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第２回高齢者総合サポートセンター評価委員会 
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日時：平成３０年９月５日（水）１８:３０～２０:３０ 

場所：かがやきプラザ １階 ひだまりホール 
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■開催日時・出席者等 

日時 平成３０年９月５月(水) １８：３０～２０：３０ 

場所 高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ １階 ひだまりホール 

出席者 

委員 

井藤委員長、南委員、佐々木委員、加賀委員、小林委員 

杉山委員、船曳委員、廣瀬委員、中出委員、中村委員、秋保委員、 

齊藤委員、吉澤委員、安原委員、柳委員、 

事務局 

歌川保健福祉部長（高齢者総合サポートセンター担当部長兼務）、 

小玉在宅支援課長、七澤福祉総務課長、土谷高齢介護課長、 

佐藤在宅支援課在宅支援係長、高山在宅支援課相談係長、 

井上在宅支援課医療と介護連携係長 丸山在宅支援課施設調整担当係

長 

庶務 在宅支援課在宅支援係：松浦、本庄、白井 

欠席者 高野委員、小林委員 

【議 事】 

１ 平成 29 年度在宅ケア（医療）拠点の評価について 

２ 平成 29 年度相談拠点の評価について 

３ 意見交換 

４ その他 

 

【要 旨】 

１ 平成 29 年度在宅ケア（医療）拠点の評価について 

◆九段坂病院説明 

３年前にこの新しい建物が千代田区の一等地にできて、きっと患者さんがたくさ

ん来て、てんてこ舞いするのではないかと思っていたが、実際はいわゆるアミュー

ズメントパークの新設とか、ホテルの新設とか、そういう需要が喚起されてお客さ

んが来るというのが医療ではないのだということがわかった。これまでかかりつけ

の先生を信頼してかかっていた人が、九段坂病院が新しくなったから行ってみよう

ということは起きず、患者さんの数は旧病院とほとんど変わらずに始まった。やは

り医療というのは内容で、病院は何をしているのかということを少しずつ区民の皆

さんに知っていただけなければだめだということがわかり、そろそろ３年になる。

在宅ケア（医療）拠点なので、在宅療養の患者さんのバックアップというのは、

我々の使命である。これも、登録診療所が１２施設と患者登録数５７名ということ

で、おかげさまで外来患者さんも入院患者さんも徐々に増えており、だんだん認め

られてきているのかなと実感している。 

 しかし、救急対応、急患の夜間の対応、病院の職員の接遇など、区民の方から苦
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情をいただくこともあり、私どもできちんと研修をして、本当に区民の病院として

受け入れられていくような努力をこれからも続けていかなくてはいけないと考えて

いる。 

高齢者サポートセンターとの連携、「健康医療相談」というのは、昔からやって

いた区民サービスで、岩本町ほほえみプラザで活動していた区民の体操グループと

当院のリハビリ担当が協力して、オリジナルの「かがやき体操」をつくるといった

活動もしている。 

 医療に関しては、高齢者の方は嚥下の障害が多いため、摂食嚥下の研修会などを

研修センターと共催したり、糖尿病をテーマにした区民公開講座をひだまりホール

で開催するなどの活動もしている。 

 在宅の訪問看護ステーションとの研修もスタートしており、私どもの病院に訪問

看護ステーションの方が研修にいらして、定期的に勉強会を開くなどしている。ほ

かにも福祉まつりへの参加、ロコモチェックや栄養指導、かがやきプラザでのマン

ドリンコンサートの開催、アドバンスケアプランニング、人生の最終章をどうやっ

て生きるかといったことを考える、「生きるを考える会」を区民のために開いてお

り、今後もこうした活動を続けていく。 

 これから九段坂病院がどういうふうに存在していくかだが、先日、区中央部の地

域医療構想の調整会議に出席した。参加者は高度急性期の大学病院、がんセンター、

大病院だが、こうした病院は流入患者も診なければいけないし、高度先進医療を展

開していると、区中央部の地域医療は担えないのではないかと感じた。千代田区民

をはじめ区中央部の区民の方の地域医療は、我々の規模の病院が急性期から回復ま

できちんと、あるいは在宅まで診なければだめだと痛感し、そこが私たちの病院の

生きる道であると考えている。もちろん、これまでの脊椎外科、外科、婦人科の内

視鏡手術、急性期の医療ももちろん続けるが、区民への総体医療、地域医療は私ど

もの生きる方向であり、柱としていこうと考えている。 

 ２０１９年度から増床の予定があり、急性期、回復期の両方を増床することがで

きる。これから高齢化が進むのでいろいろな病気を抱えた患者さんを診ていかなく

てはいけない。技術やスタッフ、すべてを充実させて、皆さんの要請に応えていき

たいと考えている。 

 現在の地域包括ケア病棟は、ポストアキュートと言い、私どもが脊椎の手術をし

た後、ちょっとリハビリをするような患者さんも多い。しかし実際には、区民の方
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が在宅で急に体調を崩したとか、そういうときに役に立つための病棟なので、それ

をぜひ増やしていきたいと考えている。 

福祉の施設と病院とが合築しているというところは、初めての試みだと考えてい

る。つい先日も、ご主人が奥様に虐待されているという情報をつかんで、私にも相

談があって、私どもでご主人を短期間預かるといったこともあった。このように、

福祉と医療が連携していける。 

 私どもに与えられた使命を協定に基づき、これからもきちっと果たしていきたい

と考えている。 

＜評価個表説明＞ 

「診療体制」。１番、回復期リハビリテーション病棟等各種病床の稼働数、２番

が医療ステイ利用支援事業への病床提供・支援状況、３番、初期救急対応の実施体

制、４番、産科、小児科受診希望者への対応状況、５番、脳血管疾患、運動器疾患、

呼吸器疾患に対するリハビリテーションの実施体制、の５つ。 

成果点は１番の病床数、平成２９年度末は、一般病床が１５０床、回復期リハ病

床が４１床、地域包括ケア病床が４０床で稼働している。 

２番、医療ステイ。平成２９年度は３６名受け入れ。延べ入院数は２３８日。 

３番、初期救急。業務時間内は各科で対応している。平日は２０時まで内科、外

科、整形外科の医師各１名が待機している。夜間と休祝日は医師１名、看護師１名

体制をとっている。平成２９年度、時間外外来患者数は３２名だった。 

４番、産科等対応。小児患者１名独歩で来院されたが、住所地から判断して受付

にて東京逓信病院を紹介した。 

５番、疾患別リハは、施設基準として、人的体制・設備面で最も高い基準の脳血

管疾患リハビリテーション料１、運動器リハビリテーション料１、呼吸器リハビリ

テーション料１の体制を整備している。人員体制はＰＴが２２名、ＯＴ９名、ＳＴ

３名の合計３４名体制で実施している。 

年間総単位数は、運動期４万７，５１５単位、呼吸器が４０６単位、脳血管が２

万６，８８４単位、廃用が２，０７９単位、摂食機能療法は１６３単位。千代田区

民は患者数が８６名で、延べ７，１７３単位。 

課題点は特になかった。「その他」、区民に対しさらに利用していただける病院

に選ばれるべく、平成３０年３月に病院機能評価を一般病棟及び回復期リハビリテ

ーション病棟について受審し、平成３０年６月に認定を受けた。 
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医療ステイについては、患者さんの状態にあわせ入院病棟をフレキシブルに対応

し、区内で一番の受け入れ実績となっている。 

日本大学病院と病病連携を目的としたネットワークシステムを整備したことによ

り、急性期病院の入院早期から患者情報を共有できるようになり、回復期リハビリ

対象患者（千代田区民）のスムーズな入院受入が行われるようになった。 

「総合診療科」。６番、総合診療科の設置及び診察状況と総合診療科の診療時間

の確保の成果点。プライマリーケアに対応する総合診療医の確保は難しく、複数の

合併症を有する高齢者を診られる総合内科医を充実することで今後は対応していく。

現在のところ常勤内科医７名のうち４人が総合内科専門医だが、さらに増員する方

針としている。また上記総合内科医を中心に、全診療科を通じて包括的に総合診療

科を運営していく。 

課題点。小児科、産科まで含んだプライマリーケアに対応できる総合診療医を平

成２９年４月より非常勤で採用し、３０年４月より常勤切りかえを行う予定として

いたが、継続勤務には至らなかった。引き続き、総合診療医、専門医の確保に注力

していく。診療科の維持・継続については、総合内科で行う体制を確保することと

する。 

「その他」、平成 29 年 4 月から 10 月、総合診療科外来を実施しており、総受診

者数３９名、１回平均６．５名であった。 

「訪問看護ステーション」。８番、訪問看護の実施体制及び９番、看護技術研修

への協力体制の成果点。成果点は８番はなし。９番は平成２８年度に引き続き、平

成２９年度も摂食嚥下に関するシリーズ研修会５回を開催した。 

課題点。８番、訪問看護の実施体制。千代田区発表の平成３０年４月１日現在の

人口が５万９，０１７名、年齢別人口において６５歳以上が１万９３２名である中

区内及び近隣の訪問看護ステーションは２９施設ある。この訪問看護ステーション

の数の人口比率は、平成２５年度介護給付費実態調査、平成２５年の人口動態調査

における人口１０万人当たり全国平均７．０、東京都平均６．１を大きく上回る数

である。二次医療圏における人口当たりの病床数と同じく過密地帯であり、需要が

認められれば設置を行うこととなっているが、現状、人口推移予想から需要が認め

られることは将来的にも考えづらいところである。また、区内に１０施設ある訪問

看護ステーションからも設置反対の意見があり、評価項目とすることについてご一

考いただきたい。 



 

   ５ 

今年度に入って病院主催で千代田区の訪問看護ステーションの職員に対し、看看

連携として人材交流や看護技術の交換研修を検討した。院内の勉強会が月に２、３

回あるが、区内の訪問看護ステーションへ解放し、毎回２、３名が参加している。 

「訪問リハビリテーション」。10 番、訪問リハビリテーションの実施体制（目標１

０人／日）、11 番、リハビリテーション専門職員の知識と経験の確保の成果点。10

番について担当職員は２名配置している。平成２９年度総利用者数１１名、延べ１

８９件だった。内訳は全て千代田区民であった。平成３０年４月現在でリハビリ科

全職員数は、先ほＰＴが２５名、ＯＴ９名、ＳＴ３名、合計３４名で実施している。 

11 番について、東京都が実施する地域リハビリテーション専門人材育成研修を修

了した者が２名在籍。千代田区との地域リハビリテーション支援事業に関しても、

介護予防定例会、２次予防事業の打ち合わせ等への参加、個別相談・訪問、介護予

防への普及のための講演、自主グループ立ち上げのための準備、地域ケア会議への

参加等を実施した。 

課題点、訪問リハビリは、理学療法士または作業療法士が自宅を訪問し、医師の

指示に従って利用が可能な限り自宅でその能力に応じた自立した日常生活を送れる

ように、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行い、心身機能

の維持を図るサービスとなっている。平成２８年度の訪問リハビリテーション利用

者数は、延べ１６１名、平成２９年度は延べ２０１名となっており増加傾向にある

が、常に増減があるために定数目標１日１０人という目標よりも、申込者に対する

断った割合などを評価指標とすることも検討していただきたい。ちなみに断った件

数は 0 件であり、今後も断ることはない。 

「その他」、平成２９年度は対外的な情報発信のため、学会発表を３題行った。

また各専門の講習会への参加も多数の者が参加しております。院内での研修会を年

間３６回実施しており、知識・技術の向上に努めている。 

他には千代田区の地域リハビリテーション支援事業として、東京都長寿医療セン

ターが主催する地域づくりリハビリテーション専門職連絡会への参加や介護予防の

啓発として、ロコモ測定会や認知症予防講座の講演会、研修会などを区と連携して

実施した。 

「通所リハビリテーション」。12 番、通所リハビリテーション実施体制（目標２

０人／日）、13 番・利用者の送迎、14 番・医療処置が必要な要介護者の受け入れの

成果点。12 番、担当職員３名を配置している。平成２９年度総利用者数３０名、延
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べ１，１０８名、うち千代田区民が２５名、延べ９３４件実施している。 

13 番、必要に応じて送迎を行える体制を整えており、平成２９年度利用者数は、

延べ２７名となった。これはタクシーを利用していただいている。 

14 番、気管切開をしている患者及び留置カテーテルのある患者等についての受け

入れ並びに相談の実績はなかった。状況に応じて受け入れられる体制は整備してい

る。 

課題点、通所リハビリテーションの実施体制と利用者の送迎。通所リハビリは、

要介護認定されている方で病状が安定期にあり、医療系施設での診療に基づき実施

される計画的な医学的管理下のリハビリテーションが必要と主治医が認めた方が対

象となっている。平成２８年度通所リハビリ利用者数は、延べ３０９名、平成２９

年度は延べ９３４名となっており増加傾向にあるが、常に増減があるために定数１

日２０人の目標設定よりも、申込者に対する断った割合などを評価指標とすること

も検討の余地があるのではないか。断ったケースはこれまでにない。９０％が千代

田区民となっている。 

利用者の送迎は委託会社を探してきたが、月に９０万円ほど費用がかかる。この

費用ではとても運営が難しいと判断し、当病院内ではタクシーを利用する。 

「その他」、介護サービス担当者会議や千代田区との合同勉強会に定期的に出席

し、常に連携を図っている。 

「認知症対応」。15 番、認知症疾患医療センター等との連携の成果点。二次医療

圏内の地域連携型認知症疾患医療センターである三井記念病院と積極的に連携を図

っている。地域拠点型認知症の研修会は順天堂大学が主催で、平成２９年度には医

師１名を含む９名で参加した。 

課題点。認知症初期集中支援チームの活動については、適切な支援につながって

いない人を、在宅生活を継続しながら医療・介護等のサービスにつなげ、家族の負

担を軽減させる効果が見られるが、支援した対象者が必ずしも初期の認知症の人に

限らず、困難事例への対応も数多くある状況だと考えている。単に認知症初期集中

支援チームを設置するだけでなく、これまでの活動を踏まえて、認知症初期集中支

援チームのあり方や活動方法などの効果的な活用を検討する必要があるのではない

かと考える。 

「その他」、平成２９年７月、認知症ケア加算２を取得し、国家公務員共済組合

連合会主催の認知症高齢患者対応能力向上のための研修会、こちらに看護師２０名、
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理学療法士１名、作業療法士１名を参加させている。認知症患者数が 15 名。 

「その他」16 番、災害拠点連携病院に準じた医療救護体制の整備の成果点。千代

田区地域防災計画が平成２９年度に更新され、病院側も災害時マニュアルの見直し

を行った。ＢＣＰ対策についても、情報収集を重ね対策の協議を現在行っていると

ころである。医療資器材については３日分の備蓄をしているが、供給ルートが途絶

え不足する場合には、近隣の医療機関や薬局と連携して対応していきたい。また、

東京都災害医療救護従事者として、外科医師１名、看護師１名、事務員１名を登録

している。 

「その他」、平成３０年１０月に行われる千代田区のトリアージ訓練に参加予定

となっている。 

◆委員からの質疑・意見 

 具体的に診療体制の中で一番問題になっている総合診療について伺う。近年は大学

等で老年医学の知見が示され、一般の人でもポリファーマシーやフレイルの問題な

どについて知るところになった印象を受けている。総合診療と老年科は井藤先生が

お詳しいと考えるが、もともとこの老年科という領域に今後何か対応していくお考

えはなく、この総合診療で対応していくと判断をされたようにも読めるが、そのあ

たりの根拠について説明して欲しい。 

→（九段坂病院回答）総合診療についてはプライマリーケアという言い方をすると

ころもあって、要するに何でも診る、産科から診る、小児科から診る、そういった

ものを総合診療と考えておられる先生も多い。平成２８年度に金城先生に総合診療

の専門医の先生として来ていただいたが、都会のこの地域でプライマリーケアと言

っても、１人の人間が総合診療するというのはあまり意味がないという結論に至っ

た。老年内科はいろいろな意味で見直されており、たくさんの疾病を抱えた人をト

ータルで診ていくという、総合内科とも言える。それをサポートするのが総合病院

であるので、当院のパート医しかいない泌尿器科とか耳鼻科等の診療科でも、常勤

の先生を迎えてトータルに患者さんを診ていけるような方向を考えている。 

 高齢者総合サポートセンターの趣旨からいうと、老年科医でも良いのではと考える

が、残念ながら東京医科歯科大学では老年科が総合内科に変わってしまった。そう

いう意味では医者の供給が難しくなり、総合診療科医は都会で需要があるかと言わ

れるとかなり厳しいということで、医師会の先生方もいろいろ考えている。基本は

千代田区民が一番困ったときに、断らずに受け入れているかどうか。その意味から
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すると、救急患者の中で専門家がいないからということで断わるような事態がどの

程度あるのかが問題になるのでは。そこが一応、受け入れるというパターンになっ

ているのであれば、それはそれで役割は果たしているのではないかと考えるが、急

患を断る率はどれぐらいか。 

→（九段坂病院回答）すぐ示せる数字はないが、基本的には断っていない。明らか

な心筋梗塞とか脳卒中は、相談を受けてその人にアドバイスして何々病院に行って

くださいと案内するか、あるいは来ていただいてそこを紹介しているので、基本的

に断わることはほとんどないだろう。数字は後日出すようにする。 

 総合内科医で対処することについては、医師会から意見があるか。区民の医療に対

して九段坂病院が果たしている役割で、ここを何とかしてほしいという点はあるか。 

→（委員回答）九段坂病院は整形外科がメインなので、骨折等の際にいつも大変お

世話になっている。心筋梗塞や内科系は、日本大学病院などよく救急を受けていた

だけるようだが、病院ごとの特殊性があって、杏雲堂、三楽病院、九段坂病院と、

それぞれの特殊性を我々医師会はわかっている。そういった意味では九段坂病院は、

今まですべての患者さんを引き受けていただいていると感謝している。特にこれか

らは、フレイルのために骨折の方が多くなるので、大腿骨の骨折とか骨折の患者さ

んを入院させていただいて、そこから回復期になったら地域包括ケア病棟に移って、

退院したら訪問のリハビリをするという流れで対応してもらえればよい。失礼なが

ら内科の救急の心筋梗塞、脳梗塞は、九段坂病院にはあまり期待しておらず、小児

科、産科も標ぼうがないが、それでも夕診を８時までやってもらっており、我々神

田医師会は今の九段坂病院の体制に非常に満足している。 

→（委員回答）千代田区医師会です。私が関わっている東京都の事業で、小児救急、

小児の準夜救急というのは日大病院が担当している。小児だったら日大というのが

区民の中にはある程度浸透しているところがあるかもしれない。そういう意味では

何かあったら九段坂病院というように、総合診療の幅を広げていくことも大事かも

しれない。得意な分野を生かす区民への周知も、ある程度必要ではないかなと考え

る。東京逓信病院も連携病院だが、やはり耳鼻科などの当直の先生はいないわけで

時間外に関しては逓信病院の担当ではない。そうするとやはり日大病院みたいな大

学病院が比較的夜間も当直医がそろっているということになるし、逓信病院もいざ

となれば内科、外科は誰かはいると思う。九段坂病院の得意な分野をむしろ強調し

て周知していったほうがわかりやすいのかなと考える。 
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 九段坂病院は整形外科が看板なので、区民目線からいうと例えば腰痛や膝の痛み、

そういう患者さんはまず来てくださいというような、患者さんにわかりやすいコー

ルの仕方をもう少し工夫されるといいのかなと考える。 

増床はどのくらいを考えているか。 

→（九段坂病院）来年の５月に新虎の門病院ができるが減床する予定である。同じ

国家公務員共済組合連合会の経営なので、減床分のベッド２６床を私どもが引き受

ける。そのほかに個室を大部屋に転換することも考えており、具体的に何床かはま

だ決まっていない。 

 ベッド稼働率はどれくらいか。 

→（九段坂病院回答）７７％ぐらい。増床はあまり必要がないといえば必要ないが、

将来的にもう少し皆さんのお役に立つにはキャパがないと、やりたくてもできなく

なるという事態が起こりかねない。 

 もっとベッド稼働率を上げるのが、一番大きな課題かと考える。そういう意味では

回復期リハを持っておられるので、病病連携などにもう少し力を入れる必要性があ

る。 

→（九段坂病院回答）回復期や地域包括は満床に近い状態だ。急性期のベッドがも

う一つ埋まらない。 

 地域包括はほとんど院内発生か。 

→（九段坂病院回答）院内の移動が多い。調べてみると、１０％～２０％は千代田

区のアセスメントで入り、７０％～８０％ぐらいが院内移動なので、外から来てい

る患者さんはほとんど千代田区民ということになる。 

→在宅医療をやっておられる患者さんの受け入れ紹介はあるか。 

→（九段坂病院回答）医師会の先生方のご紹介はある。 

→その辺りは医師会と話し合ってやっていかれれば良い。 

 いろいろな形で地域貢献をしようと試みられているが、この中で一番手応えのある

事業はどれか。 

→（九段坂病院回答）区民公開講座をやっているが、千代田区の他の病院もやって

おり、多くの方の受講には残念ながら至っていない。一番貢献できていると思って

いるのが、九段カレッジ＆カフェ。参加者も増えており、一番貢献できていると考

えている。 

 それに関連して、訪問看護ステーションが区との協定の中にあるが、事実上、千代
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田区の中では訪問看護ステーションが飽和状態であるということからすると、むし

ろ訪問看護ステーションで働く方のスキルアップに貢献するという方針に転換され

たほうがいいのかなと考える。地域の訪問看護をやっておられる委員の方は、何か

ご意見をお持ちか。 

→（委員回答）今年度、九段坂病院さんから区内の訪問看護ステーションに声をか

けてもらい、一堂に会して九段坂病院さんのご主張を聞いた後に公開講座のお話が

あった。当ステーションのスタッフも一緒に研修に参加させていただいて、連携が

取れ始めたと考えている。訪問看護ステーションに病棟経験が浅い看護師が入って

きた場合に、看護技術が未熟な部分があるので、そこを九段坂さんと連携して技術

向上等に協力していけると良いと相談中だ。まだ実現には至っていないが、そうい

うお話をさせていただき、とても心強く思っている。 

 かがやきプラザの機能をフル活用されて、地域のニーズがどこにあるのかもう少し

調査されてそれに応えていく。その中で多職種連携の中核として九段坂病院が機能

するというスタイルになれば、もう少し地域貢献度が高くなると思う、そういう方

向性を持って地域貢献をしていただけるとありがたい。 

２ 平成 29 年度相談拠点の評価について 

◆千代田区（在宅支援課）説明 

相談拠点の「全体所感」「かがやきプラザ内各拠点との連携」「その他」という

ことで進めます。 

まず、高齢者総合サポートセンターは平成２７年１１月からスタートし、３年を

迎えた。高齢者の福祉ニーズに応える対応としては、おおむね達成できているので

はないかと感じている。ただ最近、対応に戸惑うような困難事例が増えており、そ

の中で相談センター、在宅支援課、本区では高齢者あんしんセンター（地域包括支

援センター）のなかで情報共有し合い、適切な解決策を模索しているという状況で

ある。 

相談センターは、２４時間３６５日開設している。最近、日中の対応件数が非常

に多く、夜の相談に比べるとやはり日中の対応件数が多いので、そのバランス、効

率的な体制について今後検討していきたいと考えている。 

また、困難ケースの増、人権的な配慮など、ケースの数というよりひとつひとつ

のケースに非常に時間がかかることが増えているために、今後も多職種間の連携が

必要不可欠と感じている。 
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「Ⅱ．かがやきプラザ内各拠点との連携」。最近は成年後見人が必要なケースが

非常に増えており、社協にある千代田成年後見センターとの連携を図っている。ま

た、高齢者活動センターの利用者が活動中に体調不良を起こすケースが発生した際

には九段坂病院と連携している。 

生活支援体制整備事業が国によって設けられたことを受け、生活支援コーディネ

ーターが昨年度から活動を開始し、まちと区との間に立って連携策を講じている。 

課題はこの高齢者総合サポートセンターにシルバー人材センターがあるが、今の

ところ残念ながら連携が少なく、高齢者の就労等を通した生きがいづくりの支援が

少し不足していると感じている。 

「Ⅲ．その他」です。最後に「質の高いチームケアを目指していく必要がある」

とあるが、この高齢者総合サポートセンターは、高齢者が「そこに相談すれば何と

かなる」と言える場所をつくろうという構想のもとにスタートしている。引き続き

高齢者総合サポートセンターが地域包括ケアシステム推進の拠点としての役割を果

たしていく必要があると感じている。そのために介護、福祉、医療、保健の分野が

一体となった対応が必要だと考えており、それに向けて今後も取り組んでいく。 

◆千代田区（相談センター）説明 

「総合相談支援」。「困難ケースへの対応」に係る成果点は、困難ケース対応中

に疑義が生じたときに、相談拠点（相談係、相談センター）だけではなく、高齢者

あんしんセンターと連携する件数が増えていることである。「課題点」としては、

精神疾患や虐待疑いのケース等、多問題を含む困難なケースが増えてきている。高

齢者福祉の範疇を超え、保健所をはじめとする各部署や多職種の連携が必要となっ

ている。 

「高齢者虐待防止」の「課題点」は、高齢者虐待の件数が増えてきていること。

なかでも、他人から見れば望ましくない行為であっても、本人が選択し周囲に迷惑

をかけないものであれば邪魔されない権利があるなかで、我々相談員はそういった

権利をどこまで認め、どこから介入するか、権利擁護の視点からどのように対応し

ていったらいいかと迷うことが非常に多くなっている。様々な角度からかかわりを

持つ努力をしているが、本人が受け入れない場合に、これ以上介入すると本人との

関係を壊してしまい、拒否されてしまうリスクを伴う。 

＜事例を 1 つ紹介（省略）＞ 

いわゆるごみ屋敷問題も含めて、困難なケースが非常に増えている。ケースが発
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生する都度、区の相談係や東京都を含め、場合によっては権利擁護センターも入れ

てという形で話し合っている。この方を、この事態をどう評価して、どう対応して

いこうかということを、関わる職員、事業所含めて合意形成した上で進めないと、

各々の正義感や専門性だけでは方向性がまちまちになってしまうので、常に合意形

成を取りながら行っている。 

相談センターはこのような対応を始めて３年になるが、まだまだ相談拠点の周知

が足りないと感じることがある。相談センターは、まずはそこに相談すれば解決の

道筋がつくという点を大切にして、常に相談に対応している。サロンや地域の集ま

りなどで周知はしているが、なかなか認識してもらえない状況でもある。区民が安

心して生活できるような支援機関として、さらに充実したセンターにしていきたい。 

「医療と介護の連携支援」。「九段坂病院との連携」の成果点は、千代田区民か

らの受診相談について、平日日中の時間帯は地域医療連携室を経由、平日夜間及び

土日祝日の時間帯は、病棟の看護師に直接つなげる仕組みになっており、相談拠点

と地域医療連携室は、迅速な対応ができるようになっている。１階の事務所は、キ

ャビネット越しで常にやりとりができ、退院の時期について事前に情報をいただき、

介護保険の認定申請からケアマネジャーの選定、退院時のサービス調整に至るまで

スムーズに支援を進めている。実際、相談拠点から在宅ケア拠点に連携依頼する件

数は、２９年度２７件だった。「課題点」については、現場の思いや区民の要望を

含めて、相談拠点として区民のどんな相談にも区民の視点から対応できるようにと

いうところを大事にしている。 

「九段坂病院との連携」について、課題の１つ目は、「活動センターの利用者さ

んの急変時に九段坂病院につなげる対応」です。土日祝日等の診療時間外の救急対

応では、宿直当直医が専門外の場合があるため、診察を受けられないということが

あり、その辺の連携がちょっと難しいと感じている。 

課題の２つ目は、「千代田区民からの受診相談」について、九段坂病院で対応で

きない場合、次のつなぎ先を紹介いただける連携体制が取れると良い。私たちは医

者ではないので、医療的相談があったときにどう判断したらいいかと非常に悩むこ

とがある。一定のサポートはしていただいているが、さらにというところでお願い

したい。 

課題の３つ目は、「精神科のニーズが高いなかで、認知症高齢者の受診や入院の

対応が困難な現状」がある。認知症高齢者が現在も増え続けている、けがや疾病に
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より体調を崩した際に、認知症を理由に診療が受けられないという例が今後増える

のではないかと心配しており、その辺の解決を目指したい。 

課題の４つ目は、「高齢者の疾患は多種多様」という部分。区としては、九段坂

病院だけではなく、区内病院の横の連携を促すネットワークづくりを今後も担う必

要があると考えている。これはすなわち九段坂病院では診察できない、あるいは近

隣の医療機関、介護サービス事業所の連携で、区民の相談に応じた適切なサービス

提供をする、そういう調整を行っていくためには、医療と介護の両面から家族の抱

える不安や問題の解決を図っていくことだと考えている。それに向かってこれから

も課題を解決していきたい。 

緊急時の対応としては、九段坂病院との連携体制ができているが、実際にどうな

かと聞かれると、少し不安を感じるところがある。その部分は引き続き九段坂病院

さんと協議をしながら進めていきたい。形だけあっても魂が入っていていないよう

な形では意味がないので、今後も九段坂病院とはそういったところで連携を図って

いきたいと考えている。 

「成果点」の追加説明になるが、「在宅療養支援ネットワークの推進」では、千

代田区医療機関・介護事業者等情報案内サービスシステムというのを区のホームペ

ージで公開している。千代田区と周辺区の医療機関・介護事業所を検索できるホー

ムページである。現状では１，２１９事業所中７１９件、大体６割ぐらいの事業所

が掲載されているが、さらにもっと増やしていく必要がある。今日お越しの委員の

皆様には共有していただいて、まだ登録していない事業所があれば、ぜひお声をか

けていただけるとありがたい。なお、アクセス数は月６５０件ぐらいなので、今後

アクセス数をさらにふやして周知を図っていきたい。 

なお、「区民からの急変等の対応」について大きく２つある。「急を要する状態」

であれば、すぐ１１９番通報してもらうように促している。その後の状況確認を行

って、必要に応じ家族の付き添いがない場合には付き添いや、搬送先の病院に出向

くなどしている。「急を要しないと考えられる場合」、体調不良等については、か

かりつけ医の情報を聞いたり、その場でかかりつけ医に連絡するかどうかを確認し

て、場合によっては救急を要請したり九段坂病院受診を進めたりして対応している。 

次に「認知症支援」について。「認知症の早期発見・相談」に関する成果点は、

平成２９年度より高齢者あんしんセンターに１名ずつ認知症地域支援推進員が配置

されており、推進員に連携する形で相談センターでも認知症支援の中核となる施策
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を実施したことである。初期集中支援チームが両あんしんセンターに設置されてい

るので、このチームを中心に初期から対応をし、早期発見・相談、そして早期の医

療につなげるよう動きを取っている。そこから、今度は後見の制度につないで成年

後見というような形で支援をしていける形をとっている。 

一方で「８．認知症の段階に応じた支援」では「課題点」も感じている。明らか

な認知症状を示していても、医師の診断との齟齬、本人の拒否等の理由で段階に応

じた支援が困難なケースが多い。私のかかわったケースの中で、記憶の障害や行動

の障害が見られ、私たちの目から見たら明らかに認知症状だろうと思われるような

状態を示している方がいらっしゃったので、専門の医師に来ていただいて、専門機

関できちんと画像診断をしたところ、画像の所見としては認知症という診断はでき

ませんというケースが出てくる。ドクターからこの方は認知症ではありませんと言

われてしまうと後見認定という形で後見人をつけて、公的な支援の形に乗せること

ができず、なかなか思うようにいかないこともケースが増えているという課題があ

る。 

「その他」、「拠点の特色や利用者の特性を踏まえた取り組みなど」のところで、

具体的事例として、転居による認知症の進行というのが大きな課題になってきてい

る。特に神田地域には高齢者住宅が数多くできて転居してくる方が多い。千代田区

自体も人口が増えているので、マンションが増えて人口が増えると、その中で高齢

者の方の転居が増える。心情としてそこは非常によく理解できるところで、やはり

地方でひとり暮らしをしている親御さんが心配なので、千代田区で自分の住んでい

るすぐそばの新しいマンション高齢者住宅に呼び寄せるというケースはよくあるが、

私たちがかかわり出すのは転居した後で、田舎で生活していたときにはもっとしっ

かりしていたのに、何かとんでもなくいろいろなことがわからなくなってしまった、

地域にも溶け込めない、そして地の利もないので道にも迷う。あれよあれよという

間に認知症が進行して、坂を転げ落ちるように状態が変わっていく方も非常に多く

見受けられるようになってきている。 

これは地方から来た方だけでなく、麹町地域から神田地域に移ってきただけでも

全く状態が変わってしまったり、記憶障害がものすごくひどくなったりということ

がよくある。やはり転居は我々若い世代が思う以上に高齢者にとって非常に高いハ

ードルで、できればご家族の方も含めて転居する前から関わることができれば、ま

た状態も変わってくるのではないかと感じている。 
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次に「介護・福祉人材等育成支援」について。「介護・福祉の技術向上支援」の

成果点の１つ目は、「１０①研修センター事業検討会議の出席」。研修の企画の段

階から会議に出席・意見交換をし、研修センター事業への反映につなげる支援を行

っている。２つ目は「②多職種協働研修」。医療と介護の専門職が一堂に会して学

ぶ研修を研修センターが行っており、区の在宅支援課、研修センター、高齢者あん

しんセンター、相談センターが事前打ち合わせに参加して企画から準備の協力をし

ている。こちらの研修は医師会さんを含むいろいろな職種の方に参加していただい

て、グループワークを行っている。この中でグループワークのファシリテーターを

相談センター、あんしんセンターの職員が行い、研修の支援をしている。 

３つ目は、「個別に行われるケースカンファレンス」。サービス担当者会議や地

域ケア会議等に参加し、オブザーバー的な立場でさまざまなアドバイスをしている。

支援方針が定まり、質の高い支援に結びつけられるような助言ができ、喜んでいた

だいている。 

「その他」、「拠点の特色や利用者の特性を踏まえた取り組み」のところで、神

田地域で取り組んでいる「すみれボランティア養成講座」を挙げている。これは神

田の相談センター職員も関わり、特養のかんだ連雀と連携して、地域を支えるボラ

ンティア組織づくりに着手しているものである。施設のボランティアというと、施

設の中で食事の介助をしたり、お掃除をしたりということが考えられるが、施設を

拠点にして地域づくりに協力できるボランティアの組織をつくっていこうとしてい

る。自助・共助・公助のうち互助の部分になるが、地域の方々の地域力をつけて、

在宅の方の生活を支えていくような仕組みをつくらなければいけない。在宅の生活

は、食事の介助や買い物、掃除ということではなく、そのすき間を埋めるような、

人の生活を生活としてきちんと支えていけるようなかかわりを地域の人がもっと地

域の高齢者に対してやっていかなければならない。そういう人たちに対しての技術

向上、支援に向けて、施設を土台にして施設の中で高齢者の方にかかわったり、施

設の中で介護を学んだりすることによって、その力を地域にも活かしていくために、

まずは施設の中でボランティアをやり、そして外に向けてという形で、少し時間を

かけて組織づくりをしていく。そして、ひとつ成功事例をつくれれば、かんだ連雀

だけではなく各施設を拠点にして他の地域でも汎用性を持って増やしていけるので

はないかということで、地域養成、介護福祉の技術の向上を目指して取り組んだ。 

「見守りネットワークの構築」。「安否確認対応」の成果点は、在宅高齢者の安
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否確認が必要な際に、現場に急行して対応していることである。具体的には、相談

センター職員は直ちに業務責任者に報告し、区へ報告。呼びかけても応答がない場

合は、部屋を解錠するために警察官立ち会いのもと、鍵の業者を呼び安否確認の対

応に当るという流れである。 

＜事例を 1 つ紹介（省略）＞ 

「課題点」。「安否確認対応」。存命時にはクレームや説明のリスクが伴う。ま

た、部屋を開錠するために鍵の業者を呼んだ場合には、費用の支払いをどうするか、

緊急連絡先が不明の場合には、その後の対応をどうするかなど、いろいろな問題が

あり、その都度困りストレスになっている現状がある。一命を取りとめて助かるの

は良いが、その後にはお金の問題や、扉の交換などの対応が必要である。 

「平成３０年度からの配食サービスの終了」。配食サービスはこれまで安否確認

として行っていた事業であったが、栄養バランスを考えた食事の提供が、高齢者の

健康管理にも役立っていた面があった。自立している高齢者には、健康寿命を延ば

すフレイル予防に効果的な栄養指導として類似事業が継続されているが、重度の方

のように認知機能や身体機能が低下していて、自分で食事管理ができない高齢者に

対する食のサービスは、課題と感じている。 

「町会・地域関係者の見守りネットワーク構築」の成果点。本区では２１年度か

ら「高齢者安心生活見守り隊」を作成し、地域のさまざまな資源がさまざまな立

場・専門的見地からの見守り運動を行っている。その後２９年度に介護保険法に基

づく生活支援コーディネーターが区で位置づけられたが、それに先んじて同じよう

な活動をしていたことになる。また、２９年度からは生活支援コーディネーターと

連携して、「ささえ愛まち会議」と称した会議を社協と協働しながら始めた。 

「安心生活見守り台帳」の成果点。６５歳以上の高齢者の方の申し込み制で、見

守り支援が必要な高齢者の台帳を平成２３年度から整備している。平成２８年度の

登録者数が５，０８５人、２９年度の登録者数は５，８９７人、だいたい６５歳以

上の高齢者の５割を超える方に登録をいただいている。昨今、近隣区で高齢者の台

帳を警察に提供したということが報道されたが、性質をちょっと異にしており、あ

くまでも登録制ということで、この名簿が避難行動要支援者名簿の基礎になる。 

「その他」、「拠点の特色や利用者の特性を踏まえた取り組み」では、自動通話

録音機の設置。特殊詐欺の被害が深刻化しており、本区においても今年度から６５

歳以上の高齢者の方８，３００世帯を対象に、自動通話録音機を設置するサービス
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を行っている。設置まで行っているところは、本区と荒川区のみ。あわせて緊急通

報システムは緊急事態があったとき民間事業者の受信センターに連絡が入って、安

全確認のために必要なサービスを行うものである。こういったことを行い、見守り

ネットワークを構築している。 

◆委員からの質疑・意見等 

 「安心生活見守り台帳」はどこで資料が開示されているのか。もっと広く知れ

渡ると良いと思う。 

→（区回答）ホームページをはじめ、地域町会、民生児童委員、警察や消防な

どに情報提供しており、見守るべき方がいらしたらその都度ご案内くださいと

いう形で周知をしている。使ったことがある方には非常によく知られているが、

使ったことがない方にはなかなか知られていないという現状があり改善策を考

えている。 

 かがやきプラザではバラエティに富んだ事業を行っているが、区民への知名度

と、繰り返し利用したいという意欲が湧くかが問題だ。区民にまんべんなく利

用してもらうために、区報や回覧を活用するなど区民への広報の方法を考える

必要があると思う。 

 相談業務においては、非常に困難例が多くなっている。そこには認知症や精神

疾患など、相談員だけでは対処し切れない問題を抱えた人が多いと思うが、精

神科医や認知症サポート医と連携して助け合うということは考えているか。 

→（区回答）チームワークは大切だと考える。相談員だけでは対応できない困

難事例については、弁護士の先生や精神科の先生に入っていただき、法的な見

地医療的な見地からアドバイスをいただいている。ケースには認知症の問題や

虐待の問題も含まれるが、区の在宅支援課、相談センター及び地域包括支援セ

ンターも入り、都度対応を協議しながら進めているというのが現状である。し

かし、よかれと思ってやったとしても、対象者の方にはよく受け取っていただ

けない事例もあり、更なる多職種連携が必要だと考えている。 

 ちょっとしたことでも取りあえず相談に乗ってくれる医師として、九段坂病院

の先生方が力を貸してくだされば非常にありがたいと思うが、残念ながら精神

科医がいない。認知症サポート医の先生がおられるので、先の相談に乗るとい

う体制を九段坂病院で組めないか。すぐに実行しなくとも、実行する際の体制

を一緒に考える体制ができると、合築の意味があると思うがいかがか。 
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→（九段坂病院回答）院外で急変された方を診察することについては、専門外

でも医師である以上診察することは大事だと思うので、担当宿直医が専門外で

も、診察しないということがないようにする。精神科となると常時対応可能か

どうか判断が難しいが、コンサルト等ができるような医師を探して、協力でき

る体制を取りたいと考える。 

 こういった相談業務は結局場数を踏まないとスキルアップしない。困った症例

をどれだけ経験したかによって各科の相談機能が向上していくため、九段坂病

院の先生に相談して、先生方にも慣れていただくことも必要ではないかと考え

る。 

 24 時間 365 日の相談業務の中で、午後 11 時以降から翌朝５時ぐらいまでの深夜

帯での電話や来訪の実績はどの程度か。極端に深夜の相談が少なければ、ここ

に泊まっている必要はなく、電話は転送システム等を利用して自宅でやっても

らうのも１つの手だと考える。深夜帯の実績は把握しているか。 

→（区回答）資料上でわかるものは、夕方から翌朝までの実績。 

→夕方から翌朝まで１人で相談を受けることが恐らく大きなストレスになって

いるとすると、まずは深夜帯の実績を把握されてから、少しやり方を工夫され

たらどうか。もう少し細かく分析が必要だと考える。 

 人材育成に関しては、今後有償ボランティアや高齢者の働き方改革がかなり脚

光を浴びてくると考えており、収入を得られるような仕事上のスキルをつける

ことやその教育を今後担っていく必要がある。そこについて何か考えているこ

とはあるか。 

→（区回答）人材育成に関しては、千代田区社会福祉協議会の指定管理事業の

一つである人材育成・研修拠点で、主に多職種協働研修と福祉の人材育成支援

を行っている。九段坂病院が持っている医療的な資源を、地域の訪問看護ステ

ーションを初めとする外部事業所と共有し専門職の皆さんのスキルを向上させ

たり、介護・福祉職技術向上支援として区民にも広く支援を行ったりして人材

育成を図っていきたい。 

 ニーズにあわせて人を養成していくというスタンスが必要だが、九段坂病院が

欲しいと思っているボランティアに合わせたプログラムを考えるとか、あるい

は千代田区の介護施設の中でどういうボランティアを欲しいと思っているか、

地域全体の医療とか介護の地域住民の力を借りてやるために、どういうことが
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考えられるのかというニーズ調査を一度やってみたらどうか。 

→（区回答）九段坂病院がボランティアと連携しているので、そのあたりにつ

いて相談する。 

→（九段坂病院回答）当院にもボランティアの方は入っている。区の社会福祉

協議会がボランティアの募集を行っている情報を得たので、ボランティアがも

っと欲しいなと思ったときにその窓口に相談させていただきたいと思っている。 

 ボランティア養成の中で、実際に九段坂病院でボランティアをやっている方に

講師として来てもらうとか、自分たちの組織内の人材を人材育成に利用すると

か、もう少し有機的な動きがあれば、かがやきプラザとしての一体感が出るの

ではないかと思うので、その辺も工夫していただきたい。 

 障害者の高齢化という問題が結構出てきていると思うが、特に知的障害者の方

たちが医療技術の向上で、かなり長生きされて高齢化してきているということ

に対して障害者、高齢者に対する対応というのは何か考えているか。 

→（区回答）障害者部門のご質問については、勉強不足のためお答えできない。 

→もしそうであれば、連携を取って 65 歳以上の年齢を迎える障害者のほうにも

幅を広げるような高齢者対応というのを考えていく必要があると考える。 

→（区回答）障害をお持ちの方が高齢になったらどうするのだということだが、

６５を迎えれば介護保険の中に入っていくので、現実的には制度として介護と

障害と両方提供できる事業所というのも徐々にふえてきている中での対応にな

ると考える。障害をお持ちの方へのサポートという意味でいうと、ジョブサポ

ートしかなかった千代田区において、先生からのご指摘というのは、高齢にな

って家族で見る人がいない。親がいるけれども高齢の親が障害のある方を見て

いて、障害のある方も高齢になり、親はもっと高齢になっていずれ見られなく

なったときにどうするかという不安が寄せられているので、そのあたりも含め

て高齢者も知的障害者も含めた入所できる、入所に近いような形で対応できる

ような施設の検討を始めていて、それほど先にならない数年のうちには、その

あり方というのを明確にしていきたい。できれば来年の初めぐらいまでには、

考え方をお示ししようかなということで今、検討を進めているところだ。 

→ぜひその辺を考えていただきたい。障害者の高齢化ということを、やはり認

知症と同じようにそれなりの対応を個別に考えていかなければいけないと考え

ている。 
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→確かに障害者の方が高齢化されているというのは大きな問題で、我々もいく

つか他施設からの受入れ実績があるもののやはり単独ではなかなか発想できな

いことが多くて、その施設の先生方とチームを組んで何とかやっているという

ところがある。１００％預けられるという所ではなくて、お互いに知恵を出し

合うというパターンが必要だろう。障害者の方の医療が問題になるほど、日本

が高齢化してきたということだと考える。 

３ 意見交換（なし） 

４ その他 

（１）評価票の記入・送付について 

 配布した評価票は、お持ち帰りいただいて記入をお願いしたい。第 1回の議事要

旨についても内容を確認し、もし修正等あれば返信用封筒で返信をお願いした

い。全部記入しなくても良いので、お気づきの点があれば負担のない範囲での

記入をお願いしたい。 

＜閉会＞ 

 


