
平成３０年度第２回佐賀市地域包括支援センター運営委員会議事録 

（司会） 

本日は、大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。定刻となりました

ので、これより平成 30 年度第 2 回佐賀市地域包括支援センター運営委員会を始めさせてい

ただきます。開会にあたりまして、保健福祉部長より、ご挨拶申し上げます。 

（部長） 

皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、平成 30年度第 2回目の運営委員会にご出席

いただき、本当にありがとうございます。また、皆様方には日頃より、高齢者福祉施策は

もとより、佐賀市の福祉行政の推進に何かとご支援ご協力をいただいていることに、改め

まして感謝・御礼を申し上げる次第でございます。もう皆様ご承知の通り、佐賀市の高齢

化率はどんどん伸びております。全国の水準もほぼ同じですけども、27%を超えて 27.4%と

いうところで、23 万 3 千人の市民の中で 6 万 4 千人位が高齢者となっております。その内

の 9 割、5 万 7 千人程度の 65 歳以上の高齢者の方が在宅で生活されている。これらの方の

50％、約半分が独居あるいは高齢者のみの世帯となっておりまして、これから益々高齢者

支援施策、あるいは地域での見守りや支援体制づくりが重要になってくるかと思っており

ます。 

そういった中で、おたっしゃ本舗は、平成 21 年度に各中学校校区で 1 箇所、全体で 15

箇所設置をしております。10 年を経過し、皆様方のご尽力のおかげで、地域に周知されて

地域の頼りにされる存在・組織になってきたかなと考えております。これは、皆様方のこ

れまでの地道な活動の賜物と感謝をするところでございます。そういう中で、おたっしゃ

本舗に、まだまだ多様な問題・課題等を持ち込まれて、いろいろ相談を受けていらっしゃ

るかと思います。そういった、おたっしゃ本舗に求められる役割というのが益々重要にな

ってくるのではないかと思っています。 

そういう中で、佐賀市では、高齢者のモデル事業で、全国に先駆けて始めましたけども、

相談支援包括化推進事業というものを進めておりまして、昨年、窓口の開所をして、その

中に福祉まるごと相談窓口というのを設置しております。ここについては、皆様方、おた

っしゃ本舗等にご相談されることを含めまして、複合的な課題・問題をお持ちの方々の相

談受付ということで開設しておりまして、おたっしゃ本舗と強力に連携して進めることに

よって、高齢者の方あるは市民の方々と地域共生社会の実現に近づくのではないかと思っ

ていますので、是非、福祉まるごと相談窓口をお忘れなくご活用いただきたいと思ってお

ります。 

本日は、地域包括支援センターの「平成 31 年度事業報告」と「平成 31 年度事業計画」

について、また、「佐賀市認知症初期集中支援チーム検討委員会」更に、「地域ケア推進会

議」として、それぞれご協議いただきたいと思っております。運営委員の皆様には、忌憚

のないご意見を賜り、これからのおたっしゃ本舗のより良い活動へと繋がることを祈念い



たしまして、簡単ではありますが、開催に当っての挨拶とさせていただきます。本日は、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

お手元の資料の確認ですけども、お手元に今回お配りしております「平成３０年度第２

回地域包括支援センター運営委員会」というホッチキス止めの資料を一部置かせていただ

いております。これと「委員名簿」、「設置要綱」の三点を事前に送らせていただいており

ました。事前配布分の開催通知の曜日が誤っていたこと、資料 P1～P13 が重複していたこ

とについてお詫びいたします。申し訳ございませんでした。 

運営委員の紹介について、名簿で紹介させていただいております。本日は、６名の委員

から欠席の連絡をいただいております。 

それでは、ここから議事進行を会長にお願いしたいと思います。会長よろしくお願いい

たします。 

 

（会長） 

はい、よろしくお願いいたします。 

本日の会議は 15 時 30 分までの 1 時間 30 分を予定しております。皆様からの忌憚のないご意

見を頂戴したいと思います。 

早速、議事に入らせていただきたいと思いますが、先ほど挨拶にもありましたように、本日は運営委

員会だけでなくて、認知症初期集中支援チームの検討委員会、地域ケア推進会議も併せて予定

しておりますので、時間の都合上、議題の（1）と（2）、平成 30 年度の事業報告と 31 年度の事業計

画を併せて事務局から説明をいただいた後に協議に入りたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（1）平成 30年度事業報告 

  高齢福祉課課長より、資料（P1～P13）に基づいて報告・説明 

  （注釈事項） 

・年度途中のため年度の数値は 12 月までの数値。次年度、第 1 回目の運営委員会にて、

改めて平成 30 年度の最終報告をさせて頂きたい。 

   ・前回（昨年 7 月）の委員会で「おたっしゃ本舗の取り組み状況が見えにくい」というご指摘を

受けて、センターの中心的な業務の総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケ

アマネジメント業務、介護予防ケアマネジメント業務の４つについて、今年度の活動目標、進

捗状況、課題などを掲載した。その全体的な内容についての報告。 

 

（2）平成３１年度事業計画 



  高齢福祉課参事より、資料（P14）で報告・説明 

  

（会長） 

ただ今の事務局の説明に対しまして、委員の方からご意見・ご質問ございませんでしょうか。 

 

（委員） 

30 年度の報告の中に、相談の多様化とありますが、どういうふうに変わってきているのか、それを

踏まえて 31年度の事業計画を作られているはずですので、まず、30年度、どう変わってきているの

か教えていただきたい。 

（事務局） 

この中では、いろんな課題が出てきておりますが、一つの事例の中で、広域的な問題を抱えてい

るような事例も多くなってきているということが挙げられると思います。地域包括支援センターのみで

は解決に繋がらないようなものもありますので、障害であったり、子供さんの分野であったり、他課と

の連携が今後益々必要になってくるのではと思います。おたっしゃ本舗が現在行っている地域ケ

ア会議の中でも、日頃からのネットワーク作りとか関係機関の連携を深めていきたいと思います。部

長のお話の中でもありました福祉まるごと相談窓口との連携も今後益々必要になってくると

思います。日頃から何かのときはすぐに動ける体制作りと併せて、事業計画の中でも対応

力の向上ということも含めまして事業を行っていきたいと考えております。 

 

（委員） 

二つ聞きたい。一つは、今年から始まった総合事業、これが、どういうふうに評価されて、問題がな

かったかどうか。私共のサービス事業者からいうと、いろんな声が聞こえたりしますけど、それがどう

いうふうに行政の方に届いているのかというのが一点、お伺いしたい。二点目。総合的な窓口はこ

れから必要だと思います。特に現場の中では思うのですが、今の包括というのは、あくまで、要介護

者から言って要支援ですね。介護保険制度ができて最初のときは、要支援、要介護でサービスの

中身が施設サービスか在宅サービスかで大きく分かれて線が引かれていた。今は、在宅サービス

に要介護 2 までは提供しないと、施設サービスの方が十分に対応できないよう形になって、そこで

分かれているわけですよね。おたっしゃ本舗は、基本的には要支援を区分しているけど、じゃあ、

要介護１、2 の人のところは、どう介護するの？というのを私は聞きたい。中部広域連合からいくと、

そこは何も話はせずに、むしろ居宅事業部門と包括部門を切り離してもらわないといけない、そうい

うことになっているけど、利用者の状態像からすると一緒だろうと思う。だって、要支援も要介護も、

申請段階の後でしかわからない連携という言葉でそういう人がいると包括さんは、「居宅のどこどこ

に紹介して、その方をフォローします」というふうに言われるかもしれないけど、本来、包括の中に、

おたっしゃ本舗の中にそういうふうな事業を盛り込んでいただくと、そこで一括して終わるわけで、よ

く言う総合窓口。それに対して、今のおたっしゃ本舗・包括の部分については、運営の中で要介護

をコントロールする居宅の部分は切り離してくださいみたいなのが一般的。それをずっと仰るみた



いだけど、もうその考え方は変えた方がいいのではないかと思う。状態像に合わせて、総合的に支

援する体制を佐賀市役所から作っていくんだったら、それを窓口となるおたっしゃ本舗にもそういっ

た機能を持ったおたっしゃ本舗に変えてもいいんじゃなかろうか、と思うのですがいかがでしょう

か。 

 

（会長） 

総合事業の取り組みはどうだったかという総括と、おたっしゃ本舗の役割を要介護対応もするような

体制にという機能にも拘わるご意見でしたが。 

 

（事務局） 

昨年の 10月からの事業でまだ 3 ヶ月の評価で、短期的に個別にマネジメントされた機能の回復を

狙う事業ですけども、これについて私共に業者あるいは高齢者から、今うちでやっている元気アッ

プ教室の部分となかなか区別がつきにくいというお話をいただいたことはあります。10 月から始め

て、3～4 ヶ月経ってやっと少しずつ理解がされてきて利用者が増えてきているところです。連合の

方でＡ型の緩和型というのを始められましたけども、これについてはまだ情報はきておりません。 

（会長） 

よろしいでしょうか。まだまだ取り組みが始まったばかりということですね。2 番目は、ご意見のような

感じも受けましたが、おたっしゃ本舗の役割に関するご意見ですね。 

（事務局） 

おたっしゃ本舗は、地域における高齢者のワンストップ窓口だと思っておりますので、その中で、相

談をおたっしゃ本舗だけでは、やはり、十分解決することは困難だと思います。そのためにも、いろ

いろな専門機関との連携をもっともっと進めていかざるを得ないのかなと考えております。それには、

まるごと相談という機関もありますし、対応に応じた専門的なそれぞれの機関というのがありますの

で、できるだけそこら辺りのネットワークの強化、連携の強化に努めていきたいと考えております。 

（事務局） 

ちょっと補足になりますが。体制については、今からどんどん変えていかなければいけないと思い

ますし、国の制度自体も少し変わってきていますので、その辺よく見ていかなければなりません。た

だ、国とも連動して動いておりますので、他機関連携もやっていますし、そういった中でおたっしゃ

本舗との役割をどういうふうにやっていくかは、今後詰めていくことだろうと思いますし、あとは、協

議体についてもしっかりと立ち上がっているわけはないので、この立ち上げを進めておりますので、

その辺含めて、おたっしゃ本舗が介護だけではなくて、地域の高齢者あるいはいろんな問題を抱

えている方々の相談窓口にもなっていかなければいけないと思っておりますけども、現実としては

介護認定を受けた方、要介護・要支援、こういった方々の、まずは介護をしていただいている。そう

いう中で今、生活支援コーディネーター等も配置しておりますので、協議体の構築あるいは佐賀市

がやっていますチーム力の強化、こういう所と十分連携をとって体制作りをしていきたいと思ってお

ります。総合事業については、始めたばっかりで、機能しているかどうか検討をしなければならない



ので、是非、委員の皆さんからお耳に入っていることについては、佐賀市の方にご報告なりご連絡

いただければ幸いかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（会長） 

おたっしゃ本舗への期待の表れとして、頑張っていただきたいと思います。 

他に委員の皆様から、ご意見・ご質問ございませんでしょうか。最後に、またお受けしたいと思いま

すので、続きまして議題の（3）へ移らせていただきます。 

 

（3）高齢福祉課の関連事業について 

事務局（副課長より P15～P17、参事より P18～P19）説明 

 

（会長） 

ただ今の事務局の説明に対しまして、委員の皆様からご意見・ご質問等ございませんでしょうか。 

 

ございませんでしょうか。    また、最後にお受けしたいと思います。 

 

それでは、以上で運営協議会を終わらせていただきまして、続きまして認知症初期集中支援チー

ムの検討委員会に移らせていただきます。 

 

（4）認知症初期集中支援チーム検討委員会 

 

（会長） 

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（参事より P20～P25）説明 

 

（会長） 

ただ今の事務局の説明に対しまして、委員の皆様から何かご意見・ご質問ございませんでしょう

か。 

（委員） 

今言われたように、上がってくるケースは佐賀がほとんどなもので他のおたっしゃ本舗からも１回

出していただいて対象となるかどうかも検討していけたらいいと思う。それから前に戻りますけど、４

ページ目の総合相談支援業務で、大和の包括の相談件数が大変多いですよね。佐賀と対象人数

はそんないに違いはないと思いますが、相談件数は圧倒的に多いですよね。また、後の認知症に

関する相談実績は少ない。相談件数が圧倒的に多いので認知症に関する相談も出てきそうです

けど少ない。どうしてこういう数字でしょうか。もう一つ、いろんな検討会がされておりますが、８ペー

ジを見ると大和はドクターの参加が多い。その辺で解決されたのかなとも思える。 



 

（包括大和） 

委員のご質問に答えさせていただきます。ご指摘の通り、４ページ目の相談件数が大和だけ突出

しているということですが、実は同程度の数字を挙げさせていただきました。今年度においては、佐

賀市高齢福祉課の方から、件数の取り扱いについてカウントの仕方が示されておりますので、改め

てそれに合わせておりますが、そういう数字が出ております。認知症に関する相談は少ないのでは

というお話ですが、先月、私共の包括の管理者会議の中でも、もう一回再確認しましたが、認知症

の相談の中でも特別迅速に対応しなければいけない件数のみを 43 件挙げていたということで、ち

ょっとした相談と言えば語弊があるかもしれませんが、その辺のカウントの仕方を間違っていたので

はないかと思っております。それから、認知症に関する相談 43件という件数は、今後より多く挙がっ

てくるのではないかと思っておりますので、31 年度の件数の数え方を注意していきたいと思ってお

ります。それから、地域ケア会議実績のところで、ドクターの参加が多いということで、とてもいいご

指摘をいただきありがとうございます。大和包括では件数が多いという背景がありまして、基本的に

はどこの包括もそうなんですが、その比重の多くを関係機関からの相談等の会合を基本としており

ます。そのため、地域のクリニックや病院の先生方との連携を常に図っております。特に認知症に

おいては、かかりつけ医がおられない住民さんに関しては、勿論その住民さんに同意をいただいた

上で、専門医にご相談をするようにして、診察や検査が必要であれば大学病院での診察につなげ

るような対応を行っております。非常に大和町内においては、医療機関の先生をはじめ、要介護の

専門職連携というのは、昨年から特に強く意識して進めておりますので、県域内で解決いているケ

ースというのが多いのではないかと思います。本来なら初期集中支援チームに持っていくケースも

確かにあるとは思いますが、どちらかと言うと、ネットワーク内の日頃の連携の中で、解決を図れると

ころもありますので、こういった件数の表し方になっていると思っております。 

 

（委員） 

なるほど。医療機関との連携について、何かコツみたいなものがありますか。 

（包括大和） 

先生方の所へ伺って、頭を下げながらご相談するのですが、殆どの医療機関の先生方も本当に協

力して下さることが感じられて、私達の話もちゃんと聴いていただく先生方が多いなというのを感じ

ております。その繰り返しで今がありますし、先生方にしてもおたっしゃ本舗を活用いただけている

という実情もありますので。それからもう一つは、北部は１グループの窓口がふじおか病院になって

おりまして、ここの病院の皆さん方も本当に協力的で、やっていただいておりますので、そういった

ところも結果に出ているのではないかと思います。 

 

（委員） 

23 ページのチーム員・包括定例会議の参加者についての質問ですが。作業療法士と管理栄養士

の必要性は何ですか。福祉系チーム員、医療系チーム員とはどういった方か。 



（事務局） 

作業療法士さんと管理栄養士さんは、チーム員としてそれぞれの会から推薦をいただいて入って

いただいています。福祉系チーム員、医療系チーム員というのは、佐賀市の職員の配置として、福

祉系に関する職員、医療系に関する職員として含めてまいす。 

（委員） 

ナース、看護師はないのですか。 

（事務局） 

看護師は認知症初期集中支援チームの専門の職員がおります。 

（委員） 

なぜ、作業療法士が必要なのですか。 

 

（委員） 

厚労省の指針に初期チームに入れるようになっています。栄養状態や運動機能の点から管理栄

養士・作業療法士を入れるようになっています。 

 

（事務局） 

作業療法士さん・管理栄養士さんは、今後、住み慣れた地域で生活を続けていく上で、栄養面の

改善をすればもう少し地域で過ごして頂けるとか、作業療法士さんにはトイレ等が難しくなったりし

たときにちょっとアドバイスをいただくことで自分でももう少しできるとか、専門性を活かした支援に

つなげるために入っていただいております。 

 

（会長） 

確認ですけども、とりあえず、おたっしゃ本舗から該当しそうなものは出していただいて、検討委員

会で絞って対応するという、そういう考え方でよろしいですね。 

 

（委員） 

判断難しいと思いますよね。我々もどうしようかなと思う。逆に、私の診療のときに来られた方に、「こ

の方はどうも」と思うこともあるので、どうぞ遠慮なく出していただきたい。 

 

（会長） 

それでは、他の包括からもできるだけ該当しそうなことがあれば、出していただきたいと思います。 

よろしいでしょうか。他にないようでしたら、最後に地域ケア推進会議に移らせていただきます。事

務局から説明願います。 

 

（5）地域ケア推進会議 

事務局（参事より P27～P30）説明 



特に、30ページの在宅医療介護連携の中の「服薬管理の徹底」が地域課題であることを説明。 

 

（会長） 

では、江口委員よろしいでしょうか。 

（委員） 

この服薬管理の徹底について、我々薬剤師でできることは、要は各世帯に訪問して管理というのが

単純なシステムというか管理になるのではないかと思います。薬局に薬剤師がおりますのでメイン

の処方箋を出すと先生と組みながらケアプランに組み入れてもらえればよいのかと、そういった形

で服薬管理の状況が確認できると思っております。 

 

（会長） 

何か、他にございませんでしょうか。 

 

（委員） 

薬剤師と先生が訪問をしただけではダメではないでしょうか。具体的にいえば、お薬を一包化する

とか。それとその方が、もし独居の場合、そういったことを解決できるようにしないといけませんね。

その辺処し方を主治医にちゃんとお願いしないと、毎日毎日服薬管理が出来るわけないですから

ね。 

 

（会長） 

委員が仰ったように、まず処方される薬が多けば、本当に一包化とか、本人が飲める状態にすると

いうこと。おそらく、どこかの病院から退院されてその状態になられていると思いますので、病院から

退院されるときに在宅での指導とか・・・。 

 

（委員） 

訪問看護になるのではないですか。 

 

（会長） 

訪問看護の活用がいいですね。 

他に何かありませんか。 

 

（会長） 

逆に、包括の方にケアプランに訪問看護を入れて服薬管理をするという発想はありますか。 

 

（事務局） 

そうですね。訪問看護で服薬管理をするプランもありますので、是非指示を出していただければと



思います。 

 

（会長） 

主治医の指示が要るということですね。 

他に委員の皆様から何かございませんか、よろしいでしょうか。 

一応、議題の方まで終わりましたが、全体を通してご意見・ご質問ありましたら。 

 

（委員） 

私は包括の PTAみたいなもので、いろんなことを言ったら、皆様からやられそうですけど。私が思う

のは、今結構包括の働きが見えてきたと思いますけど、地域包括の管理者の人達が大人しくして

おられまして、やはり制度というので、なかなか守るべきものが守られないとこれも運用できないもの

ですけど、運用の中で「ちょっとこういうことやっていただけたらいいんだけどな、さじ加減、働き方

のさじ加減」ということが、現場から出てくれてらいいけどなと思います。うちの現場に言ったって、そ

んなに問題がないように思っているようですけど、実際にいろんな制度を積極的に使う人といくら勧

めても使わない人と使い方が解らない人と、全てのものにそういうところがあると思いますね。だから、

包括の方達が現場で一所懸命頑張っても、その応えられる相手の方が反応ができないとか、今の

若い人というか子どもの虐待にしても、声をあげられない人達のために皆さん頑張っている人と同

じような立場かなと事件を見ながら思っております。佐賀市でこれだけ運営委員会とかいろいろし

て、いろいろな方達も参加していただいているので、こういうときに是非、何か言いたいことがあれ

ば、今日は寝られないと言う人がいれば一言、その人達に言ってもらえば効果的かなと思います。

今まで大分言ってきましたので、もう私は大人しくしておきます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。本当に現場の方を思っていただいてのご発言だと思います。佐賀はかなり

おたっしゃ本舗が定着して、相談しやすいのかなと思います。他の保健所を回ってきて、かなり地

域に定着しているような印象を受けております。 

それでは、以上をもちまして運営委員会を終了させていただきます。本日は、ご協力ありがとうござ

いました。 

 

（司会） 

本日は、長時間に亘りましてご審議いただきましてありがとうございました。次回開催につきまし

ては、昨年と同様 7月頃を予定しております。それでは、これをもちまして、平成 30年度「第

2回佐賀市地域包括支援センター運営委員会」を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 


