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(1) 委員長挨拶 

・これまでの地域包括ケアシステムの構築に向けた流れの中で、東名古屋医師会医療介護総合研

究センター（愛称、やまびこ）においての推進組織の一つとして、この委員会が位置付けられ

ることになります。これからこれらの事業を進めていくにあたって、在宅医療に対する体制構

築に向かってご協力をお願いします。 

・司会進行をＡ委員にお願いします。 

 



（Ａ委員） 

・この会議の名称ですが、「在宅療養支援診療所連携委員会」から「在宅療養支援医療機関連携

委員会」に変更を考えています。今後、日進おりど病院や愛知国際病院等の地域包括病床〜病

棟がある病院の代表者にも参加していただく予定です。 

・12 月 18 日（月）開催の「同委員会世話人会」で審議した項目について、問題点等をピックア

ップしております。また参考になる資料も添付しております。ピックアップした議題以外でも

疑問や意見がありましたら追加をお願いします。 

 

 

(1) 議題 

①在宅患者の急変時における、主治医と消防・警察との連携(取り決め)の必要性 について 

 

＜参考資料:日本医事新報 Vo.4886 -2017.7.29- 日本在宅救急研究会＞ 

→第 1回シンポに医療従事者 300 人が参加−在宅患者の緊急度判定マニュアルなど作成を目指す 

→「在宅と救急は対立構造ではない」〜在宅医の立場からは、医師の間に看取り関連の法律への

無理解があると指摘。「在宅で診ていた患者が搬送され、病院に死亡到着となったが病院は警

察に連絡。病院医師が『24 時間以内に診ていないので死亡診断書を書けない』としたため、

霊安室に往診して死体検案書を書いた」との体験を語り、「在宅医、救急医、警察の横の連携

が必要だ」と訴えた。 

 

→電子＠連絡帳を消防署に設置して、高齢者(独居・高齢夫婦)の登録をする。 

→尾張東部医療圏内に主治医(かかりつけ医)がいれば、必ずメンバーに加える 。 

(愛知医大・保健衛生大学・陶生病院等は地域医療連携室をメンバーに?) 

→実際のサイトへ、どこまでに情報を掲示するか?〜また、どのようなステップで運営するか?〜

模擬患者セッティングにて、模擬訓練も必要か? 

→「死体検案事例」の中から、検案に至った事例検討から、「どうしたら検案事例の減少に繋が

るか、どうしたら検案を避け得たか」を協議する必要がある。 

 

事例：訪問診療していた患者さんが急変して、家族が救急車を呼び、病院に到着した時点で CPA

状態となっていた。よって、救急担当医は「 24 時間以内に診療していないので、警察に連絡

して、霊安室で死体検案書を書いた」という。 

→もし、主治医である訪問診療医が、救急担当医から連絡を受けて、搬入先の病院にかけつけ、

「異状死ではない」と判断した場合、その医師によって、「死亡診断書」を書くことができ



る・・・・保険医協会打診後の返信による。 

 

・電子＠連絡帳を使う場合には、常に新しい情報に更新する必要〜手間がある。 

・電子＠連絡帳を消防や救急病院が利用する場合、一目で見てわかるような救急隊等が利用しや

すいシステムにする必要もあるのではないか。 

・救急病院に「かかりつけ医」の連絡先が登録されていて「かかりつけ医」に連絡を取れる状況

が増えれば、書類の作成が可能にはならないか。 

 

＜参考１：担当ケアマネジャー・地域包括支援センター担当者のお知らせ（瀬戸旭医師会）＞ 

→[使用目的]在宅医療・在宅介護の連携を図る 

→[使用方法] ケアマネジャーや地域包括支援センター職員が、利用者を担当してから原則 1週

間以内に主治医に知らせる 

・できれば各自治体で進めてもらいたい。 

・これがあれば、消防がケアマネジャーに連絡がつくと「かかりつけ医」がわかる。 

 

＜参考資料：<<救急医療情報キット>>とは？（奈良県桜井市）＞（命のカプセル） 

→高齢者や障害者などの安全・安心を確保することを目的に「かかりつけ医」「薬剤情報提供書

（写）」「持病」などの医療情報や「診察券（写）」「健康保険証（写）」などの情報を専用の容

器に入れ、自宅に保管しておくことで、万一の救急時に備えるもの〜迅速な救命活動を行うシ

ステム 

・筒状の救急医療情報キットに情報入れて、例えば冷蔵庫などに入れておいて、救急キットがあ

ることを示すシールを冷蔵庫などに貼っておく。救急時に救急隊が利用する。 

・この資料〜「救急医療情報キット」は桜井市が無料配布している。 

・このようなキットは一括して行政が配布する？ 

・こまめな更新が難しい？ 

・基本的には本人〜家族が記載することになっているが、記載はケアマネジャーがするべき？ 

 

 

(2) 連携医療機関での看取りのケースにおいて、「看取り件数」を本来の「かかりつけ医(訪問診

療担当医)」の看取り件数に加えていいのではないか? 

→中医協の検討で、「医療機関を含む医療関係者等が連携して患者が希望していた看取りを患者

が入院した病院などで行なった場合も、入院するまでの間該当患者に対して訪問診療を行な

っていた医療機関の看取りの実績とする」との最終的な答申が出ていたので、たぶん変更され



る。 

 

 

(3) 在宅における管理料(例:在宅酸素療法指導管理料)の算定要件クリアのために、カルテに指

導内容を毎月記載しているか？(適正な注意及び指導、注意点、緊急時の処置等) 

→管理料というのは点数が高いので、非常に目につきやすい。カットされると大きな損失になる。 

→人工呼吸器や気管切開など様々な管理料がありますが、必ずカルテに記載するという習慣を

つけましょう。 

 

 

(4) 地域包括ケアの今後の方向性について  

→「在宅医+急性期病院+ケアマネ」のパターンから、「在宅医+急性期病院+地域包括ケア病棟+介

護医療院+サ高住+有料老人ホーム+小規模多機能施設+在宅療養支援病院+ケアマネ」のパター

ンもありや？と想定する。 

→地域それぞれの特性に対応して、どのように上記組み合わせを模索するか？ 

→よって、当医師会管内の 3 市 1 町の各自治体における実情にマッチした地域ケア会議が必要

ではないか？ 

 

＜参考資料：日本医事新報 N0.4888 -2017.12.30-[質疑応答：臨床一般/法律・雑件]＞ 

→日本人高齢者の最期の場はどこか？日本人の死亡場所の割合は？ 

→人口動態調査では、死亡場所は６つに整理。すなわち「病院」「診療所」「介護老人保健施設」

「助産所」「老人ホーム」そして「自宅」。「老人ホーム」には養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームが含まれる。また「自宅」には、自分の家の他に、

グループホームやサービス付き高齢者向け住宅が含まれる。 

→80 歳以上の死亡者のうち、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅を含めた「自宅」

で死亡したのは、10 人に 1人というのが現状。 

→主な死因別に見た死亡場所の状況は、「肺炎」については「病院、診療所、介護保険施設」を

合わせた「医療施設」での死亡者割合が９割を超える。一方で「心疾患（高血圧性を除く）」

は、自宅での死亡割合が 17.2％と主要死因別の中では高い。 

→病院で死亡した高齢者が入院に至る経緯については、①経口摂取不良や体力の低下〜肺炎な

どの衰弱、②家族の心理的負担・介護力の不足、③病院での看取りの希望や長期入所が可能で

あること、の３つに分類され、社会的な事情によるものの影響は少なくない。また最期は病院

が安心だという考え方もある。 



→80 歳以上高齢者の死亡場所は、高齢者本人の医療的ニーズだけでなく、介護者や家族の事情

も影響している。 

 

（Ｂ委員） 

＜診診連携について＞ 

→看取りの共同システムが名古屋で作られようとして名古屋市医師会が動いている。 

→看取りには死亡診断・書類作成で淡々と事を進めれば良いがそれでも初対面の所に行く為に

何らかのトラブルを回避するために進んでいない。まして生きている体調不良患者の所に対

しての往診は責任問題を回避して殆どの開業医が拒否を示している現実もある。 

→医師に仕事としての看取りも重要なポイントとは思うが本来の医師の仕事は生きている人に

対しての医療の提供と考え、訪問診療も本来はそうあるべきであるが種々理由で躊躇する医

師も少なくは無いと考える。 

→患者目線で考えるとかかりつけ医と終日連絡取れる体制を作る事による安心は測りしれない

ものと容易に考えられるが医療提供側目線では off time を取ることが出来なくなり個人対応

では現実問題無理が有る。 

→福祉の町をうたっている長久手の医療提供に隙間ない医療提供システムを構築することを検

討したい。 

→現在の外来担当医が抱え込むこと無く、逆に訪問医が患者を取ることの無い様なシステムを

構築する。つまり外来担当医・在宅担当医のシステムを構築する。 

（イメージ） 

→病院では外来患者に対して外来担当医が全てで入院担当医が行うことは無い。しかし、外来担

当医は入院させた後も何らかの形で時々は病棟に出向いて患者の所に顔を出し状態確認した

り力ンファやカルテ等で患者の情報を抽出すると思われる。 

→現在の流行りの言葉でいう所の“主治医”“副主治医”をそのまま“外来担当医”“在宅担当

医”に置き換えて生存全期間通して外来担当医は患者をフォローすることが可能で、体調不良

等による通院困難時には外来担当医自らが全てをカバーできない為に意に沿わないながら止

むなく入院させ、患者本人及び家族が希望しない転機になることを避けることが出来る可能

性が有る。 

→在宅担当医は患者が適度に紹介されるが体調改善し外来通院可能になった場合には訪問診療

を中止し外来担当医に戻すことにより患者が溜まること無く over work になる事を回避でき

る。 

（イメージ） 

→糖尿病〜肺気腫でインスリン使用中の在宅酸素療法が導入されている患者、“肺炎”で抗生剤



療法が連日必要と考えるが患者は入院を拒否している。抗生剤 1日 2 回 DIV 行うとした時  

→かかりつけ医か訪問診療を行っている所に電話連絡。 

→“肺炎で訪問診療を宜しく”⇒紹介先(在宅担当医)が出来るだけ同日より対応。 

→同日夜より在宅担当医が在宅担当としてかかりつけ医(外来担当)の初期治療方針に準じて対

応する。(必要に応じて訪問看護の手配も行う) 

⇒数日で状態改善したら訪問診療を中止。 

⇒当初の治療方針で改善しないなら訪問診療医が外来担当医と協議して患者側の希望を考慮し

今後の治療方針を決める。 

→訪問診療が行われている間も外来担当医は可能であれば週 1 回程度でも良いので患者側に電

話あるいは訪問し患者と繋がっていることを示す。 

→状態改善しても訪問診療を希望された場合は外来担当医の診療も継続しながらの訪問診療な

ら可とする。(このシステムでは外来担当医が主で、訪問診療医は副であることを根幹とする) 

（コスト） 

→かかりつけ医が算定していた加算は外来担当医が可能な限り算定を継続し、在宅担当医は訪

問診療費及び在宅管理加算関連ときちんとすみ分ける。 

→在宅担当医は在宅療養の対応の主をなすが、外来担当医は在宅担当医の求めに応じてのカバ

ーすることを心がける(前もっての予定に対しては協議して結論を出す) 

→看取りの多くは在宅担当者が行うことが多くなるが外来担当医が看取り要件を満たしたいと

希望した場合、在宅担当医は外来担当医の希望をかなえられるように調節する。 

→情報の共有は夢ネットを使うことでクリア一。 

→月 1のカンファは医師会で集まった時に短時間で行う事が出来る。 

→東名病院に在宅療養支援病院になってもらえれば 8 診療所が“病床あり”の強化型在宅療養

支援診療所になることが可能。 

→内科・外科以外の先生方もこのシステムを使うことが可能でより在宅に介入しやすくなる。 

 

（Ａ委員） 

・名大の水野先生がよく言われている「地域が病院ですよ」というのが、これからの在宅医療の

考え方です。患者さんにとって地域全体が病院にならなければなりません。病院には耳鼻科も

あれば眼科もあり内科も外科もある。地域の中にも当然様々な科がある。外来担当医と在宅担

当医は、地域が病院であるという考え方ならば、病院での病棟担当が在宅担当医で、その他の

担当が外来担当医という形になると思います。 

（委員長） 

・患者さんの家族や連携医師との信頼関係がないと難しい面もあると思います。一般的に考えて



どうなのでしょうか。 

（Ａ委員） 

・キーワードとして家族の方が「入院させたくない」というのがあくまでも前提となります。そ

うでなければ入院して加療しても構わないと思います。 

（Ｂ委員） 

・「かかりつけ医」との連携がないと患者さんから offer があっても訪問診療医は行きにくいで

す。横の関係があって連携ができていると、とりあえず患者さんをまず診察に行って、そして

「かかりつけ医」に報告〜連絡〜相談ができると思います。 

（Ａ委員） 

・各地域によって状況は違うと思います。また全てのケースに対応できるかどうかは難しいです

が、連携という方法の一つのあり方として興味深い提案だと思います。 

 

 

(5) 電子連絡帳のサーバー変更の可能性について 

＜資料：新電子＠連絡帳への移行について（名大及び地域の動向等）＞ 

  (CTC→IIJ) 

・尾張東部医療圏は６市町に５つのネットワークが稼働しており、相互利用のための合意書を締

結していることから、各ネットワークを同時に移行〜稼働する必要がある。 

・名大の動向等から早期の移行が望まれるが、IIJ 社の当地域における体制〜作業スケジュール

等を考慮して、平成 31 年 4 月に新サーバーでの提供開始を目指す。 

 

 

(6)「訪問リハビリ」と「訪問マッサージ」の使い分けについて 

（Ａ委員） 

・原則として「訪問マッサージ」は医療保険からで、「訪問リハビリ」は介護保険からになりま

すが、皆さんはどのように使い分けていますか？ 

・回復する可能性がある場合には OT,PT による「訪問リハビリ」で、予防〜これ以上進行しない

というような程度ならば「訪問マッサージ」かなと、漠然と考えていますが、どうですか？ 

・ケアマネジャーは介護保険のサービスではない「訪問マッサージ」をやたら勧めますが（介護

保険の点数が増えないので）、その場合主治医は「訪問マッサージ」の同意書を書くことにな

ります。しかしながら基金等から「訪問マッサージ」の必要性についてコメントを求められる

場合が多々見られるようです。 

 



・「訪問リハビリ」は可能な施設や人員(OT,PT)が少ない。 

・「訪問リハビリ」を訪問看護師がやっている場合もある。 

・入所している施設等があんま関係の事業所と契約していたりすると、「訪問マッサージ」ばか

りになってしまう。 

 

＜参考資料：日本医事新報 No.4890 -2018.1.13- [ NEWS DIGEST ] 12 月 27 日＞ 

→あはき療養費で医師の同意書の様式変更を論議【厚労省専門委員会】 

→あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう（あはき）療養費に受領委任払制度を導入する際の不正

対策を検討している社会保障審議会医療保険部会の「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療

養費検討専門委員会」は、医師が記載する同意書の様式について議論した。日医の委員は詳細

な様式への変更を支持した。 

→あはきに受領委任払制度を実施する方針は同委員会が昨年 3 月にまとめた報告書に盛り込ま

れており、18 年度中に不正対策と併せて導入する方向で検討が進められている。 

→現状、最初の施術の際に医師の同意書か診断書が必要だが、３ヶ月後の再同意の際には口頭で

も可能となっている。厚労省は再同意の際にも「医師が文書により、患者の状態や施術の内容、

必要性等について確認する」と改めることを提案した。 

→東京都後期高齢者医療広域連合の委員は、「現行の様式は症状について記載する欄がなく、検

証が困難」と指摘、（宮崎県で使用している詳細な同意書を参考資料として提示）詳細な同意

書を標準様式とするよう求めた。 

 

・我々も「訪問マッサージ」の効果等を検証しながら同意するという方向でやっていかないと、

こちらが痛い目にあうのも困りますので、皆さんもお気を付けください。 

・是非とも「訪問マッサージ」の計画的なこと成果のこと等を記述してもらうべきだと考えてい

ます。 

 

 

(7) その他 

＜資料：在宅医療の提供と連携に関する実態調査（集計結果）【東名古屋医師会管内分】＞ 

→今回の調査で、在宅医療グループまたは副主治医数について「自身よる訪問診療が困難な場合、

代診を依頼できる医師」の質問で「なし」の回答が多い。（あり 17 件/なし 95 件） 

→今回の調査で、在宅医療グループまたは副主治医数について「他科の訪問診療を依頼できる医

師」の質問で「なし」の回答が多い。（あり 15 件/なし 96 件） 

・詳細は資料を参照ください。 



・他科であれ同じ科であれ、複数の医師の診察〜意見が得られることは、主治医にも家族にも有

意義なことが多い。 

・個々の症例や医師により個人的にはやっていることも有るかと思います。システム化するのは

難しいですが、システムとしてできるようにしなければいけないと思います。 

 

＜参考資料：日本医事新報 No.4883 -2017.11.18- どうなる？診療報酬改定＞ 

→複数医療機関による訪問診療料の算定が可能に−地域のグループ診療も評価へ 

→2018 年度の次期診療報酬改定で複数の医療機関が訪問診療を行った場合の「在宅患者訪問診

療料」について、評価する方針を了承 

・算定条件や施設基準等の詳細は資料を参照ください。 

 

＜参考資料：メディカル・ビューポイント(MVP)Vol.38 No.12 (2017 年 12 月 10 日)＞ 

→特集-地域包括ケアの現状と課題 

・詳細は資料を参照ください。 

 

 

 

（委員長） 

・このような形での会は今回が最後になります。この委員会は、次年度からは東名古屋医師会医

療介護総合研究センター（愛称、やまびこ）においての推進組織の一つとして、位置付けられ

ることになります。「在宅療養支援診療所連携委員会」から「在宅療養支援医療機関連携委員

会」に名称変更し、病院の代表者にも参加して頂く予定です。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 


