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・開業医が多い・昔からの医師とのつながりがある
・アットホーム感（親しみのある関係性）
・山間部に社会資源がない ・歯科が少ない
・従業者の高齢化 ・雪などの自然災害対応
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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

「地図から考える！医療と介護の連携体制」
～2025年にむけて今からできること～

於：安中市役所305会議室 19：00～20：30 参加者42名 圏域ごとのグループに分かれ、資源
MAPを作成し、圏域の「つよみ」や「よ
わみ」を見つけていただきました。

令和元年度 在宅医療・介護連携会議

安
中
圏
域

・医療機関や公共施設等資源が多い
・大きい病院（介護施設併設）がある
・岩野谷地域に開業医が居ない
・資源がいっぱいあるのに、地域内の連携が見えない

原
市
圏
域

・薬局が多い ・公共施設充実 ・生活しやすい
・高齢化率が低い
・通りから外れたところは不便・地域の繋がり希薄
・自分たちの周辺の情報しかわからない

2025年に向けて・・・
それぞれの圏域や地域のつよみを
活かし、よわみを補っていくため
には、どんなことができると思い
ますか？
ぜひ一度考えてみてください。

今回の研修を通し、明日から取り組
めると思ったこと（アンケートより一部意見）

・自分たちの強みを見つめなおす
・施設の場所等の把握
・多職種の方との交流
・地域の中での情報交換の場に参加する
・今回の研修であった方々との縁を大切
にする

つよみ

よわみ

◆こんな意見がありました。（一部抜粋）

ケアマネカフェ

10/18 老健 うららく

ケアマネジャーの皆様が、「事業所の
垣根を越えて情報交換ができる場」とし
て開催してきたケアマネカフェですが、
２月からは、「ケアカフェ」として、ケ
アに携わる全ての皆様（多職種）に、ご
参加いただける場として、開催します♪

12/14 ケアホームえにし

訪リハ新谷先生より、リハビリ
計画書の見方について、レク
チャーしていただきました♪

武井先生も一緒に、在宅の事、
看取りの事などなど、お話し
ました。

２月は『ケアカフェ☕』



＜ミニレクチャー＞
10月「高齢者の心疾患につい
て」
11月「台風１９号襲来時の振り
返り」
12月「感染予防について」

１０月の会議では、「治療をしな
い」という選択肢についての意
見交換がありました。救急搬送
後にはまず最初の治療があり、
その先を望むかどうか、そこから
がＡＣＰ。だけど、その時に本人
に意思確認ができる状態かは
わからない。難しい問題です。

台風１９号を通し、改めて災害
時の自助・互助の重要さを認識
しました。いざという時どう動くか。
考えておくだけでも違いますね。

「退院支援について

事例検討会」

救急搬送から入院になった患
者さんについて、退院支援にあ
たるメディカルソーシャルワー
カーの立場に立ち、支援にあた
りどのような情報を必要とする
か、どの機関と連携していく必
要があるか。
そして、自宅へ帰るならば、ど
のような体制を整える必要が
あるとか、施設への入所を考え
るなら、どのような施設を選ぶ
か等、多職種のグループワーク
で検討・意見交換を行いまし
た。

救急搬送から、「実は生きづ
らさを抱えていた人達」に初め
て支援の手が届くことも、多々
あるのが現状です。

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

12月21日(土)14:00～

＜ミニレクチャー＞
10月「もしばなゲームをしてみ
よう！」
11月「①肺結核～過去の病衣
期ではない～②インフルエンザ
最新情報」
12月「薬剤耐性について」
＜グループディスカッション＞
11月「感染症、誤嚥性肺炎」
12月「近況報告等」

感染症対策として、玄関先に
マスクやアルコール消毒を置い
たり、１２月からは面会制限をし
ている施設も多いようです。

誤嚥が原因と考えられる肺炎
を少なくするには、口腔ケア、嚥
下機能評価、食事中の姿勢・ポ
ジションの調節、食事形態を適
切に調整すること、などが大切
という意見がありました。

「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

安中市医師会主催安中市共催
地域包括ケアシステム講演会

（市民公開講座）

参加者
３８０名（事務局含）

これからの地域づくりにとって避けては
通れない、「認知症」への対応。先生方か
らのお話に加え、認知症カフェ代表者の皆
さんの生の声を伺い、認知症と向き合い、
考え、受け止めるための、貴重な時間とな
りました。

知れば怖くない！「認知症」
～専門職と家族が語る認知症の最前線～

大変わかりやすく、介護する立場、してもらう立
場が自分の事としてとらえられました。

認知症カフェのあることを知って本当に良かった。

歳をとれば、だれでもなれる認知症。感謝の気持
ち忘れずに、ありがとうの言葉を声に出す前向き
の人生にしていきたい。

心配すると病気になり、心配しないで生活すると
病気になりにくい。

真実は二つある。

インスタを活用したポジティブ変換はまねできそ
うだと思いました。

【アンケートより】

12月21日(土)14:00～16：00
於：松井田文化会館大ホール

ご参加いただいた皆様。
周知にご協力いただいた皆様。

ありがとうございました！



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Ⅳ

「看取り」に関するアンケートでは、家族はもちろんのこと、看取りに携わった介護職員も、約
７割の人が「看取りによる気持ちや体調の変化の経験がある」と答えています。

不安や疲労を感じながらの介護。そして、訪れる喪失感、無力感、自責の念。また一方では、
意識の底で、現実に対応しようと立ち直りを試みています。この共存する二つの間で揺れ動
き、心はなんとも不安定な状態となります。同時に身体上も不愉快な反応・違和感を経験し
ます。 これらを『グリーフ』と言います。

『グリーフ』の反応とプロセス

精神（心）
的な反応

身体的
な反応

日常生活や
行動の変化

この苦痛の期間は、まさに“人生の危
機”ではありますが、きちんとサポート
と対処（グリーフケア）がなされれば、
発想や生き方までも変えうるような、個
人のパラダイムシフトへつなぐエネル
ギーを秘めている時期でもあります。

精神（心）的な反応
「思慕」の情を核に、感情の麻痺、怒り、恐怖に似た不
安、孤独、寂しさ、やるせなさ、罪悪感、自責感、無力感
など。

身体的な反応
睡眠障害、食欲不振や過食、体重減少や増加、体力
低下、健康感の低下、疲労感、動悸・息切れ、など身
体の違和感・不調。

日常生活や行動の変化
ぼんやりする、涙があふれてくる、うつ症状、落ち着
きがなくなる、より活発であろうとするなど。

ショック期
思慕・想起

閉じこもり期
うつ的不調

喪失期
疎外感

一日の中でも変化し、日々変化する。
繰り返しの中でやがて回復していく。

充分に悲しみ、何らかの方法で悲しみを表出するには、受
け止めてくれる人の存在や、自らの悲しみを整理していく
作業が必要です。死別を経験しグリーフに陥り、突然不慣
れな環境に押し込まれてしまったとき、じっくりと話を傾聴し
てくれる人、さりげなく寄り添うサポート・ケアは大変心強い
ものです。
信頼できる場での心の開放、悲しみを癒すための機会創
出などにより、レジリエンス（心の復活力や回復力、弾力性
などのこと）を引き出しましょう。

デスカンファレンスには、看取り後に
振り返りを行うことによって、ケアを見
直し、次につなげる意義があります。
また死に直面した職員の
精神的ケアとしても◎です。

日本グリーフケア協会
https://www.grief-care.org/

セルフケアネットワーク
http://selfcare-net.org

訪看STでの
デスカンファ
レンスの様子



今後の予定
1月 2月 3月

17日(金)11:30～
『あんなかオレンジカフェ』

ランチ会（要予約）リベルタ

18日(土)14:00～
市民健康公開講座

『乳がんなんてこわくない』
安中市松井田文化会館 大ホール

20日(月)13:30～
ひきこもり支援講演会

『ひきこもりの長期化と高齢化』
安中市文化センター

３階 大会議室

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R2.4月に発行予定です。

相談室より

ＭＣＳ運用ポリシーについて

ＭＣＳを利用したいのに、「ルールがしっ
かり決まっていないから」と運用が進まな
かった事業所の皆様。
各事業所にて各種情報ガイドラインに沿っ

た運用をしていただけるように、

安中市医師会版 各事業所向け
『ＭＣＳ運用ポリシー作成の手引き』

を作成しています。（2月完成予定）

2月18日、3月25日に開催予定のＭＣＳ教室で
は、

施設管理者様（施設ＭＣＳ管理者、利用につ
いて決裁権をお持ちの方等）を主対象として、

ＩＣＴ利用における情報ガイドライン

およびＭＣＳ運用についての説明会

を開催します。ぜひご参加下さい。

←ﾒｰﾙは
こちら

日付未定 19:00～
『多職種連携研修会』
安中市役所305会議室

25日(水)19:00～
『MCS教室』安中市医師会館

連絡連携ガイドラインについて

医師およびケアマネジャーの、「連携に
ついて」のアンケート結果より

書面での質問や返答に
ついて、様式は統一し
てあった方がよい

質問の記載方法や回答
について等簡単なガイ
ドラインがあるとよい

医師

ケアマネジャー

アンケートについては医師とケアマネジャー
の皆様のみ対象とさせていただきましたが、
「統一様式やガイドラインの策定について」
あるとよいという声が多数となりましたので、
連携時の課題を少しでも解消するものを目指
し、ご意見を伺いながら策定する方向で進め
ていきます。

5日(水)13:30～
『あんなかオレンジカフェ』
物忘れ相談会（要予約）
安中市保健センター

13日(木)13:30～
『自立支援型地域ケア会議』

安中市役所松井田庁舎

14日(金)18:30～
『ケアカフェ☕ 』

安中市保健センター

18日(火)19:00～
『MCS教室』安中市医師会館

29日(土)13:30～
『誤嚥性肺炎予防セミナー』
安中市役所305会議室（要申込）

ホームページ「資源マップ」
についてお知らせ

１２月５日の研修会でのご意見な
どを反映し、構成変更、歯科医院の
掲載、などを行っております。また、
随時アンケートにて収集させてい
ただいてる情報をUPする予定です。
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