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相談室だより

みなさんに寄り添い声を聴き一緒に悩む。そんな医師会を目指します。 安中市医師会

市民公開講座 平成30年１１月１８日

富山県南砺市の田中市長をお招きし、『南砺
市の地域包括ケアシステム5つの規範』と題し、
「まちづくり」について熱くお話していただき
ました。

「アドバンス・ケア・プランニングの実践的取組」
講師 公立富岡総合病院長 佐藤尚文先生
「現場でのACPの取組み～明日からできる10の実践～」
講師群馬大学大学院保健学研究科教授 内田陽子先生

パネルデｨスカッション「看取りに最善はあるか」

MCS研修会 平成31年3月12日

ケアマネカフェ 平成31年2月14日

課題抽出のための意見交換会

フラっと自由参加のケアマネカフェ。
居宅、施設、グループホーム。同じ
「ケアマネ」と言っても、仕事も悩
みも様々ですね。※今後予定は4頁記載

職種ごとの課題を把握するた
め、職能団体代表者等に集
まっていただき、意見交換会
を行いました。
(病院連携室、訪問看護師、ケア
マネジャー、薬剤師、訪問介護、
リハビリ職)

参加者の声（アンケートより）
『⾃分、住⺠同⼠でどのようにすれば
幸せなのか。考える機会となり、時
期を得た講座でした』

参加者の声（アンケートより）
『その⼈にとってのあたりまえを引き出
し受け⽌める。⾃分の考えに先⼊観が
ないか点検する視点を持つ。』

『⼈⽣観 死⽣観 哲学（個⼈の）
をもつことが⼤切』

それぞれの想いや支え方を、自
分事としながら、医師・看護
師・介護施設管理者と様々な視
点を通して考える、とても良い
機会となりました。『要介護状態であっても幸福を感じながら⽣活

ができる⽅法を、本⼈、家族と共に考えてい
きたいと思いました。』

今後も継続して、
様々な職種から直
接的なご意見を
伺っていきます。

平成３０年度はこんなことをしました♪

ACP講演会 平成31年１月29日

4月の異動により介護高齢課長を拝命いたしました。
地域包括支援センター在籍の折りは、皆様には大変お
世話になりありがとうございました。引き続きよろしくお
願いいたします。
さて、安中市では平成29年10月から在宅医療・介護

連携推進事業を安中市医師会へ委託し「在宅医療相
談室あんなか」を運営していただいております。

専門職間の連携拠点として、大変重要
な役割を担っていただく機関と考えており
ますので、皆様のご理解、ご協力をどうぞ
よろしくお願いいたします。

安中市介護高齢課長 大塚由紀子

この度“相談室だより”を発行することにな
りました。今年度も引き続き、皆様の声をいた
だいて、よりよい『相談室』になることを願っ
ております。

安中市医師会長 高橋好一

市民の皆様が安心して住み続け
れられるように、なんでも気軽に相
談下さい。

新年度および相談室だより発行にあたり

事例報告、MCSの使い方の説明後に、
実際のグループにてメッセージ交換をし
ました。研修後「使いたい・使えるかも
しれない」と答えてくれた方はなんと
90％！今後の活用に期待です！

ご参加・ご協力
いただいた皆様
ありがとう

ございました‼



内容：診療所からの紹介患者
の情報共有、緊急往診・看取り
の件数報告、事業所のベッド
の空情報の提供などを行って
います。また医師や専門職から
のミニレクチャーや事業所紹
介などを行っています。さらに
各地域での問題点を各事業
所と情報共有しています。

３月の会議には、訪問対応を
行っている星澤歯科の院長先
生が初参加で熱く議論！！

これからの広がりが
楽しみです♪

内容：連絡事項の確認後、各
回ごとにテーマがあり、医師や
専門職からのミニレクチャー、
事業所紹介、グループワークで
の事例検討やディスカッション
等を行っています。

昨年度１月からは、地域連携
会議の在り方も含めて、「在宅
医療」に向けた

イベントを計画したり！？今後は
地域をみんなでお散歩したり、
ちょっと楽しい企画がありそう
です♪

少しづつ、地域へ・・・

松井田圏域連携会議
（毎月第4土曜 松井田病院にて）

強化型在宅療養支援診療所
病院カンファレンス
地域包括ケア会議

（毎月第1月曜 須藤病院にて）

安中市原市圏域地域連携会議
（毎月第2月曜 碓氷病院にて）松井田圏域 安中圏域

原市圏域

住民相互で協働して、社会資源の発掘及び
開発（人、場所、企業、福祉施設、病院、もの、
しくみ等）を目的に進めています。上記目的を
達成するために、「住民同士の支えあいの気
持ち」を広げる活動に重点を置いて事業展開
しています。
それぞれの立場、環境で地域のために「出

来る範囲」で出来ることを考えて行動するよう
に呼び掛けています。

安中市社会福祉協議会

ちいき⽣活
応援隊

⾃分の地域で、「どんな⽣活のしづらさ
があるのか︖」「元気に楽しく暮らすた
めには、今後どんな地域活動が必要なの
か︖」を話し合う場を概ね⾏政区単位で
設置しています。

今後、地域を支えるしくみづくりで、
相談することがありますので、

ご協力ください。

内容：診療所からの紹介患
者の経過報告、医師や専門
職からのミニレクチャー、事業
所紹介等。その後は、たまに
テーマを設けたりしつつ、フ
リーディスカッション！！グルー
プワークで近況報告や情報
共有を行っています。

「この間こんな研修行ってき
たんだけど、こんなんいいよね
～！」というような話や、転倒
予防について多職種からの
いろいろなアドバイス、これか
らの地域への熱い想いを語っ
たり。

意見交換から想いの交換へ。
今年度はぜひ「顔が見えた」
その先へ♪

安中保健福祉事務所

いろいろな課題
についてディス
カッション！

アドレスはこちら
http://www.pref.gunma.jp/07/k02300001.html

「退院調整ルール」
の⼿引きを

改訂しました‼

病院スタッフさん、ケアマネさん協働で策
定した「退院調整ルールの手引き」を改訂
しました。関係者で意見交換の結果、入院
時にケアマネさんから病院へ情報提供する
ための様式が変更になりました。
平成31年4月からは、改訂後の手引き掲

載の様式をお使いください。
ルールの概要は「安中保健福祉事務所」の
ホームページをご覧ください。

「ゆいまーる」とは、沖縄の方言で「助け合う」「共同作業」「一緒に頑張ろう」という、共に栄えようという思いを込めた、他者への呼びかけであり、
人間の絆を意味する言葉です。

ゆいまーる
地域情報



やがて迎える「死」というゴールに向かって、
寄り添い方・⽀え⽅を考える。

シリーズ
看取りケア

死が迫っていることを⽰す兆候

①呼吸の変化 ・呼吸リズムの変化・下顎呼吸
・死前喘鳴

②意識・認知機能
の変化 ・意識レベルの低下 ・昏睡

③経⼝摂取の変化 ・⾷事、⽔分が取れない ・嚥下障害

④⽪膚の変化 ・四肢の冷感 ・唇、⿐の蒼⽩
・網状の⽪膚(チアノーゼ)・⾊調の変化

⑤情動的な状態
の変化

・精神状態の悪化（せん妄等）
・⾝の置きどころのなさ・落ち着かなさ

⑥全⾝状態の悪化 ・⾝体機能の低下 ・臓器不全
⑦その他 ・医療者の直感

■徐々に死に向かう短いターミナル
●死亡の数週間前までADL、認知機能共に保たれている。
◆死が迫っていることがわかりやすいため、患者・家族共に

物理的精神的準備がしやすい。その反面死を認識するた
め苦悩も大きい。

■緩慢な悪化、危機の繰り返し
●時折重症化しながら長い経過の中で全身状態が低下し

ていく。重症化の際に回復の見通しが不明。
◆死が迫っているかどうか、どの時点で積極的な治療を差

し控えるかの判断が難しく、入退院の繰り返しにより経済
面の負担、介護負担もある■衰弱、予期した死

●長い経過の中で徐々に機能低下する。年単位で進行し、死期がわかりにくい。
◆認知機能の低下を伴うことが多く、家族が医療処置、治療の選択を迫られるこ

とが多い。

Ⅰ 残された時間、これからの変化を知りたい
Ⅱ 本⼈の苦しみ、想いがわからない
Ⅲ どうやって接したらいいのかわからない
Ⅳ これでいいのか、よかったのか、わからない

「遺族調査より 家族の声」

高齢者の終末期に至る軌跡

多くの家族は終末期について
わからない事が多く、『説明用
のツール』を有用だと感じてい
ます。
（参考）これからの
過ごし方について⇒

評価項⽬ 点数
Palliative
Performance
Scale(PPS)
５項⽬全⾝状態評価

10〜20 4

30〜50 2.5

＞＝60 0

経⼝摂取量
顕著に減少 2.5

中程度減少 1.0

正常 0

浮腫
有 1.0

無 0

安静時呼吸困難
有 3.5

無 0

せん妄
有 4.0

無 0

Palliative Prognostic Index(PPI)
予後予測ツール

在宅医療

家族Ⅰ

合計点数が
６点以上の場合：
予後週単位の
可能性が高い

PPIは緩和医療の導入に用いる予後を客観的に予測する
一つの指標です。 項目のPalliative Performance 
Scaleというのは、その方の現在の身体の状態で、正常な活
動を営める状態を80以上、常に寝たきり状態を30以下とす
るもので、これと以下の4項目を加味してその方のだいたい
の予後を判定する目安になるものです。 また、人生を全うす
る時間(とき)が近づくと起こってくるさまざまな兆候を理解し
て、その方の死が近いことを予測することができれば、実際そ
の場面で(状態の変化で)感じる不安や焦燥を多少は
軽減できるかもしれません。
ただし、これらはすべての場合に合致するとは限りません。
迷ったら医師や看護師にお問い合わせください。

ダウンロード
はこちら↓

http://gankanwa.umin.jp/pdf/mitori02.pdf



今後の予定
４月 ５月 ６月

9日(火)14:30～
『認知症サロン スマスマ
ささyell合同開催』
あやこまごころ診療所

18日(木)14:00～
『ケアマネカフェ』
ジョリエやなせ

8日(水)19:00～
『ＭＣＳ教室①』
安中市医師会館

20日(月)19:00～
『情報交換会』
3職種（薬剤師 訪問看護師
介護支援専門員）
安中市役所305会議室

24日(金)13:30～
『あんなかオレンジカフェ』
ウェルシア八城店

病院連携室関連会議
26⽇(⾦)⾼崎安中連携実務者

事業所でのイベントや公開の研修会等の情報がありましたら、
相談室までお知らせください。 次号は7月に発行予定です。

相談室より 医療介護連携マークについて

様々な書類のやりとりや、連絡に対し「書式
の統一や、ガイドライン作成による理解と周
知」や「制度の相互理解の徹底による理解
と周知」には、まだもう少し時間がかかりそう
です。

そのため、各医療機関、各事業所間において、
医療介護連携に伴いやり取りされる書類に
掲示していただく、『共通のマーク』を作成し
ました。

マークの掲示により、「その方が医療と介護
の両方を必要とされている方であり、連携し
て支援するために必要な書類であること」、
「しっかりつないでいただく必要があること」
等を認識していただけるよう、市内医療機関、
介護保険事業所等に周知する予定です。

現在、連携マークハンコを作成しています。
できあがり次第、お届けに伺います。

安中市の市章イメージに
基づき、医療(Medical)と
介護(Care)が連携(手をつ
なぐ)するマークです

MCS教室について

MCSを使っていただけるよう、皆様の状況に
合わせたMCS教室を開催します。
申込は不要。ぜひお気軽にご参加下さい。

場所 安中市医師会館２階講堂
時間 19：00 ～ 20：00

《①超入門編》 登録やログインから自分のア
カウントを整えるまで

《②入門編》 自由・患者グループの作成、メッ
セージ送信等

《③初級編》 患者さんの保管等管理者権限で
できること、運用ポリシー等

①超入門編 5月8日 9月 1月

②入門編 6月5日 10月 2月

③初級編 7月10日 11月 3月

同内容のものを３回づつ行います。詳細につきま
しては、別途ご案内を参照ください。

←ﾒｰﾙは
こちら

今年度の目標は

『つなげる！』です。
頂いた声が少しづつで
も何かにつながります
ように。今年度もご協
力よろしくお願いいた
します！

5日(水)19:00～
『ＭＣＳ教室②』
安中市医師会館

12日(水)13:30～
『ケアマネカフェ』
松井田支所（社協松井田）

14日(金）11:30～
『あんなかオレンジカフェ』
リベルタ(ランチ会）※要予約

認知症カフェ
6日(木) スマスマ

15日(土)  ささyell

※詳細はお問合せ下さい。

病院連携室関連会議
17⽇(⾦)富岡地域連携実務者


