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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 いろいろできない間の情報収集で、たくさんのアンケーにご協力いただ
きましたので、一部ご報告いたします。ご協力ありがとうございました。
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について

⾏ったことがある（参加・開催）
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オンライン環境の有無や今後のオンラインを利用し
た取り組みについての実施予定、興味をお聞かせい
ただきました。
環境はある程度整っている状況がみられましたの
で、オンラインと会場の同時開催の仕組みなどを取
り入れつつ、今後も密になりすぎる状況を避けなが
ら研修会、交流会等を企画していく予定です。また
動画配信についても行っていきます。

⾼齢者⼊所施設の救急対応とACP取り組み状況アンケート（医師⽤）
⾼齢者⼊居施設における救急時の対応等についてのアンケート（介護事業所⽤）

「看取り」について課題と思う事

終末期における医療、ケアの意思決定は病状が進⾏し
てから考えたり、話し合ったりすることが多く、本⼈
以外の⼈が同席することがほとんどです。本⼈の真意
ではなくなってしまったり、また、意思をうかがうこ
とが困難なことが多く、家族の意向を聞くことが多い。
問題は⼊所者の家族とほとんど話す機会が持てない事。
本⼈介護者が死を迎えること⾃体、理解できない⼈が
多い。⾃分の親は⽣き続けると思っている⼈もいて、
死を理解させることが難しい例も多く困っている。

本⼈らしく⽣きたか？
看取る状態になる前に、⼊院になるので、
病院と連携するうえで、家族、施設、病院
が看取りの⽅向になるのが難しい
施設が⼩さいため、ほかの利⽤者が不穏に
なることがある
家族が延命治療についての理解していない
ことが多く、説明が難しい
急変時の対応についての説明を家族にして
理解をいただき、看取りを選択してもらう
プロセスが難しい（伝え⽅、⾔い回しなど）

課題抽出のための意⾒交換会

薬剤師
会情報
整理中

９月に安中碓氷歯科医師会、柔道整復師会の
皆さんと意見交換をさせていただきました。
今後医科歯科連携の取り組みや、地域住民へ
向けた取り組みへと繋がることを期待しています。

薬局情報公開に向けての情報収
集や、課題確認のためのアン
ケートにご協力いただいてます♪

対面でのコミュニケーションが難しい中、オンライ
ンでのビデオチャットは、電話よりも良好なコミュニ
ケーションを確保できるツールとなります。
マスクを外して素顔を出せるのも、しばらくはオン
ライン画面の中でになりそうですね・・・

ACPに取り組むうえでの課題や、困難と感じる点

「死」の理解 本⼈の意思の尊重
かかわる⼈達の⽅向性を⼀致させる

そのためには、どんなことが必要でしょうか。

オンライン環境調査票（市内全介護事業所 回答61％）

自由記載部分の
一部です。
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ｹｰｼｮﾝ 17％ 20％ 21％ 35％

オンラインを利用した仕組みの利用状況



＜ミニレクチャー＞
7月 介護事業所での新型コロ
ナウイルス対策

8月「感染防御対策～ガウン・手
袋などの着脱方法について～」

9月 地域包括ケアシステムを利
用した在宅訪問診療の実績

まだまだ、というより、きっとこれ
からずっと気を付けていかないと
いけない、感染症対策。

いままで「いい介護」と言われ
ていた近くに寄り添う介護が、
「近寄るな」になる。何が正解な
のか、明確に答えが出せない状
況だからこそ、携わる人達が気
軽に相談できて、情報交換でき
る。そんな環境が必要ですね。

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

ゆいまーる地域情報

お休み中 お休み中

《 アンケートより感想の一部 》

〇先⽣のお話や考えを聞けてとても良かったで
す。先⽣が⾝近に感じました。今後もよろしく
お願いいたします。
〇電波の関係で、途切れてしまって聞き取りづ
らかった。
〇お話しの内容は良かったのですが、聞き取り
にくいのが残念でした。
〇退院時のカンファレンスなどオンラインでで
きるようになるといいなと思いました。
〇バイタルの危険な組み合わせが参考になった。
〇⾳声が聞こえにくい場合がある。回数を重ね
れば慣れるようにも思う。

数回に分けてスキルアップを
図る形式のオンライン学習会
（ACPや認知症など）

Webex体験会&⼩話会 報告

ご参加いただいた
皆様、ありがとう

ございました。

オンライン形式の研修会について、お気持ちに合うもの
にチェックをお願いします。

オンラインの仕組みを利用して、医療介護連携推進事業として、あったらいいかもと
思うもにチェックをお願いします。（複数可）

アンケート結果も参考
に、今後のICT活⽤の
推進も⽬指し、

『学習会にもなる、オ
ンライン情報交換会』
を開催させていただく
ことになりました。

※詳細は後日
ご案内させてい
ただきます♪



在宅医療

認知症施策

令和２年４⽉
安中市の⾼齢化率は35％となりました。
団塊の世代がすべて７５歳以上となり、全国
で高齢者は、『５人で１人』の割合。群馬県
内では『４人に１人』の割合となります。
２０２５年の群馬県の高齢者は５８万２千人
となり、その中で認知症の人は１１万人以上
になると見込まれています。

安中市内で現状認知症の患者や利⽤者
の⽅々に接して業務をされている⽅が
ほとんどではないかと思います。これ
からさらに認知症の⽅が増えていく中
での国の施策や情報をお伝えできれば
と思います。

大綱の基本的な考え方に、
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもっ
て日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家
族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両
輪として施策を推進 と明記しています。

※ここでいう「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望をもって認
知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会で
共に生きるという意味です。

※「予防」とは「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても
進行を緩やかにする」という意味です。

９月に包括支援センターの認知症サポー
ター養成講座に参加しました。
講座の中で今年１月にNHKで放送された

「認知症の第一人者が認知症になった」と
いうタイトルの番組の話がありました。認知
症の早期発見のスクリーニングテストであ
る長谷川式簡易知能評価スケールを考案
した、長谷川先生のドキュメンタリーです。
認知症の専門医である長谷川先生ご自身
が認知症と診断されたとき、何を感じたの
か、家族はどのような葛藤を抱くのか、認
知症の患者さんにかかわる専門職の皆さ
んも考えさせられるような内容なのかな
と思いました。

いろいろ印象的だったところはあります
が、長谷川先生の言葉に、「認知症になっ
ても景色は変わらない。普通だよ。変わら
ない」とありました。認知症の方の尊厳や
権威と向き合うこと、日々の業務では難し
いこともあるかと思います。
認知症になってもその方の尊厳を意識

できたらと思いました。

令和元年 認知症施策推進関係閣僚会議において
「認知症施策推進大綱」が取りまとめられました。

認知症施策推進大綱

詳しくは、
厚⽣労働省
ホームページ

認知症対策関連情報
⻭周病予防と認知症予防
アルツハイマー型認知症は「アミロイ

ドベータ（Aβ）」などの異常なたんぱく
質が⻑年少しづつ脳に蓄積し発症や進⾏
につながるとされています。
⻭周病の原因菌（嫌気性菌）やその毒
素が⾎管を通じて体内に侵⼊することで
Aβが体内で作られ、脳に蓄積することが
解明されていたが、蓄積の仕組みは詳し
くはわかっていませんでした。
しかし、九州⼤学や北京理⼯⼤（中国）
などの研究チームがマウスの実験にて、
⻭周病菌が異常なたんぱく質を脳に蓄積
させることを加速させてしまう事が明ら
かになり、⻭周病の治療や予防で、認知
症の発症や進⾏を遅らせることができる
可能性があると発表しました。
⼝腔ケアの⼤切さや定期的な専⾨家によ
るクリーニングの重要性を考える情報と
なっています。

2020年10⽉
九州⼤学研究
チームが発表



10月 11月 12月

ご意見・ご要望は在宅医療相談室あんなかへ 次号はR3.1月に発行予定です。

相談室より

相談室おすすめのYouTubeチャンネル情報

Winwinチャンネル
たべまちロードシリーズ 最期まで口から
食べるをとにかく追及していきます。

事例提供のお願い

在宅医療相談室あんなか市民向けホーム
ページ、実際の暮らしをみてみよう（在宅医
療事例集）では、掲載事例を募集しています。
個人情報に配慮した状態で実際に生活されて
いる利用者様の様子、実際サービス提供を
行っている事業所様からのコメントなどを掲
載していく予定です。

掲載事例を募集しております。提供してい
ただける事業所の方は、ご連絡下さい。

提供様式や、事例募集についての詳細は、
ホームページに掲載してあります。

ご協力よろしくお願いいたします！

事例提供はこちらから
http://pp.musubu-annaka.info/jirei/
掲載事例ページはこちら
http://pp.musubu-annaka.info/category/case/

今後の予定

１5 日（火）13：30～
サービス調整会議&研修会
安中市役所305会議室

１８日（金）19：00～
『緩和ケア』ｵﾝﾗｲﾝ集中講座
ケースから学ぶ緩和ケアの
鎮痛 鎮静

（W ebex開催）

ご利用ください♪

〇オンライン相談室

平日 １５時３０分～１７時の間（対応でき
ない日もあります） WebexMeetingルームを
開放しています。

ミーティングID：170 026 7019

オンラインに親しむための場として、また、
他事業所の方との打ち合わせの場としてもご
利用いただけます。ご活用ください。

〇動画配信および各種ツール

現在様々な企画での動画作成を行っており
ます。また、認知症や口腔機能などの評価
ツールを活用した、相談しやすくなるシート
も作成中。整い次第ホームページにアップし
ていきますので、ご活用ください。

〇MCSグループ安中みんなでつながり隊

メンバー募集中です♪

詳細は同封別紙をご覧ください♪

７日（水）13：30～
多職種連携研修会
『お看取り時期の119』
安中市役所305.306会議室

２０日（火）13：30～
サービス調整会議&研修会
安中市役所305会議室

２９日（木）17：30～
高崎安中地域連携実務者会議
（Zoom開催）

１３日（金）19：00～
『緩和ケア』 ｵﾝﾗｲﾝ集中講座
在宅緩和ケアのくすり
～鎮痛 鎮静 ほか～
（W ebex開催）

１７日（火）19：00～
碓氷安中ケアマネの会
安中市医師会交流会
（W ebex開催）

１８日（水）13：30～
サービス調整会議&研修会
安中市役所305会議室

２４日（火）13：30～
退院調整ルール代表者会議
安中市役所305会議室

１月の講義は、
「臨死期のケア」
を扱う予定です。

高梁市公式チャンネル
行政放送ですが、いろんなコン
テンツがあります。様々な専門
職の紹介もあります。


