾⌮⏤䛸䛧䛶䜎䛸䜑
䛶䛔䛟䚹䠄ᐃ㔞䞉ᐃᛶⓗゎᯒ䜢
䛥䜙䛻䛩䛩䜑䚸䜎䛸䜑䛻䝥䝷䝇
䛧䛶䛔䛟䠅

ᐇ㊶䛸䛧䛶⾜䛳䛯䛂⇩ἑᆅᇦ
ໟᣓᨭ䝉䞁䝍䞊䛃䛸䛾◊ಟ
䜔ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮䛾䜰䞁
䜿䞊䝖䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚸ᕷẸ䛾
ព㆑䛾ኚ䜢䜎䛸䜑䜛䚹

䜎䛸䜑䛻ྥ䛡䛶䠄ᚋ䛾ணᐃ䠅

ⓙ䛥䜣䛾Ⓨゝ䛛䜙ලయⓗ䛺ᥦゝ䛻⤖䜃䛡䛶䛔䛝䛯䛔䚹

䜘䜚䚸ලయⓗ䛺ィ⏬䛸ᐇ㊶䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹

10

䠄㻝㻝䠅➨㻝㻜ᅇྎ་⒪ㆤ㐃ᦠ䛾㈨ᩱ

㻞㻟㻝

6．会議資料
各団体から行政への提言
団体名

1.課題をご記入ください

2.課題に対しての解決策をご記入ください 3.行政への提言についてご記入ください

多種職連携については、地域に
在宅医療に関心のない医師が多いよう
よって温度差が感じられます。計
仙台
研修会等を通して啓発を行ってい
です。（ビル診療所が多くなったため
1 市医
画が先行していると感じます。計
か、通院不可能になった時点で往診専 く
師会
画倒れのないようコーディネーター
門クリニックに依頼してしまう？）
の養成をお願いします。
「かかりつけ歯科」を持って定期健
診に通うなど、健康時から在宅看
在宅療養になると歯や口に関して無関
高齢者まで切れ目ない歯科節目
取りまでお口の健康に関心を持っ
心になりがち。
検診を実施する。
てもらうように市民や受診患者へ
啓蒙する。
在宅やリハ施設などへ移る際に交
自宅や施設で歯科医療が受けられるこ
訪問歯科診療を地道に啓蒙する。 付する「在宅療養手帳」を作り情報
とを知らない。
の提供と共有化を図る。
病院から在宅に移る時に口腔状況が
チェックされていないことが多い。
仙台
歯科
2
医師 ケア会議の情報が少ない。
会
地域包括センターの存在、役割、利用
方法を知らない。

介護サービス利用者を増やし、介
病院での退院時に歯科的なアセス
護関係人材を育て増やすための
メントやカンファレンスを実施する
予算をつける。
地域包括センターの利用方法など
市民、各団体へ周知する。
各職種間でお互いの職務内容を
把握し、意見交換を行う。

歯科の管理が介護保険で受けられるこ
とを知らない（介護保険の居宅療養管
理指導費は要介護状態区分により給 パンフレットの配布。
付限度枠には含まれないことが周知さ
れていない）
介護サービスを利用できるが諸事情で
利用していない療養者がいる（費用の
個人負担増）
①行政にはできるだけ細かな単位
（包括支援センター毎）での環境づ
くりができるよう、その地域に出向
き、情報交換の場、話し合いの場
の企画運営の補助、支援をお願い
したい。

これまで、手探りしながらも各職種間
の連携は徐々に深まっている。しかし
まだその関係は薄い。

人員の不足が医療にも介護にも蔓延し
仙台 ていてなかなか進みにくく、新しい事に
市薬 着手するような余裕はない
多くの意見交換の場、事例検討を
3
剤師
行う。
会

② なるべくお互いが簡易に出来る
連携(来局者の介護未介入事例に
対する地域包括やケアマネへの紹
介)を後押しするような流れを作っ
てほしい。
③薬局と地域包括の方との顔合
わせ会を薬剤師会では一度開催
したが、行政として地域単位で進
めていってもらえるような流れが欲
しい。相互に気軽に電話出来るよ
うな顔の見える環境となれば早期
介入により、ひどくなる前に全体の
保険使用金額を抑制できる方向に
しやすくなっていくと考える。

232

（11）第10回仙台医療介護連携の会資料
団体名

宮城
県看
4
護協
会

1.課題をご記入ください

2.課題に対しての解決策をご記入ください 3.行政への提言についてご記入ください

①地域包括支援センターの強化を
図る
連携を考える時、大事な事は連携し合 ・必要な予算措置による人材、人
う者同志が、同じ目標に向かい情報を 員の確保
共有し、対象者に対し必要な医療や介 ・行政支援
護がタイムリーに行き渡る、届く事に尽 ②多職種連携の推進
きると思います。このような考えを前提
・同職種間での地域包括ケアに
に、円滑な連携を考えた時、どの職種
対する役割の理解
も人材不足で、忙し過ぎるということが
大きくあると思います。特に地域包括ケ ・地域包括支援センターのテリト
アの中核を担う地域包括支援センター リー内での地域ケア会議等を通し
の強化が課題と思います。又、多職種 顔の見える関係作りの構築
それぞれが共通認識を持ちえない現
状を打開していくことも大きな課題と思 ・１人１人のケースを通し、関係
者が集まり情報共有を図り、それ
います。
ぞれが実践した事を報告し合い、
また次の取り組みとしていく事を積
み重ねていく

宮城県地域包括ケア推進協議会
における、地域包括ケア体制構築
に向けたアクションプラン推進への
支援

多様化する利用者に安心して訪問
①利用者は医療ニーズの高い要介護
看護を利用して頂けるように看護
者、がん患者、認知症の人、重度の障
の質向上のために、様々な研修
害を持つ小児の患者など多様化してい
会、情報交換会等を企画運営して
る。
いる。

地域包括ケアシステムの中核が
訪問看護といわれているが、訪問
看護についての啓蒙を県を挙げて
支援していただき、宮城県民が地
域で安心して暮らし続けられるよう
な地域包括ケアシステムつくりの
一助を担いたいと考える。

宮城
県訪
問看
護ス ②ステーション数は増加しているが看
5 テー 護の質が均一化されていない。
ショ
ン連
絡協
議会 ③小規模事業所が多く24時間365日の
サービス提供体制を整備することが難
しいステーションが多い。

訪問看護師人材確保のための支
県内の地区毎で多職種との連携 援を宮城県として協力頂きたい。
強化のために交流会・研修会を開 また人材育成のためのプログラム
催し情報共有し連携する。
作成に当たり資金の援助があると
活動しやすいと考える。
宮城県看護協会や行政等と連携
し、訪問看護師人材確保、育成に
関わる。また、人材育成のための
教育システムを確立していく。

④訪問看護師の人材不足、確保困難、
育成ができていない。
⑤多職種との連携が不十分。
医療と介護連携を円滑にするため
にも、国が進める地域の医療・介
護関係者・地域包括支援センター 縦割の行政の枠を見直し、制度の
認知症についてちゃんと診断してくれる
等から相談を受け付ける在宅医療 つながりを一連化できるような、仕
地域の医師が必要。
と介護の連携の相談窓口となる在 組みづくりの取組みを望みたい
宅医療・介護連携支援センター
地域
（仮称）の早期設置が必要
包括
支援
医療と介護連携を円滑にするため
セン
にも、国が進める地域の医療・介
6
ター
護関係者・地域包括支援センター
連絡 認知症専門医とサポート医の連携が十
等から相談を受け付ける在宅医療
医師会等の関係団体に働きかけ
協議 分ではないと感じることがある。
と介護の連携の相談窓口となる在
会
宅医療・介護連携支援センター
（仮称）の早期設置が必要と考え
ます
認知症専門医と他科の医師との連携
がうまくいかない時がある。

医療機関関係者との交流の機会、 医療と介護の連携の必要性を周
顔が見える関係
知
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6．会議資料
団体名

1.課題をご記入ください

2.課題に対しての解決策をご記入ください 3.行政への提言についてご記入ください

病院によって窓口が違うので、連絡を
した際に戸惑う。また、在宅や施設入
所となった場合、次の行く先が決まるま
理解しあえる機会、勉強会
でかかわってくれる病院もあれば、ケア
マネ・包括に丸投げされるケースもあ
る。

医療介護連携推進課など部署を
設置する

明らかに要介護状態のときは、居宅の
ケアマネージャーに対応を依頼してほ お互いの顔の見える関係づくり
しい。

認知症に関するサポート体制づく
り

明らかに家族が対応すべき内容をケア
マネージャー・包括側に対応を求めな
必要な人員を設置。配置に関して
スムーズに情報共有ができるシス
いで欲しい。病院側とケアマネー
各法人に丸投げせずに、相談でき
テム作り
ジャー・包括側との役割分担をしっかり
る体制を作る
していきたい。
明後日退院するので、今日来てほし
い。先生と会えるのが明日の○時しか
ないので、この時間にあわせて来て欲
お互いの役割をしっかりと理解し 単に人員を配置するのではなく、
しいなどの急な調整。また、約束した時
つつ、役割分担していける体制づ 新たな仕組み等に動ける人材育
間に訪問しても、医師の都合とのことで
くり
成のシステムを検討
長い時間待つこともある。こちらにも訪
問等の都合があるので、柔軟な対応が
出来るようにして欲しい。
多くの地域包括支援センターが関係機
関との連携が課題と考えており、関係
地域 機関の中でも特に医療機関との連携 地域で相談できる医師がいる
包括 が円滑に進んでいない現状がある。

支援
セン
6
ター
連絡
協議
会

急性期の病院の方に、介護につい
連携がとれる医療機関と、とれない医
て理解等を含め連携のとれる体制
療機関との格差がある。
づくりに取り組む
介護保険制度を今、まだ勉強していな かかりつけ医、薬局、介護（特にケ
いお医者さんがいる→ケアマネ来院拒 アマネジャー）との連携しやすい体
否等がある。
制づくりに取り組む
医療機関の介護予防に対する意
同じ病院でも病棟や外来科によって対
識を高め、地域との関係づくりを進
応が全然違う。
めてほしい。
医療ソーシャルワーカーが上から目線
で包括やケアマネを簡単に呼びつける
→介護保険のことや、在宅の調整、全
て丸投げしてくる。
老衰についての医師と家族の捉え方
に格差があり、うめられない。死を受け
入れられない家族に対し、それに沿っ
た支援が出来ない医師→包括に苦情
としてあがる。
入院後、退院されるまでの期間が短く
介護環境を整える（介護認定も含め）
前に退院となるケースも多く急な介護
サービスの調整等が必要となる相談が
増えている。
受診・服薬等の指示通り出来ていない
ケースもあり、介護サービスのみでは
対応できない現状がある。
医療関係機関の地域団体との連携意
識が薄い。
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数か所の日常圏域に１名程度、医
療・介護についてスーパーヴァイ
スを行える医師等の配置

（11）第10回仙台医療介護連携の会資料
団体名

1.課題をご記入ください

国の進めている「地域包括ケアシステ
ム」は、現状のところ検討会議と研修会
が大半で、なかなか介護現場での活動
が現れてきていません。特に連携に重
要な「医療と介護の連携」は希薄なま
まです。

主治医は、自身の患者がどんな介護
サービスを受けているかを知らず、圏
域の地域ネットワーク会議等に出席す
る医師は僅か、医師会主催の認知症
研修を受けた200名程医師は、その名
簿も公表されず、医療無き介護が横行
しております。介護保険サービスを利
用するには、必ず主治医のアドバイス
が必要なのですが、これが全く生きて
いません。多くの医師は介護制度の理
解が不十分で、誰がケアマネか、自分
の患者が、どんな介護サービスを受け
ているかを知りません。当然、ケアカン
ファレンスには参加していません。個別
の病気は診るが、全人格としての患者
宮城 は診ない。治療には興味が有るが、社
県ケ 会的背景は避けて通っています。
アマ
7 ネ
ジャ
ー協
会

一方、ケアマネは、医療情報を正確に
把握せずにアセスメントを行い、医療面
での問題点がケアプランに反映されな
い。主治医との面識が殆どなく、意見
書等はもらうが、ケアプランは送らな
い。結局、ニーズではなくデマンドで終
わっています。
患者である利用者は、適切な介護認
定、安全で適切なサービスを受けず、
サービスの不足と過剰が生じている 。
医療を含めた包括的なアセスメントとリ
スク管理がなされず危険な状態にい
る。結局、サービス利用による成果を、
正確に評価されないために、課題は解
決されず、何時まで経っても課題は解
決されていません。

2.課題に対しての解決策をご記入ください 3.行政への提言についてご記入ください

今求められている、そしてなすべき
事の第一は、医療と介護の連携強
化です。これは、高齢者のみなら
ず、地域で暮らす妊婦、乳幼児、
学童、母子家庭父子家庭、障害者
等全ての社会的弱者への多業種
連携による地域支援の中核をなす
ものと考えます。多業種連携のた
めに各地域や職域においてなす
べきこととして、以下のプロセスが
必要と考えます。
第一には、地域の情報収集が必
要であり、これは施設や団体など
のハード面だけではなく、地域で
の様々な活動や人的交流等のソ
フト面での情報が重要となります。
第二に、地域で活動する、あるい
は在住する医療介護資格者は、
地域ネットワーク会議等の連携会
議に積極的に参加し、地域団体
（連合町内会、社協、日赤、体協
等）と繋がりを持つこと。そして、町
内の「一住民」としてだけではなく、
町内の「社会資源」となり、専門性
や個人としての特性を生かした助
言や協力を包括支援センター等に
行えるようにする。

第三には、これらに携わる人達の
目的の共有が必要で、前述の情
報を基に、地域の現状と将来に対
して、何のために、今、なすべきこ
と、今後、備えるべき事を認識する
必要があります。第四に、地域の
介護現場において、多業種連携を
有機的なシステムとして発動させ
る。
連携の基本は、施設や制度ではな
く、人と人との繋がりが基本だと考
えます。そのためには、其々の地
域で、その地域にあった多業種連
携を推し進める必要があります。
第五に、一番重要な事は、個別対
応を基本とし、全人格的支援を行
うこと。その積み重ねが、その地域
の支援体制構築に繋がると考えま
す。
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医療と介護が包括的に提供できる
体制を構築するには、以上のよう
なアプローチを経て、既存の地域
活動を軸に、地域支援を行う必要
がと考えます。実現すれば、地域
が一つの医療介護機能を有する
バーチャルな施設となり、本質的
な地域包括ケアが実現します。
（医師会長が「仙台市病院」という
療養機能を有するバーチャルな病
院の「院長」となり、各区は一つの
病棟、地域の医師は主治医と同時
時に専門性を生かした各科の医
長を務め、チーム医療を主軸とし
た24時間、365日診療できる、医療
介護の「不夜城」となります。また、
その仮想病院には優秀な事務部
門が必要で、事務長を仙台市長が
勤め、各病棟事務は、保健所長が
担い、包括支援ｾﾝﾀｰには、各々
市職員が専属で連携業務等を行
える体制が望まれます。）現在、医
療と介護の連携において広まりつ
つある具体的手段としては、入退
院時の互いの医療介護情報の提
供と、入院中や退院後に行われる
カンファランスがあります。いくつ
かの病院では、積極的にこれらの
連携を行い、より質の高い在宅介
護が行われています。他県では既
に行政と医師会が協力し、この連
携を進め、包括ケアシステムの土
台を支えています。仙台は総合病
院が多く、多くの施設がこの連携
を行うようになると、より強固なシ
ステムとなると考えます。
その他に、１．各包括支援センター
に、連携の主任となる医師と、退
職し地元で暮らす県市区職員を行
政とのコーディネーターを配置す
る。２．各職域団体へのネゴシエー
ションを行い、地域における連携
の中核の担い手を作る。３．未だ
「地域包括ケアシステム」への関
与の少ない、弁護士、行政書士、
会計士・税理士、ファイナンシャル
プランナー等の職域も参加できる
ようにする。４．地域出身の国会議
員、県議会議員、市議会議員の協
力を得る。５．医療看護介護に関
係する教育機関の協力を構築す
る。等も、今後の連携構築には有
用と考えます。また、地域における
多業種連携の構築の為に、その
職責にある行政の担当者は、積極
的に各職域団体や各地域の会議
に赴き、直に情報を伝え、その地
域における問題点を共有し、地域
支援を行う必要があると考えま
す。

6．会議資料
団体名

仙台
市老
人福
8
祉施
設協
議会

1.課題をご記入ください

2.課題に対しての解決策をご記入ください 3.行政への提言についてご記入ください

①これからの地域包括ケアシステ
①福祉施設の人材確保に関して、
①これからの地域包括ケアシステム
ム構築の為に、介護施設の人材
福祉系の専門学校は勿論のこと、
の、社会資源となる施設整備が、介護
確保は勿論のこと、地域の団体と
介護の魅力を中高生に知ってもら
職等の人材不足で整備が困難となって
の連携が必須なので、各団体と協
う。各団体と連携して、キャンペー
おり、開設できない状況にある。
力・連携できる体制づくりの支援を
ンの開催や学校訪問等を行う。
お願いしたい。
②地域包括支援センターの、三職
②これからの地域は、マネジメント機能
②ケアマネジメントを行っている、
種及び、生活支援コーディネー
が最大発揮されるべきである。地域包
施設・居宅ケアマネージャーの資
ターの研修会は、仙台市としても
括ケアシステムの必要となる地域包括
質の向上においては、地域包括ケ
多く開催されている。しかし、施設・
アシステムの研修会や総合事業
支援センターの三職種及び、施設と居
居宅・予防に携わるケアマネー
に移行する経過等、制度をタイム
宅ケアマネージャーの資質の向上のた
ジャーの研修会が少ないので、資
めの研修会を多く設け、地域の課題と
リーに理解できる研修会等の実施
質向上のための研修会の開催を
向き合うことが必要である。
をお願いしたい。
お願いしたい。
③地域は団体ごとに活動しており、横
のつながりが薄い。高齢者が住み慣れ
た地域で安心して暮らすためには、自 ③地域の団体ごとの組織や業務
③地域や各団体から上がった声
助はもちろんのこと、互助が大きな役 についての相互理解のために、
（課題）が、速やかに実行されるよ
「顔」がみえる関係や集う「場」作り
割を果たすことになる。そのために
うにマネジメントして頂きたい。
も、、地域は団体ごと連携を図り介護 を行う。
予防と生活支援に力を入れて頂きた
い。
④地域包括ケアシステムにおいて、
「医療と介護の連携」と言われている
が、お互いの職種についての理解がな
い。
⑤医療機関から介護サービスへ、ま
た、その逆に介護サービスから医療機
関へつなぐ際、使用する共通の情報提
供書、共有できるものがあると良い。現
在はそれぞれ独自の様式で情報提供
を行っているが、医療と介護それぞれ
の立場で必要な情報がある。共通の様
式を作成することで、情報不足が解消
され円滑な連携が図れるのではない
か。

行政が地域包括システムの中で
機能的に老健の持つ能力を適正
に評価し、老健には医療と介護が
宮城
現実的には地域包括システムの中で 必要な介護度が高い人を入所さ
県老
老健の役割が明確ではない。特に老 せ、特養には本来持っている終の
人保
健と特養の役割が明確に区別されてお 住みかとしての機能を十分に発揮
9 健施
らず、むしろ組織的、機能的な能力の させる事が重要である。特養の入
設連
点からは老健がシステムの中で中心に 居条件として介護度３以上という
絡協
なるべきである。
のは特養の機能として無理な条件
議会
である。現状では老健から自宅で
はなく、老健から特養に移動して
いるのが現状である。
院外との連携・・医療ソーシャルワー
カーが院内での退院支援を行う事に主
眼が置かれている。地域での課題に協
働して取り組むべき職種であるにも関
仙台 わらず、地域に出る機会を失っている。
在宅医療・介護連携センターの活
市立
用とフォローアップ体制の確立・・
病院
各職能団体の協力の下（各団体
10 医療
地域への啓発・・住民の皆さんが興味 の方がアドバイザーとして参加）、
福祉 ある分野ではあるが、十分な認識が得
課題となった事を職能団体が協働
相談 られていない。
して解決策を提案していく。
室
顔の見える関係の成果の活用・・連携
の会やその他の連絡協議会・ケア会議
などの機会があるものの、関係性を活
かしきれていない。

介護、医療が必要な高齢者が、施
設か在宅かを選択する時、それら
の適切な機能と能力を評価してど
の施設が適正か、または在宅が可
能かを判断する適正な指標を示す
べきである。ほとんどの家族が特
養に入所させようとしている現状
の分析が必要である。現状の介護
士不足の状態から見ると、施設認
可があまりにも安易になされてい
るんではないかと疑問に思う。
予算提案（厚労省）・・・もう予算が
付いているかもしれませんが（例
えば・・）在宅医療・介護連携支援
センターと医師会・看護協会など
職能団体との協定を結び、アドバ
イザーとしての予算を取ってもら
う。入退院は避けられない事実な
ので、在宅支援の５年後・１０年後
を見据えたシステム作り。仙台方
式（生活圏域ごとの支援体制）ｙ宮
城方式（地域課題特化型）の確
立。
制度新設
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（11）第10回仙台医療介護連携の会資料
団体名

1.課題をご記入ください

2.課題に対しての解決策をご記入ください 3.行政への提言についてご記入ください

①重度化、終末期で福祉用具が必要
になってもGHは単一サービスとみなさ
れ10割負担になっている。
NPO
法人
宮城
県認
知症
11 グ
ルー
プ
ホー
ム協
議会

東北
大学
病院
地域
12
医療
連携
セン
ター

②訪問看護が1ヶ月に2週間しか利用
できないという限定になっている。以上
グループホームで看取りまで希望する
本人や家族が多く、役割が求められて
いるが上記2つが課題になっている。

病院内では、職員に対する患者の暴
言・暴力やパワーハラスメント、セク
シャルハラスメントが増加しており、在
宅でも同様の傾向であると考える。トラ
ブルを抱える利用者宅に職員が１人で
訪問することは職員を危険にさらし、訴
訟問題にも発展しかねない。看護師確
保のために新卒看護師が参入すること
を考えると、高齢とはいえ男性の独居
宅に１人で訪問することはリスクが高
い。現状では訪問人数が増えると患者
の費用負担が増加することもあり、この
ままでは２人体制への移行は進まな
い。

①福祉用具1割（2割対象者も有
り）負担で利用できるようにして欲
しい。

点滴の輸液交換など家族にお願
いしているが難しい。
②訪看は期間限定利用ではなく、
ニーズ（必要な時に必要な分）に
合わせて利用が可能になるように
して欲しい。

病院看護ではリスク管理と質向上
を目的に２人１組のパートナーシッ
プを取った看護体制が広がりつつ
ある。看護師２名体制の訪問が理
想ではあるが、人員確保が難しい
現状ではヘルパーやＰＴとの同時
訪問を検討していただきたい。
せっかく入職した訪問看護師の離
職防止のためにも２名体制の訪問
ができることを希望する。
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訪問看護・訪問介護を２名体制で
行えることを人件費等の費用面で
も支援し、同時に利用者負担が増
加しない診療報酬上の改定をお願
いしたい。
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