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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

活動報告
参加者
薬剤師 8名
訪問看護師 2名
介護⽀援専⾨員 9名

レクチャー①『薬剤師とは～患者さんのQOL向上のための社会
資源として～』
安中市薬剤師会会長 くすりのはぎわら 萩原 一博氏

レクチャー②『訪問看護の活用方法』
訪問看護ステーション一心 管理者 根岸 勝氏

グループワーク①『薬剤師さんからのレクチャーについて』
グループワーク②『訪問看護師さんからのレクチャーについて』

ミニレクチャーで「活用方法」等についてお
話いただいたあと、それぞれ三職種混合のグ
ループにて情報交換をしていただき、『参考に
なったことや、自職種間で共有しておいた方
がいいと思う事』等をまとめていただきました。

ケアマネカフェ

・限度額ギリギリの時は訪看に相談すれば、
主治医に医療で入れるか相談してくれる。

・月1回から利用可能。月1回の利用が予定
されていれば、緊急時訪問看護加算が算定可

・医療依存度が高くなくても早い段階で訪看
が入ることが可能。（早期に介入することが
重要）

・入浴介助に入ってもらうと、身体状態、皮
膚状態等の確認をしてもらうことができる。

・適切な利用回数など決めかねている場合は、
「とりあえず見に来て」といえばケアマネと
同行訪問可能。利用頻度についても一緒に考
える事ができる。

こんなことしてくれます。 こんなことしてくれます。
・残薬や、薬が多い時（6種類以上の薬の
見直し）、服薬管理が怪しいと感じた時な
ど、相談すれば薬剤師から医師に連絡し、
処方を調整したりすることができる。

・食欲減退など身体の不調に薬が影響して
いることもある。薬を飲まない理由として
『知らないだけ』という場合もある。まず
は薬剤師に相談！

・ケアマネから相談することでもっと情報
が得られ、薬剤師の力を得ることができる。

・院内処方の薬でも『外来服薬支援』が行
える。

4/18 ケアハウス ジョリエやなせ 同時開催 ＡＩケアプラン体験会

グループホームの食事の悩み、ハラ
スメントについてなど、ジョリエさ
んのあたたかな食堂でお話しました。

6/12 社協松井田支所在宅介護事業センター

ＡＩケアプラン、予測や
比較等、活用できそうと
いう声を沢山いただきま
した。
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薬剤師さん・・薬剤師
訪問看護師さん・・訪看
ケアマネさん・・ケアマネ
と記載させていただきます。



安中市薬剤師会より︕

＜ミニレクチャー＞
「介護時の注意点～骨折事故
を起こさないために～」
「地域連携室の取り組みにつ
いて」
急性期の病院では入退院が
毎日複数名。力を尽くしても、
情報不充分なまま入退院なん
てことも、、、。できる限り連携し
ていきます！

松井田地域お散歩企画

連携会議メンバーでまちの中
を歩いてみました♪

松井田町の元気ないところ、元
気なところを再確認！

松井田圏域連携会議
（隔月第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

安中地域リハビリ職種連絡協議会

「安中のリハのことは
安中のリハ職で！」

今後、多職種の方とも交流
を図りたいと考えています。

宜しくお願いします。

＜ミニレクチャー＞
「高齢期に必要な生活習慣病
管理について」
「パーキンソン病治療（2）と高
齢者の運転について」

＜グループディスカッション＞
「独り暮らしの高齢者につい
て」「高齢者の運転について」

独居の方との関わり、今後の
課題ですね・・・

安中市薬剤師会

薬剤師は今こそ国民にとって本当に
必要で頼れる存在になるため、変わ
らなければなりません。
調剤偏重になりすぎた業務を見直
し、ものから人へ仕事をシフトしてい
かなければならないのです。

まだまだ発展途上です。折角相談し
ていただいても上手く解決できない
事もあるでしょう。回答に時間がかか
ることもあるかと思います。

「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

５月３１日 在宅医療研究会（安中市医師会）

それでも、声をかけてくだ
さい。相談してください。
それが何かをかえます。

お願いします！

３圏域（安中・原市・松井⽥）地域ケア会議の現状と課題
令和の時代に向けて〜今後の⽅向性について〜

各圏域会議の現状の課題、今後の⽅向性などを、圏域会議
を担当している先⽣⽅から発表いただき、今後について議
論しました。貴重な情報共有時間となりました。

・顔の⾒える関係は〇
・定期的な話し合いも〇
・地域の課題もなんとな
く⾒えてきている…

さて、次に。
皆で⽬指すものはどんな
姿の「まち」なのか。

開催目的および内容

安中地域の
①リハ職種間の医療介護連携の促進
②地域包括ケアシステムへの対応：介
護予防事業、地域ケア個別会議などに
各施設協力して取り組みを始めた。
③資質向上の研修会を開催(ミニレク
チャー等)。

以上の内容で、幹事施設を決め３か月
に一度集まりを開催しています。



経験したことのない『死』を前に⼾惑
う本⼈を、家族も同様に⼾惑いながら
⽀えています。死の受け⽌め⽅には
個々の価値観が存在し、看取る⽴場に
ある家族の想いも錯綜・変化します。

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

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」

在宅医療

家族Ⅱ

上記を説明し、本人・家族・関係専門職種がそ
れぞれ想定している具体的な治療やケアに差異
がないかを、しっかり確認することが重要です。
また、「辛くてどうしようもなくなった時」のことも
しっかり話し合っておきます。

● 在宅における医療体制、医療の特徴
● 在宅での看取りの対象
● 緊急時の対応方法

連絡ノートの用意など、不安や迷い
について、関係専門職種へ家族が
相談しやすい環境を整えましょう。

症状 本⼈ 家族 ケアのポイント

予期
悲嘆

死への恐怖により⽣
きる意味や価値を⾒
失うことがあります。

・今後の介護の不安
・急変時の不安
・未知の「死」への
不安

死の受容へむけて。これからの⾝体の変化
や、これからでもできることなど、細やか
に説明します。「○○のようになったら
××に連絡を」と具体的な状況と連絡⽅法
を確⽴することで安⼼を促せます。

痛い

毎⽇の暮らしが⾟く
なり、⽣きる気⼒が
失せてきます。

・痛くて⾟そう
・より酷くなる不安
・⿇薬への不安

本⼈の体験している苦痛を明確にし、希望
に沿った緩和治療を⾏うことを説明します。
⿇薬については特に丁寧な説明を⼼がけ、
本⼈・家族の不安を⽀援者間で共有し、本
⼈・家族が我慢して抱え込まないようにし
ましょう。

吐気
嘔吐

⾷べられない不安や、
眠れないことによる
⾝体の疲れ、精神的
な⾟さ

・弱っていくことへ
の不安、

・⾷事が摂れないこ
とへの不安

原因を検討するため、状況観察をしっか
り⾏い多職種で共有し、適切な薬剤処⽅
につなげます。においのするものを避け
るなど誘発要因を取り除く⼯夫もしま
しょう。

せん
妄

場所や時間の感覚が
鈍る、幻覚が⾒える、
怒りっぽくなる、落
ち着きがなくなるな
どします。

・本⼈の変化に対し
ての⼤きな⼾惑い
と、それに対応し
きれない不安

せん妄が起きる可能性を説明し、⼼の準
備ができるようサポートします。家族へ
安⼼感を与えるため、症状の説明と「本
⼈の⾔動の意味付け」などを⾏いながら
かかわるようにします。

死前
喘鳴

⾃然な経過。強く苦
しさを感じることは
少ない。

・とても苦しそうに
感じて⾟い

・死を感じて⾟い

多くの家族は死前喘鳴をとても⾟いと感
じています。原因や⾃然な現象であるこ
とを丁寧に説明しましょう。

温罨法・冷罨法・さする・体位の工夫・気分転換も有効

食事は無理せず食べやすいものを

誘発因子は取り除けるよう努力

症状やその原因、治療やケア方法に関する説明などにおいて、家族と十
分なコミュニケーションを行うことは、不安や不要な心配を和らげる重
要なケアとなります。ケアチーム間でしっかり方針や情報を共有してお
くことが必要かつ大切です。

おんあん れいあん

しぜん

ぜんめい



今後の予定
７月 ８月 ９月

5日(金)13：30～
『あんなかオレンジカフェ』

お休み処 みなとや

10日(水)19：00～
『ＭＣＳ教室③』
安中市医師会館

16日(火)19：00～
『第2回ＡＣＰ研修会』
安中市役所305会議室

17日(土)14:00～
群馬県在宅医療セミナー
『永源寺の地域まるごとケア』
群馬県公社総合ビル
１階ホール

21日(水)13:30～
『ケアマネカフェ』
ナーシングホームあい誉

22日(木)13：30～
『自立支援型地域ケア会議』

安中市役所305会議室

30日(金)13：30～
『あんなかオレンジカフェ』

安中市保健センター

病院連携室関連会議
29⽇(⽉)⾼崎安中連携会議

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10月に発行予定です。

相談室より
安中みんなdeつながり隊について

ＭＣＳ（メディカルケアステーション）
で作成した安中市内医療介護従事者用の
グループです。ぜひご参加いただき、
ネットワーク構築の入り口としてご利用
下さい。（詳しくは別紙参照）

ＭＣＳご利用中の方は、まずは「つなが
り招待」で、在宅医療相談室あんなかと
繋がってください。 ＭＣＳID
consul_annaka@mail.gunma.med.or.jp

ケアプランニングサポート事業

ケアプラン作成AI MAIA契約しています。

AIが膨大な情報の中から、改善可能性の
高いケアプランを提案！そこに、ケアマ
ネさんが利用者さんの個別性を反映させ
ることで、自立支援に向けたケアプラン
を作成することができます。現在のケア
プランとの比較検討などを行うことも出
来ます。

利用方法等詳しくは、各事業所宛にガイ
ドブックをお配りしますので、ご覧くだ
さい。

①超入門編 9月3日（火） 1月

②入門編 10月2日（水） 2月

③初級編 11月6日（水） 3月

←ﾒｰﾙは
こちら

3日(火)19：00～
『ＭＣＳ教室①』
安中市医師会館

7日(土)13:30～
『人生の最終段階におけ
る医療 ケアを考える講演会』
高崎市総合福祉センター
たまごホール

11日(水)19:00～
群馬県在宅医療セミナー

『症例から考える
在宅医療の意義』

安中市文化センター3階
大会議室

20日(金)13：30～
『あんなかオレンジカフェ』
松井田文化会館小ホール

MCS教室開催予定

ホームページ現在の更新情報

在宅医療相談室あんなか で検索♪

頂いた情報などをもとに、随時更新させ
ていただいております。たまにのぞいて
みてください。
＜資源ＭＡＰ＞
※ＭＡＰに表示されている施設をクリックす
ると詳細ＰＤＦのリンクがあります。
・医療機関情報(更新)・通所介護情報(更新)
・住宅型有料老人ホーム情報(新規）
＜その他＞
・ダウンロードコーナー ・在宅医療塾
・事業概要 ・おしらせ等

(次回）


