
 

 

別記第１号様式（第７関係） 

会  議  録 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和 2 年度第 2 回豊島区在宅医療連携推進会議 

事務局（担当課） 地域保健課 

開   催   日   時 令和 2 年  9 月 28 日（月） 19 時 30 分 ～21 時 15 分 

開 催 場 所 豊島区医師会館 

議      題 

１ 開会 

(1) 委員交代紹介  

(2) 副会長の指名 

２ 議事 

(1) 各部会の報告 

(2) 在宅医療相談窓口実績報告について 

(3) 歯科相談窓口報告実績報告について 

(4) 在宅医療コーディネーター研修について 

(5) 東京都「在宅療養推進研修」参加報告について 

(6) 区民公開講座事業の実施について 

(7) 令和元年度選択的介護モデル事業の概要について 

(8) その他 

 

公開の

可否 

会  議 

■公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数  3 人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会 議 録 

□公開 □非公開 ■一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

個人情報が含まれるものは一部非公開 
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出席者 

委 員 

田城 孝雄（放送大学大学院教授） 

吉澤 明孝（豊島区医師会地域医療部委員） 

平井 貴志（豊島区医師会代表理事） 

土屋 淳郎（豊島区医師会地域医療部理事） 

水足 一博（豊島区医師会地域医療部理事） 

井口 裕章（豊島区医師会地域医療部委員長） 

田中 宏和（豊島区医師会地域医療部委員） 

高田 靖（豊島区歯科医師会副会長） 

中島 陽州（豊島区歯科医師会専務理事） 

佐野 雅昭（豊島区薬剤師会会長） 

小林 晃洋（豊島区薬剤師会理事） 

檀 直彰（東京都立大塚病院内科部長） 

村崎 佳代子（本町訪問看護ステーション） 

深澤 雅代（ふくろうの杜高齢者総合相談センター） 

榎本 康一（ラック介護支援センター） 

吉田 裕一（あい居宅介護支援事業所） 

新井田 龍一（ふくろう訪問看護ステーション） 

小林 寿美（介護老人保健施設 安寿） 

中辻 康博（豊島区在宅医療相談窓口相談員（ＭＳＷ）） 

会沢 咲子（豊島区歯科相談窓口相談員） 

木川 るり子（区民委員） 

植原 昭治る（池袋保健所長） 

水木 麻衣子（日本医療コーディネーター協会理事） 

※委員の肩書・役職は会議当時のものです。 

そ の 他 

 

事 務 局 

健康担当部長 
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１ 開会 

委員交代紹介 

（１）委員及び事務局新メンバー紹介 

新委員：小林 晃洋（豊島区薬剤師会） 

    深澤 雅世（ふくろうの杜高齢者総合相談センター） 

    島袋 界智（メディカルライナーズ訪問看護ステーション） 

 

２ 議事 

(1) 各部会活動報告について 

【ICT部会】 

○委員 ９月の１６日にＩＣＴ部会を行いまして、参加者は記載のとおりです。報告事項

としては、かねてからあったＭＣＳを使ったネットワーク、豊島区医師会多職種連携ネ

ットワークというものがありまして、後でもお話しますけれども、協定書などを整えて、

皆様にお配りしてというような流れがございました。そういった中で、通称Ｔｏｓｈｉ

ｍａ ｍｅｄｉｃａｌ ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｉｎｔｅｒｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａ

ｌ ｎｅｔｗｏｒｋの略で、「としまるネットワーク」としたことを報告しております。

協定書に関しては、まだ、例えば医師会などはお送りしていませんで、これからになり

ますが、取りまとめ終わって、そういったところの管理を整えていきたいと考えており

ます。そして、この協定書を整える一つの理由にもなったのが、（２）の行政におけるＭ

ＣＳの利用についてというところになりますが、区の個人情報保護審議会で、実はＭＣ

Ｓの利用が通って、行政の担当者が患者さんのタイムラインに個人情報を含めて、書き

込むようなことができるようになりました。事業が全てではなくて、一部の、例えば認

知症初期集中支援だとか、高齢者の相談とかに限ったところではありますが、この個人

情報保護審議会を突破したことが、非常に、豊島区としては誇るべきところかなと思い

ます。それが叶ったということを報告させていただきました。 

  あと、大塚医療ネットのこと、これも取組としては非常にすばらしいものだと思って

おりますけれども、これについての報告がありました。コロナのことがあって、他区と

の連携というのは、今はあまり進んでおりませんが、今後こちらのほうも進んでくると、

都立病院、ほかのところにも広まってくるといいだろうというような話をさせていただ

いております。 

  （４）は、東京都多職種連携ポータルサイトというのは、東京都でつくっているサイ

トがあるのですが、これについてのお話をさせていただきました。今日、医師会にもそ

れのサイト開始しますというような案内が行ったと思います。 

  （５）は栄養管理アプリについて、これは区でつくっているものではなくて、民間の

会社がつくっているものですが、これに協力して、その結果のようなものをお話させて
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いただきました。前回のＩＣＴ部会でもお話させていただいたので、その報告というよ

うな形です。栄養のスクリーニングを使って、次のステップに進める、例えば低栄養の

患者さんを栄養ケアステーションで栄養指導というものができるようになっていますの

で、そういったものにつなげていく、あるいは低栄養の原因が口腔とか、嚥下のところ

であれば、そういったところにつなげていける、そういったような形でのスクリーニン

グになってくればいいというふうに考えております。 

  （６）はコロナ対策ということで、としま在宅感染対策チーム、これは、後でまた部

会の創設のところでお話がありますが、これに関してのお話をさせていただきました。

それに関わることとして、オンライン診療で対応していくというようなことも感染症対

策の一つとしてあるので、そこら辺のお話もさせていただきました。 

  裏面に行きまして、２ページ目の協議事項のところになりますけれども、ＡＣＰアプ

リというものを仮に名前をつけて、つくっております。一応、形は何となくつくってあ

るものはあって、それを最後のページにＡＣＰアプリ仮の画面という形で書いておりま

すが、一応、こういったものをシステム上ではフレームワークといいますが、そこには

め込むような形でつくっています。内容の文言とか運用に関しては、まだまだ検討しな

ければならないことがたくさんあるので、ＩＣＴ部会のメンバーだったり、医師会の地

域医療部在宅医療部門のメンバーで検討していくというような形にしたいと思います。

この在宅医療連携推進会議に参加の皆様方も、ぜひ、このＡＣＰアプリどんなものか見

てみたい、内容について検討したい、ご意見をくださる方がいらっしゃれば、参加者を、

希望者を募って参加していただきたいと思っておりますので、後ほど、個人的にでもお

声がけいただけたらと思います。 

  あとは、今後の実施内容について、あとは、最近行われているＷｅｂ会議であったり、

リモートシステムであったりということをお話をさせていただきました。 

  先ほど栄養アプリの話もしましたが、こういったものを、栄養だけでなく、例えばリ

ハビリのスクリーニングみたいなものに使えたらいいのではないかというような提案も

いただいたりしたので、そういうことも今後考えていけたらと思っております。 

  あとはリモートで利用できるシステムについてということで、私が少し関わっている

事例で、聴診器の音をリモートで届けてもらって、それを聞いて肺炎があるかないか診

るようなことをやってはいるんですけども、それをやっているような会社も、つい先ほ

ど話をしていたら、ぜひ豊島区とも協力して何かできたらということもありましたので、

そういったところもＩＣＴ部会で何か検討していけるといいのかなというふうに今後の

ことは考えております。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

  リモートで、例えば聴診音、肺音を送って、いろいろ判断するというと、いろんな研

究でＡＩを使ってというのもいずれ絡んでくるとか、そういう話になって、どんどん話

は広がっていくと思いますけども、リモートとＡＩ、データベースというのも、未来の
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話ではありますけども、ポストコロナ時代にも関わってくるようなお話だと思います。 

  それから、ＡＣＰアプリは、これ非常に期待をしておりますし、こちらの部会、臨床

倫理の部会のほうが先かと思っていました。で、今年度になりましたが、こちらも非常

に期待が高いと思いますし、としま在宅感染対策チームは、これは今日の後半で話題に

なると思いますので、そのときにお話をまた改めてと思います。 

  大塚医療ネット、これはあした、文京区のほうも同じように在宅医療の会議が動き出

して、あした打合せをしますので、そちらでも大塚ネットのこと、大塚医療ネットにつ

いても触れさせていただければと思っております。 

○委員 ４月から大塚医療ネットの本格運用の予定でしたが、４、５、６、７までは、ほ

とんどコロナでいっぱいいっぱいだったので、やっと秋になって、少し涼しくなって落

ち着いてきて、また再始動始めたところですので、豊島区が本当にうまくいってる、ほ

かの区も少しずつ、ＭＣＳを使っているどんどん広げていこうと思っています。よろし

くお願いいたします。 

○会長 はい、ありがとうございました。やはり、もう区を超えて医療圏、さらに二次医

療圏も越えて、新型コロナもそうですが、その区界といいますか、行政区を超えて患者

さん動いていくわけですね。できるだけ広いところで共通運用できればと期待しており

ます。よろしくお願いします。 

   

【口腔・嚥下障害部会】 

○委員 口腔・嚥下障害部会はまだ開催しておりませんが、来月１０月中の後半には開催

する予定でいます。今回のメンバーは、管理栄養士の方を今まで１名だったのを、もう

一名増員する予定です。これは、先ほど土屋のお話にもありました、訪問ケアステーシ

ョンというのが豊島区にもできまして、そこにいらっしゃる栄養士さんを今度メンバー

に加えて、この検討事項にあるように、訪問栄養ケアステーションとの連携システムの

構築や、医療機関からの栄養士活用の具体的方策について検討しようと思っております。 

  ２枚目のほうに、栄養食事指導の流れというのがあるのですが、現状ですと、診療所

と栄養士さんが契約を結ばないと、なかなか保険請求できないというのがありますので、

そこを何とかうまくできないかというのが、一番の具体的方策についてのテーマかなと

いうふうに思っています。また、同じく、先ほどお話がありました、この栄養管理アプ

リの活用についても、同時にこの部会のほうでも検討して、介護士職の方に分かりやす

く栄養スクリーニングができるようにしていきたいと考えています。 

○会長 はい。ありがとうございました。２枚目は何かシステムみたいなものですか。 

○委員 ２枚目は、厚労省のデータというか、診療報酬から持ってきたもので、これがな

いと、在宅の栄養指導などが結局自費になってしまうので、１回５，０００円とかとな

ると、栄養士さんのほうとしても、ペイができないというので、何かその保険でうまく

回せないかなというところがあったりするので、これをどうやってうまくできるかなと、
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考えているのですが。 

○会長 これ介護報酬ですか、診療報酬。 

○委員 両方。医療と介護両方あるので。 

○会長 両方、分かりました。ありがとうございます。自己負担率が違ったりするので、

またいろいろ大変だと思います。ソーシャルワーカーが出番かもしれませんね。はい。

ありがとうございました。 

  

【在宅服薬支援部会】 

○委員 以前からやっていたのですが、池袋あうる薬局における相談内容を新たに報告資

料にさせていただきました。患者さんからの場合もありますし、ほかでもらっているお

薬の相談があったりとか、制度に対してとか、それから医師の先生からの相談などもあ

りますので、目を通していただけたらありがたいと思います、もう少し積極的にこうい

うことをやっていきたいと思っております。 

  それから、もう一枚、チラシとして、カフティーポンプと PCA ポンプのレンタルの案

内をつけさせていただきました。現在、あうる薬局のほうでは、豊島区薬剤師会のほう

では、カフティーポンプ６台と、それから PCA ポンプ３台を保有しております。そろえ

るに当たって、目的としては、開業医の先生方が、あまり使ったことない方が使いたい

といったときにすぐ対応できるようにというふうに準備しておりますので、その辺のご

周知をいただけたらありがたいと思います。価格に関しまして、なるべく、その点数を

先生方取っていらっしゃる中でも、いろいろ苦労されている部分もお聞きしましたので、

我々、区から半分補助をいただいているので、半分でもいいのではないかということで、

値段を下げて、使いやすくなるように改定をさせていただきました。 

  服薬支援部会としては、まだ開催しておりませんけれども、まだ集まれない中でアン

ケートなどをやって、ケアマネジャーさんですとかにアンケートとかをやって、薬局が

関わりやすい環境、もしくは関わっていく環境をつくっていきたいと思っております。 

○会長 はい。ありがとうございます。この、あうる薬局の医薬品・情報管理センターで

相談受けてますけれども、後ほど、在宅医療相談窓口とか、歯科相談窓口というのがあ

るわけなので、ぜひ、これも薬剤師会のほうで、この相談窓口というのが、同じように、

横並びでできるように、なるといいなと思っています。それからこれは、あうる薬局で、

これは管理しているのですね、これもポンプ。 

○委員 そうです。 

○会長 台数とか足りていますか。 

○委員 今のところは、稼働としては、多いときでもカフティーポンプ４台、PCA ポンプ

１台か２台ぐらいですので、１台は余裕をもってスペアで置いておくのですが、まだ期

間によっては使っていただけるときがありますので。 

○会長 はい。分かりました。何でそんなことをお伺いしたかというと、もう皆さん、お



審 議 経 過        № 5   

 

 

 

忘れになってるかもしれませんけど、医療介護確保促進基金というのが、多分まだある

はずなんですね、あれ生きていると思いますので、多分それで地域包括ケアのほうの介

護系の予算というのが、東京都だけで３０億とか、本来あるはずなので、そういうので

購入することも理論上可能ですし、そういう都道府県があるはずなので、そっちの基金

のことも考慮されたらよろしいのかなと思いました。多分、全体的にもう新型コロナ一

辺倒ではあるのですけれども、そういう基金は、財源が消費税ですから、確実にあるは

ずなので、そちらもぜひご考慮ください。 

○委員 はい。 

 

【訪問看護ステーション部会】 

○委員 まず、訪問看護ステーション部会委員の構成を今年度から変えました。これまで

は訪問看護ステーションの管理者が全て部会員となっておりまして、何と３７名もいま

した。あまり効率的でもなかったので、訪問看護ステーションを豊島区内４ブロックに

分けました。４ブロックの代表を部会員として、また医師会のほうから２名参加をして

いただいて、部会長、副部会長、各ブロックの代表、医師会、というメンバーで新たに

今年度から活動していくこととなりますので、ご報告いたします。 

  今年度の活動計画としましては、意見交換会として、今回は、病院の、近隣病院の、

退院支援看護師、看護相談室の看護師と訪問看護ステーションの管理者とでの意見交換

会を１０月２８日に企画しております。テーマは、コロナ禍における退院支援を巡る課

題と展望ということで、現在、コロナ禍の中での入院では、面会制限等で、面会制限が

あって入院したものの全く面会ができない、緩和ケア病棟に入ってもそうですね。こん

なはずではなかったということで、在宅療養を希望して退院してくるケースも多いので

すが、以前のように、患者様本人や家族を含めた対面による退院カンファレンスができ

ないという状況が続いておりまして、退院支援における病院側と訪問看護ステーション

側の課題と今後の取組について、意見交換することで、こういう状況ではありますが、

安心して在宅療養が開始できるようにということで、検討していきたいと考えておりま

す。 

  やはり実際、日々の中でも、看取り施設での最期を迎えたいということで、施設に入

所したものの、家族は全く面会ができないということで、急遽退所してきた独居のケー

スですとか、または、これもついもう今日の話なんですが、ＡＹＡ世代のがんのケース

で、最期は緩和ケア病棟でということで、ぎりぎりまで、本当に歩けなくなるまで家に

いたのですが、いよいよ先週の木曜日に緩和ケア病棟に入院しました。ところが、これ

がまた面会ができないということで、もう親御さんはパニックになってしまって、急遽

今日退院してきました。本当にこういったケース、緩和ケア病棟に入院したものの、全

く、４０日間とか面会できないという状況の中で、せめて最期を家族や会いたい人に会

わせたいということで退院をしてくるケースとか、かなり増えているのが現状で、先生
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方、もう皆さん、そういったところをかなり体験、経験してらっしゃるかなと思いまし

て。やはり、ただ退院カンファレンスがしっかり行われていない中で、もう急遽退院し

てくるという中で、結構がんの末期に関しては、特にそうですが、そんな中でも安心し

て在宅療養が開始できるように、とにかくスピーディーに対応していく、体制を整えて

いくということが、すごく今重要になってきていますので、そういったところを、病院

の退院支援看護師、看護相談室の看護師と少し協議できたらいいかなと思っています。 

  今、大塚医療ネットの話なんかもありましたけれども、もっと何かＩＣＴを使ったカ

ンファレンスですとか、何かもっと方法があるんじゃないかとか、もっとこういう工夫

をすれば、スムーズな退院につながるんじゃないかとか、そういったことを、生の声で

意見交換できたらいいかなと考えております。 

  あとは、毎年やっています体験研修は引き続き行っていく予定です。勉強会につきま

しては、昨年度に引き続き臨床倫理についての勉強会を考えておりまして、豊島病院の

先生にお願いをして、１月、年明けぐらいに勉強会を開催できたらいいかなと考えてお

ります。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございます。臨床倫理の勉強会については、引き続き、訪問看

護ステーションのほうで主催していただいてということですかね。また、それ以上の発

展は次年度以降考えるかということになるかと思います。 

  先ほども提議されましたが、指定感染症２類相当ですので、これは２月、３月、４月

ぐらいはもう完全に施設、病院が面会禁止ですよね。ただ、それはもう４月、５月、６

月、だんだん緩和してきますし、ｉＰａｄとかＺｏｏｍとか使って、入所中の方と面談

というか、リモートで会話ができるということをやっているというのを、テレビ等でも

やってますので、面会、画面を通してではありますけれども、面会ということまではぎ

りぎり、いろいろな方策とか技術、テクノロジーで可能にはなってきてますので、そう

いう先進事例、幾らでもあるので、そういうのを参考にして勉強していくということに

なるのかと思います。 

 

【リハビリテーション部会】 

○委員 リハビリテーション部会は、今年度部会が開催できておりません。ただ、部会員

の皆様から、業務の状況とか、困っていることをＭＣＳで確認するようにはしているの

ですが、今のところ、皆さん、おのおのの職場の規則にのっとって、感染予防に努めな

がら業務ができているようです。今後、自宅に閉じ籠ってしまったことによって、廃用

症候群とか、誤嚥性肺炎とかが増えると思うので、リハビリで何か協力できることがな

いかというのを部会のほうで話題に挙げて、何か情報発信できればいいかなと考えてお

ります。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございます。確かに、本当に新型コロナウイルスで一番大きな

問題は、リハビリテーションやフレイルとか、そういう介護のほうが実は大きな問題で



審 議 経 過        № 7   

 

 

 

す。高齢者に死亡というか、致死率が高いのは、実は介護の問題もあるのではないかと

いうことになると思います。それは、この後のお話に取っておくということになります

が。部会の５つの部会の発表がありましたが、何かほかの委員の方で補足の発言とか、

ご質問とかありましたら。よろしいでしょうか。 

 

(2) 在宅医療相談窓口実績報告について 

○委員 今年度、４月から８月分までの５か月分の在宅医療窓口実績を報告させていただ

きます。資料の６をご覧ください。 

  １番の相談支援ケースは、表とグラフからも、新規ケースはこの５か月間で８８件と

前年度比較すると、８月末時点でもマイナス３件程度と、ほぼ変わりはないのですが、

５月の新規ケース、緊急事態宣言の中、相談控えなのか新規６件と、ケースも電話も少

ない月となりました。お隣の板橋区の療養相談室にもお尋ねしたところ同じような状況

だったというふうに聞いています。 

  裏面になります。２枚目、多職種連携関連になりますが、２番、３番、表記のとおり

になります。このような状況下ですので、３月以降、ほとんどの会議・研修が中止、延

期の状態となっていましたが、最近では、徐々に工夫した形で再開されつつあります。

包括圏域ごとの多職種連携の会も４月、５月に予定していたものは中止・延期、６月か

ら徐々に各圏域で動き始めています。学会関連でいいますと、ウェブで開催された日本

在宅医療連合学会では、ここにいらっしゃる先生方もたくさん発表されていましたけど

も、窓口からは、猿渡が多職種の連携の会の一環で行っている「いけよんプロジェクト」

の活動でのアンケート分析で発表をさせていただいています。今回、残念ながら声を出

しての発表する機会はなくて、ポスターを閲覧していただく形での参加となりました。 

  次に、参考資料２をご覧ください。最後に、この期間の対応ケースについての事例を

ご報告させていただきます。 

  まず、１番目になりますが、コロナ禍で家から一歩も出たくない、全てオンライン等

での対応を希望されたケースになります。初診からオンラインで対応してもらえる医療

機関の相談があり、もともとオンライン診療を行っている医療機関、薬局の情報収集、

提供し受療支援を行っております。 

  ５つ目になりますが、こちらは要支援レベルの方で大学病院への通院を、包括の職員

の方からご相談があったのですが、どう支援したらいいかという、いわゆる専門職の支

援を行いました。大学病院に通院中で、意思疎通の問題で、大学病院の外来の担当の先

生との話の中で少し口論となったようで、包括職員としても、今後どのように対応して

いいか分からないということで支援者を支援したというケースになります。 

  ７番目になりますが、生後２か月で、あと４日で退院ということで、具体的な調整よ

りも情報提供を希望された病院の看護師さんからの相談だったケースです。他区の病院

に入院中で、４日後には在宅退院予定だと。乳幼児対応の訪問看護の情報について、豊
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島区だけではなくて、隣接区も含めて情報が欲しいということでご連絡がありました。

区内にもステーションが増えてきていますし、またステーション連絡会などとも連携を

取りながら情報収集し、相談を今後もできればなと思っています。先ほど、ステーショ

ン部会のほうからもあったとおり、退院支援のところではソーシャルワーカーも関わる

部分があるかと思いますので、もっと連携が取れたらなと思っています。 

  報告は以上になりますが、最後に８月１７日より相談窓口が２階に移転しております。

もともとステーションがあったスペースに移転していますので、今後ともよろしくお願

いいたします。以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

  在宅医療連合学会での発表お疲れさまでした。ポスターは、なかなかウェブだと難し

いかもしれませんけども、また来年度以降もよろしくお願いします。 

  ８番というのが、区外の病院に入院している方が、在宅で豊島区に帰ってくる方の支

援をされたということでいいんですよね。埼玉の病院に入院中の方で。 

○委員 ８番はそうですね、はい。 

○会長 これが、本来の窓口として 1 番期待されることかとは思いますが。あとは、症例

の１だと、コロナで一歩も出たくないとか。いろいろ議論もあるかとは思います。それ

以外にも、あと、障害のある方で間に入ってという福祉分野の仕事とか、非常に多彩な

ものだと思います。 

  新型コロナで、結局、面会ができないから、結局おうちに帰ってきたというような症

例というのに関わってはいますか。 

○委員 先ほどのお話を聞いて、もっと相談があってもいいのかなと思ったので、やはり

病院の相談員や看護師さんとうまく連携を取って、そういったご相談も受けられるよう

に、もっと入ってもいいかなと思ったのでアピールしていけたらなと思っています。 

○会長 本当にこれは大事な問題なので、本来ソーシャルワーカーの方、特にコミュニテ

ィーソーシャルワーカーとしては、多分そういうのも活躍の場なのかなとか思いながら、

聞いておりました。 

   

(3) 歯科相談窓口報告実績報告について 

○委員 資料の７をご覧いただきたいと思います。４月から８月までの５か月間の新規件

数ですけれども、１１２件ありました。昨年の数値を調べてまいりましたが、１３７件

なので、若干コロナの影響も出ているのかなというところを感じております。 

  次に、資料の３をご覧いただきたいと思います。こちらは、実際の相談内容を記した

ものになります。 

  まず、１件目ですけれども、関節リウマチの患者さんなんですけれども、関節リウマ

チというと結構、歯科では対応が難しいというイメージがありまして、いろいろな歯科

を訪ねたのですが、うちでは診れないということで、たらい回しになってしまってとい
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うことで、高次医療機関からのご紹介であぜりあ歯科にたどり着いて、診療をさせてい

ただいたという事例がありました。 

  あと、２番目ですけれども、高田介護予防センターですとか、あと各地区のひろばと

いうところで、口腔機能向上の健康教室というのがあるんですけれども、そちらに参加

された方が、私たちが、歯科衛生士が出向いて行っているんですけれども、その健康教

室のお話を聞いて、ぜひ歯科の治療をしたほうがいいという気持ちになって、どこがい

いのかという、歯科医院を紹介してほしいというお電話をいただいた事例がありました。 

  あと、３番目ですけれども、こちらのほうは、区報を見てあぜりあを知って、糖尿病

とか、心房細動がある方なんですけれども、歩けなくなってしまったので、あぜりあの

方で訪問に来てもらって義歯を作りたいというご要望がありました。 

  あと、４件目なんですけれども、あぜりあのほうで障害をお持ちのお母様をこちらで

診ているんですけれども、その診ている先生の対応がいいということで、自分も、その

先生にかかりたいということでご紹介をしたという事例もありました。 

  あと、５番目ですけれども、バングラディッシュ人の女の子なんですが、以前、障害

を持ったバングラディッシュ人のお子さんが、あぜりあに通院されていたんですけれど

も、そちらのお父様からの紹介で、またバングラディッシュ人の女の子の方がいらした

んですけれども、こちらは障害をお持ちではなかったんですけれども、一旦、一般の会

員の先生のところに紹介したんですが、やはり言葉が通じないということもあり、いろ

いろ泣いてしまったりということで、対応が難しいということで、また、あぜりあで診

ることになりました。 

  あと、６番目ですけれども、こちらは多分、本町訪問看護ステーションの方からの紹

介だと思うんですけれども、以前、あぜりあではない訪問歯科さんが入っていたそうな

んですけれども、こちらでは、嚥下評価してもらえないということで、あぜりあに切り

替えていただいて、今でもちょっと関わらせていただいているという症例です。 

  あとは、９番目ですけれども、福井県から、また相変わらず他地区からの歯科の問合

せというのが多くて、特に、このコロナの状況で、歯科に気軽にかかれないというよう

なイメージがあるみたいで、お問合せが結構ありました。ネットで検索すると、やはり、

あぜりあ歯科しか、相談窓口というのがぱっと出てこないものですから、やはりそこが

ネックで他地区の方からどんどんご相談が来てしまうという傾向は相変わらずです。た

だ、これより以前の症例だったのですが、何か横浜市のお母様だったのですけれども、

自分のお子さんを虫歯にしてしまって、それを苦に、とても何か自分を責めてしまって、

自分が死んでしまいたいというような感じのことをおっしゃって、訴えがあった方がい

らっしゃったんですけれども、そういうことに対しては、他地区でも丁寧にこちらで対

応しますけれども、診療内容ですとか、あと、かかりつけを教えてくださいとかという

内容につきましては、歯科医師会の先生方とご相談して、お住まいのかかりつけの歯科

医院ですとか、歯科医師会にご相談するようにという方向で、今は対応させていただい
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ておりますので、時間もかなり短縮させていただいております。 

  あと、１０番目ですけれども、６か月健診を受けたばかりだったのですけれども、終

わった途端に歯が生えてきてしまってということで、チェックしてもらえないかという

ご相談がありました。心配でしたら近隣の歯医者さんをご紹介しますよということだっ

たんですけれども、豊島区では９か月、１０か月健診というのも、こちらは歯科の先生

は関わらないですけれども、保健師さんのご相談ということで受け付けているというこ

となので、そちらの方をご紹介させていただいて、保健師さんの対応でよろしいという

ことになりましたので、そのようにさせていただきましたというところです。 

○会長 ありがとうございます。 

  最後の症例は、これはもう母子保健ですよね。もう完全、母子保健の仕事も分担して

いただいて、あと外国人の方もあり、あと、この福井県のというのは、相談窓口、２３

区では豊島区だけでしたよね。インターネットで検索すると出てくるので、歯科の相談

が全国から舞い込んで来ると。これ電話なんですか。 

○委員 電話です。 

○会長 そうですか。母体である歯科医師会も、どうしようかというところですよね。  

あと、インターネットの検索の順位は上げたり下げたり何かできるらしいんですよね、

検索エンジンの入れ方で。なので、区の人には分かるようにというふうにして、全国で

知らないところから、突然、電話が来るということを避けるということは、ある程度、

可能なのかもしれません。どっちがいいのか分かりませんけれども。 

○委員 検討してみたいと思います。はい、歯科医師会とも。 

○会長 ありがとうございます。 

  次回から、今度、ここにあうる薬局の医薬品・情報管理センターの相談というのが、

ご報告があるようになるとよろしいかなと思います。 

   

(4) 在宅医療コーディネーター研修について 

○委員 この研修は２０１０年から始めてちょうど１０年目になります。ケアマネジャー

さんを対象に意思決定支援と合意形成ということをコンセプトに研修を行ってまいりま

した。今回は基礎編なんですけれども、意思決定支援が大事だということを分かってい

ただくような研修として、豊島区の活躍されている先生方にご講師をお願いして、コー

ディネートを私がさせていただくという形式でやっております。今年はコロナのせいも

ありまして１０名、それでも１０名集まったということで、区のほうも大変努力された

んだろうなというふうに思っていますが、参加の理由のところには、豊島区独自の研修

だから参加したという、うれしいお言葉もありまして、１０年続けてこられたので、今

後とも豊島区在宅医療コーディネーターの養成をされた方たちの活躍を先生方にもご協

力いただきたいと思います。以上です。 

○会長 ありがとうございます。 
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  これは、対面、集合対面の研修なんですよね。Ｚｏｏｍとかじゃなくてね。はい、分

かりました。この時期、本来であると、９月以降はちゃんと終息しているだろうという、

みんな思っていましたし、そういうこともあってだと思いますが、きちんと対面、集合

対面で開催できるというのは、非常にすばらしいことだと思います。１０名の参加とい

うことではありますけれども、だからこそ資料、発表資料をぜひきちんと保管して、文

書化というか、今年度以降、それからほかの１０名以外の方に活用できるように文書化

というか、見える化していただければと思います。映像を撮るということも含めて、講

師の方の映像をＤＶＤで残すとか、それから受けられなかった方にＺｏｏｍとか、Ｙｏ

ｕＴｕｂｅで配信するとか、幾らでも可能性があるので、そういうこともご検討くださ

い。もったいないので、ぜひコンテンツ保存してください。 

  何かご質問ありますか。よろしいでしょうか。これは、コンテンツなんか映像として

残すときに追加のお金とかが発生した場合、請求可能なんですかね。 

○委員 それは、私にも分からないです。 

○会長 勇美記念財団のお金、使えるかもしれないのでそれは少し検討しましょう。 

  

(5) その他 

○会長  続きまして、本日の一番、最大のテーマです。感染症部会の創設についてとい

うご提案をいただいておりますので、ここで議事として取上げ、なおかつ委員の皆様の

最終的には、決をいただくということが予定されております。議決案件になっておりま

す。ト書きをちょっと早口で読まさせていただきます。 

  今年の６月、新型コロナウイルス感染症対策を中心に、安心して在宅医療が提供でき

るように検討する、としま在宅感染対策チームが発足しました。これは、有志の会とい

うふうに聞いております。ただ、有志の会ではありますが、このチームは、ほとんどが

ここの場にいらっしゃる方です。 

  チームの世話人代表である先生からご説明をお伺いします。よろしくお願いします。 

○委員 皆さんよろしくお願いします。チームを代表しまして、この場で、感染対策チー

ムのご紹介をさせていただきたいというふうに思います。 

  資料９の裏面ですね。こちらに少し内容を記載しておりますが、皆さん、先ほどから、

もう議論にありますが、コロナウイルス感染拡大して、特に第１波の際には、先ほどお

っしゃいましたけども、病院とか保健所だけでなく、特に地域医療、特に在宅の場にお

いて、大きな混乱が実はありました。例えば、なかなか正確な情報が地域に回ってこな

かったり、あとは感染対策、基本的な予防法、そうしたのが分からない。そして、マス

クや手袋、そういった衛生物品も不足したりして、発熱した患者さんが、実際、そこで

発生しても診察がなかなか難しい、断られるといったケースも見受けられました。この

ような状況で、今後、また第２波、第３波とアウトブレイクも予想され、またインフル

エンザもやってくるかもしれないという不安定な中で、私たち、医療と介護・福祉の従
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業者は、豊島区民の生命や生活、尊厳を守って現行の支援というのが途切れることなく

継続してサポートできるということが重要と考えております。 

  そして、そのために、そこに関わっている「ひと」や「もの」、そしてその「しくみ」

などの情報というのがばらばらではなくて、一元化して管理して、それを提供できると

いうシステムを構築する必要があるというふうに考えました。先ほど、ご紹介いただい

たように有志による、としま感染対策チーム、これはＴＩＴというふうに略しています

が、それを立ち上げて、今活動を行っているところであります。 

  イメージ図にもありますように、例えば、在宅医療を受けている患者さんがコロナ疑

いとなった際に、その情報がＴＩＴに来て、それを把握して、必要な患者さんに対して

診療を行ったり、在宅でＰＣＲ検査を行ったり、そして、また必要な感染防護具を提供

して、訓練を受けた看護師さんやヘルパーのチームが介入するといったイメージになり

ますし、想定としては、もちろん、先ほどの患者さんが自身の発熱したという場合だけ

ではなくて、患者さんの介護者が発熱して介護継続困難となった際にどうするか、そし

て、また事業所内でも感染者が発生して、サービスが提供できなくなったといったこと

も想定されるかもしれません。そして、また、さらには施設内で、クラスターに備えた

対応といったことも想定する必要があるというふうに考えております。 

  具体的な取組の方法ですけども、その下に書いてありますが、５つのチームに分かれ

て各テーマを決めまして、具体策を検討しております。例えば、このコンサルテーショ

ンチーム、主にコールセンター機能についての話合いを行ったり、あとは現場サポート

チーム、これは実際、施設や現場での具体的な支援策などを検討したりします。あと、

ＰＰＥチーム、こちらは感染防護具の管理や供給について、そして、この教育チーム、

これは医療介護職や患者家族を含めたコロナの情報の提供、それから勉強会、そういっ

た機会の提供について検討しています。また、情報チームとしては、適切な情報を発信

するといったところで検討を行っておりまして、現在、参加者は約３９名ですかね。Ｍ

ＣＳのグループラインに登録しています。コアメンバーは、こちらの１７名になります

けども、週１回、金曜日の７時から３０分間、Ｚｏｏｍを用いたミーティングを行って、

情報共有したり、議論しているといった形になります。この一番最後のところに、現在、

１３回ぐらいやっているわけですが、その主な話し合った内容、テーマについて、こち

らをご参照いただければというふうに思います。 

  そのほか、これまでの活動内容としまして、この添付の参考資料のほうにもあります

ように、豊島区のここに書いてあります全部の３３２の介護事業所に対しまして、その

責任者、これは赤いアンケート用紙になりますけども、あとは、その職員様、スタッフ

様向けのこのアンケートを行っております。これは、詳しくは紹介できませんが、一応、

ここにアンケート結果と、アンケート内容をこちらに添付しておりますのでご参照くだ

さい。特に、責任者様向けには、実際、第１波のときにどういったことに困っていたか、

何が不足していたかということをはじめ、また実際に、そのコロナの患者さんが今後、
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発生した場合に施設として、施設または事業所として、どのような対応をしていただけ

るかといったこと、具体的内容まで少しアンケートで聞いております。自由記載欄も設

けまして、それぞれのご意見などもいただいておりますし、職員、スタッフ向けにもア

ンケートを行っておりまして、実際に働いている場での困っていること、望むこと、そ

んなことを、多くアンケート結果をいただいております。いただいたアンケートから、

それぞれ改めて検討事項というのを整理しまして、各チームでどういったことを検討し

ていけばいいかということで、表のほうにまとめている段階であります。 

  あと、資料の一番最後には、区民向けのアンケートというのも実際行っております。

こちらは、薬剤師会とか、歯科医師会の皆さん、ご協力いただいておりますが、こちら、

今、回収してアンケート内容の集計を行っているところであります。 

  また、その資料にありませんけども、これまでに勉強会の依頼もいただいて開催をし

ています。一つは、施設長会より依頼をいただきまして、８月の終わり、２７日に豊島

区施設長会の職員、会長さんに向けた研修会というのを行っています。これは、ＴＩＴ

のメンバーである先生に交渉をお願いして、施設内のゾーニングの話とか、実際のＰＰ

Ｅの着脱などについても研修を行っていただき、特にその着脱については、かなり非常

にためになったとか、そういった感想をいただいております。 

  また、高齢福祉課よりもご依頼いただきまして、９月２４日、２５日には、特養の施

設での勉強会なども行っております。 

  ２０２０年６月より活動しておりますが、やはりアンケート内容などからも現場が抱

える問題点に対応していくためには、やはり相談窓口の一本化とか、ＰＰＥなどの医療

資源の確保、保管、そして職員に対する研修事業といったことなども、多くの対応すべ

きことがあるといったことで、そこに、やはり予算的な措置が必要なことが発生するた

めに、なかなかＴＩＴの有志のチームだけの活動では対応が難しいというふうに感じて

おり、行政と一体となって取り組んでいく必要があるというふうに考えております。こ

こで今回、感染対策部会ということを創設することで、広く多職種と他行政が連携しま

して、問題解決に向けた取組が実現できるというふうに考えます。主に、その部会の役

割は、現場の活動で、そういった課題というのをこの推進会議に諮って、豊島区の施策

に反映することになります。これによって、現行の支援が途切れることなく、在宅医療・

ケアの継続が可能となって、それは、もう今は新型コロナウイルスが注目されています

けれども、それだけではなくて、やはり今後、新たな感染症が発生した場合にも、安全

で区民が安心した生活を送ることができるということにつながるのではないかというこ

と。 

  また、さらには感染症というのも一つの災害というふうに捉えまして、災害が起きた

ときにも対応可能な部会になればというふうに考えて、提案させていただきました。 

  以上になります。 

○会長 ありがとうございます。それでは、メンバーに加わっている先生から補足はござ
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いますでしょうか。 

○委員 今、ご報告あったとおりの活動を行っております。実際に、そういった研修会と

いうことに関しては、既に特養、どういう状況で対応したらいいかということで、研修

会をやってほしいと依頼が来て、行政の方からの依頼が来て、研修会なども行っている

というような状況です。 

  ただ、冒頭でもお話ししたように有志の会という立ち位置でやっていると、どうして

も費用がかかってきたときの対応というのが、なかなか難しい。そういった中でやって

いることは、例えば情報共有であったり、総合支援といったサポートだったりというこ

とに関しては、今、医師会でやっている多職種連携の事業というのが、まさに情報共有

とか、総合支援とかをテーマにやっているので、そこら辺から、ある程度、使える予算

があるのかなということで、医師会に報告しまして、承認をいただいて、その中で、例

えば印刷費だとか、通信費、輸送費ですね。そういうのを使っていますけども、こうい

ったところは、どうしても、この防護服のこととか、いろいろ多職種連携の枠からはみ

出たというか、さらにもっと大きな視点で見ていかなければいけないというようなとこ

ろがあるというふうに考えております。そういったこともあって行政の協力もいただき

ながら、こういった感染対策というのを在宅で行っていかなくてはいけない。今までの

各部会の報告でもコロナ禍における対策というのは、なかなか在宅では後手後手になっ

ている感が物すごくありましたし、そういったことをさらに豊島区として進めていくた

めには、この在宅医療連携推進会議の部会として、お認めいただいて、そういった中で

の活動をしていくということが必要なのではないかなというふうなことを考えておりま

す。 

○委員 先生方がご説明されたとおりなのですけども、僕は、その中での情報チームに入

っていまして、情報チームでは、せっかく豊島区では、ＭＣＳが活用されているという

こともあって、このアンケート結果からも情報に関してはいろんな情報があるけども、

何が正しいか分からない、必要な情報が欲しい、豊島区の情報が欲しいというような意

見も多くありましたので、そういった場を、コミュニティーをつくって発信できる場を

つくりたいなと考えています。以上です。 

○委員 一応、教育チームのリーダーやっているのですけども、この前、研修は２４、２

５と、研修会をやったり、地域包括の東部圏域でも研修をやったりという形で、やはり

正しく恐れるためには正しい知識が必要かなというふうに思っているので、そういった

ことを伝えていければなと思います。在宅医療連合学会のほうでも、在宅医療における

コロナの対応の、今マニュアルだったり、ガイドラインを作っている最中なので、そう

いったのをどんどん広げる意味でも、こういう教育チームがあっていいと思っています。 

  この今回の部会については、最後、この一つの災害に対しての対応可能な部会という

の、これは結構、重要だと思っていて、コロナはいずれ終息してしまったら、この部会

要らないというふうになるのではなくて、また新たな感染症があるかもしれないし、災
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害時でも、やはり被災したところにはこういったチームが入る。だから、豊島区版のＤ

ＭＡＴみたいなような形の部会のようになれればいいというふうに思っているので、ぜ

ひ、これを一つの形として出来上がれば、ほかにも応用できるかと思います。 

  また、いろんな介護事業所であったり、区民が一番最初にコンタクトを取るのは、や

はり保健所だと思うのですけども、保健所は、やはりいろいろな業務で忙しいわけで、

現場に直接、具体的な対応をするのは、なかなか難しいと思うので、できればファース

トコンタクトは保健所で、そこからこのチームで具体的な対応をするというような行政

と連携できる仕組みができればいいというふうに思っております。 

○会長 時限ではなくて恒久的な組織を目指している。 

○委員 そうですね。そのほうがいいと思うんですよね、やはりコロナが終わったら終わ

りではなくて。 

○会長 恒久的というのは、他の先生方も同じですか。 

○委員 はい。 

○会長 分かりました。 

○委員 薬局のほうも、検査途中の患者さんがやってくるという事例が報告されておりま

す。新型インフルエンザの対策のほう、行政のほうでもやっているのですけれども、ま

さに現実に起きた側の話なのかなということで、今回こういうことをいろいろやってい

ることが割と大きな枠ではなくて、地域、地域の対応が見えてくるのかなというのがご

ざいますので、これをやっていくことは、すごく区民全員にも役立つことになると思い

ますし、また、いろんなことに対応できることにつながるのではないかなというふうに

思っております。 

○委員 やっぱり現場で起こっている問題って、なかなか行政に届かなかったり、解決の

持っていくところがなかったりというのが現実としてありまして、今回もサービス担当

者会議に出席した訪問看護ステーションのナース２人は、患者さんは、実は熱発して、

その後コロナ陽性ということが分かって、濃厚接触者となってしまい、そこの訪問看護

ステーションのスタッフ２人は、もちろん、ＰＣＲ検査も受けまして、１０日間は勤務

に就くことができなくなってしまって。その間、訪問看護ステーションの患者様、どう

なるのかといったところの問題、じゃあ、誰が支援サポートするのかという。そういっ

た現場で起こっている問題に対して、在宅医療に関わるみんなが、自分たちの問題とし

て、患者様の支援を途切れることなく、サポートしたり、実際、行くという、現場レベ

ルでの対応できるチームというのが必要かなと思いますし、それは行政との連携という

のは欠かせないところがありますので、こういった公的な場で議論できるのは、すごく

大切なことになっていくと考えています。 

○副会長 ＴＩＴの活動については、医師会としても地域医療部委員会を通じて把握はし

ていたのですけども、その場で提案させていただいたのが、せっかく、これだけの活動

をしているのに有志の会の私的な活動で済まさないほうがいいというふうに考えまし
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た。実際、どういった形で公的な活動に持っていくかというところで、この在宅連携推

進会議に話を持っていくのが一番スムーズかなというふうに先生方とも相談して、提案

させていただきました。 

  確かに、時限的なコロナの感染のみの部会という形でやるという案もあると思います

が、先ほど、先生がおっしゃっていたように、今後の感染災害とかということに備える

という意味での部会、それから在宅に関わるような感染症の問題は、結構いろいろある

と思うので、そういったことも、その場で話し合って対策を練るという形で存在してみ

てもいいのかというふうにも思います。 

  ただ、今後こういった形で部会という形になると、公的な集まりになりますので、あ

る程度、広がりを持って、いろんなところに情報を伝達していただいて、かつ参加に関

しても、いろんな医療機関に対して、公にしていかなければいけないのではないかなと

思いますので、その辺よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

  今、メンバーとして発言された方が４師会のうち、会長が２名、副会長が１名、理事

の方が１名ということで、ある意味、もちろん、これは会議も大事なんですけれども、

ある意味、４師会の連絡会議、連絡調整会議のようにも見える。もちろん、有志の会で

始まってはいるんですけれども、そういう意味でも４師会、協調ということでもいいの

かなというふうに思っています。 

  在宅医療連携推進会議の設置要綱の、部会の設置第８条というところで、「推進会議は

第２条に掲げる所掌事項を効率的に検討するため、必要があると認める場合は部会を置

くことができる。部会は、地域医療の推進に関する専門的な課題について検討し、その

結果を推進会議に報告するものとする」としか書いていないです。部会長を置く、主催

する、指名によるということが、この規定です。この規定の内容でくどいんですけれど

も、必要があって部会を置くことができて、部会は、専門的な課題について検討して、

その結果をここで報告していただく、この範囲において、この部会、感染症対策部部会

の設置を何ら否定するものではないといいましょう。これを断る理由がないというふう

に判断いたしております。 

  ただ、有志の会がそのまま移行するというところは、少し引っかかるところもあり、

それから、さっき言ったように４師会の役員の方々と、それから、ここの委員のメンバ

ーでもありますので、できましたら、その４師会から改めてメンバーをご推薦いただく

というような形を取ったほうが、いろんな意味でいいのではないかなとは思います。 

  それから、予算を一体的にというようなご発言があったのですが、大変申し訳ないの

ですが、この部会の設置の第８条の１項、２項を読む限り、ここの部会はそこまでの権

限がどうもなさそうで、検討していただいて、その結果をここで報告していただいて、

それで必要があれば、それぞれその４師会の方々から、いろいろ行政に発言していただ

くとか、そういうような形と、４師会や介護の方々の連絡調整、検討して意見をまとめ
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るというような存在としてということで、この条文的にくどいですが、設置を妨げるも

のではないなというふうに思っております。なぜかというと、その会長は区長から指名

をされているということでもありますので、区長から指名させていただいている者とし

ては、それは言ったほうがいいのかなと思いました。 

  では、区の考えについて、よろしくお願いします。 

○健康担当部長 区のほうとしては、部会の設置につきましては、非常にタイムリーな話

題でもあるだけではなくて、今後の広がりというのも非常に期待できるかなというふう

には考えています。 

  ただ、先ほど、先生がおっしゃったとおり、予算の要望の会議ではございませんので、

それは別にしていただいて。ただ、今ここで一番最初に冒頭、私のほうでお断りをさせ

ていただきましたが、コロナの関係で本日、事務局の人数を限らせていただいており、

我々しか出ていませんけども、本来であれば、出てくる部署も多くあって、なおかつこ

の部会についても関わるべき部署、多くあるというふうに思っていますので、なるべく

役所のほうでも複数部署で関わるような形で体制を取っていくべきかなと。なるべく、

我々としては役所の部署も多く関わっていきながら、この部会のほうのご要望にある程

度お応えしていくべきなのかなというふうには考えてございます。以上でございます。 

○会長 保健所長のお考えいただけますか。 

○池袋保健所長 今、健康担当部長が話しましたけど、このチームについては、非常に心

強い取組みだと思っております。実際、保健所のほうでコロナが出て以来、いろいろ相

談の中で事業所ごとに出た場合どうするかとか含めて、いろんな相談が出ていまして、

それについて、一つ一つお答えしているのですけど、こういったチームができて、話が

あって、そういった情報を広めていただけると区としても、保健所としても非常にあり

がたいと。ただ、患者さんが出た後の対応については、事業所さんの考え方もあります

し、保健所としては、こうしないといけないということもありますので、その辺につい

ては、いろいろ相談をしながら対応しなければいけないと思っております。以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

  感染症法という法律もありますし、感染症というのは、人から人にうつるということ

で、社会防衛的な観点、人権と社会防衛というのが、なかなか、これが両てんびんなの

か、相反するものかどうか分かりません。両方とも成り立つということだとは思います

けれども、そういうこともあると思いますし、検査も行政検査という検査と臨床検査と

いうのもあると思いますので、患者さんやご家族を守るというのが在宅医療や介護、福

祉です。 

  それから、あと逆に感染を防ぐ。それから、保健所も福祉、住民の福祉のためという

ことでも働いておられるとは思いますけれども、在宅医療、介護、福祉、それからご家

族の保護、それからいろいろ社会的なこと、コミュニティーということについて、こう

いう部会があることはよろしいことかなと思います。ここで、この新しい部会というこ
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とについて、これから決を求めることになるのですけれども、やはり先ほどお願いしま

したとおり、有志の会により始まっていますが、４師会からメンバーを推薦していただ

くという形を取ったほうがいいのではないかなというふうに思います。 

  それから、この部会ができることは８条の２、「部会は、地域医療の推進に関する専門

的な課題について検討し、その結果は推進会議に報告するものとする」これが、この部

会の行えることなので、この設置要綱と部会の設置という文言から言えば、それに、そ

の範囲内ということになりますけれども、それでよろしいでしょうか。 

  もちろん、それで検討して、その結果をここで報告していただいて、４師会等を通し

て、行政と折衝するとか、要望を出すとか、お金の出し方、どこの、さっき言ったよう

に基金を使うのかとか、いろんな補助金がありますから、どうするのかというようなこ

と、区長にお願いするのか、都知事にお願いするのかというようなことも、そういうこ

とをここで検討するということでお役に立てるかと思います。よろしいでしょうか。 

○副会長 とにかく在宅、コロナに関しても、在宅だけじゃないですね、医療は。病院も

あるんです。あと、診療所の先生たちもいるわけですよ。そうすると、ここで、在宅の

というのは、先ほども言ったように、在宅って病院とか診療所よりも特別な環境なんで

すよね。キーパーソンがコロナになったら、その患者さん、どういうふうに診たらいい

かというのは、ここでしか相談できない話になるんです。そういうのを解決するにも在

宅は在宅で、やっぱりコロナの感染対策チームというのをどうしても必要になってくる。

だけど、大本は、やはり病院とか、そういうところも入れて、ご検討いただきたい。な

ぜかというと、この間、病院防災のときに、病院の先生から唾液の検査だけじゃ困ると、

入院している患者で唾液が取れない人がいると。確かにそうなんですね。ですから、い

ろんなところで療養環境によって、いろんな問題が出ている。そこは、統括的に区のほ

うから感染対策の集まりをつくってもらって、していただくのが一番いいのかなと。 

○会長 これは、在宅医療連携推進会議に感染症対策部会を創設するということになって

います。在宅が半分になって、推進会議のほうで、部会には在宅とは書いてないんです

よね。感染症対策部会というふうになっておりますし、この在宅医療連携推進会議は病

院の方も入っておりますので、広い意味で在宅という冠はついていますが、地域医療と

いうことで病院も当然含みますし、それから個人的な要望ですが、４師会の方々が１７

名中１４名なんですけど、理学療法士、ケアマネ、介護福祉士、ぜひ施設や介護系の方々、

ホームヘルプの方々もぜひ先生方、この後、決まると思いますけれども、加えていただ

きたいと思います。 

  それでは、何かほかに質問、発言ありませんか。それがなければ、もう決を採りたい

と思います。 

  感染症対策部会の設置について、異議のある方いらっしゃいますでしょうか。 

（異議なし） 

○会長 大丈夫ですね。 
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  では、異議がないということで、部会長を指名するということになっておりますので、

よろしくお願いします。 

○委員 どうもありがとうございます。 

  いろいろご検討いただきありがとうございます。本当に地域、病院も含めた地域で、

行政と情報をうまく連携して感染症、全体に対して立ち向かえるような、そういう部会

でやりたいというふうに思っています。皆さん、ご協力よろしくお願いします。ありが

とうございます。 

○会長 ありがとうございます。 

  ではよろしくお願いします。部会の構成メンバー、開催日、開催頻度等は部会長と事

務局に一任したいと思います。 

  有志の会で始まっていますし、４師会とか、コアとは思いますが、先ほど言ったよう

に介護の方々もぜひ、それから保健所との関係性はどうなるのかというのは、ここであ

えて触れませんので、その辺はお任せしますけれども、くどいですが、在宅医療を推進

しているメンバーの中で、本当に感染症について、今、近々の課題でもありますが、将

来的にパンデミック、日本、対策を考えてはなかったので、今回２年もすれば収まりま

すけれども、災害やパンデミック、それを言い出すと直下型地震もありますけれども、

そういうときに機動部隊的にする、即応体制、横の連絡をするという即応的な役割とし

て、非常に期待できるのではないかと思います。期待しております。 

  くどいですが、部会の設置で置くことができ、やっていただけることは、地域医療の

推進に関する専門的な課題について検討し、その結果を推進会議に報告するということ

ですので、この会議で報告して、その結果を受けてどうすればいいのかというのをみん

なで考えて、要求するべきことも要求し、かき集めるお金があれば、それについて、ど

うしようか考えるということで、よろしいでしょうかね。 

  はい。それでは、何か他に報告事項はございますでしょうか。 

  特になければ、これで今日の議事を終わりまして、次回を終わりまして、次回の開催

日時です。ここから先は事務局にお願いしますが、基本的に１月の下旬です。秋にかけ

てどうなっているか、分からないところではありますので、１日５００人、１，０００

人以上、新規患者が発生していると、Ｚｏｏｍになるかもしれませんが、現時点では、

対面でやるということで予定しています。事務局よろしくお願いします。 

○事務局 はい、かしこまりました。候補日、事務局のほうで２日上げさせていただきた

いと思います。 

  まず、１日目が１月２６日火曜日、２日目が２月２日火曜日、会場は、こちらの医師

会の講堂を検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

○会長 では、４師会の皆さん、もちろん、４師会だけではないのですけれども、申し訳

ありません。まず、介護系の方も含めてですが。４師会いかがですか。来年のことなの

で。 
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１月２６日で医師会のほうでは問題ないということですが、いかがでしょうか、ほかの

皆様。 では、１月２６日火曜日、この時間でということで、場所はここということで、

よろしいでしょうか。 

（はい） 

○会長 はい。では、決定ということにします。 

  本日の議事は、おかげさまでめでたく感染症対策部会の設置が決まりました。詳細に

関しては、本当に先生方と事務局にお任せいたします。予算に関して、どれだけ後押し

できるかどうか分かりませんけれども、ぜひ知恵をお貸しできればというふうに思って

います。 

  特になければ、本日の議題はこれで終わりたいと思います。皆様と私がお会いできる

のは来年になりますので、よいお年をと思って閉めたいと思います。では、新型コロナ

ウイルス大変だと思いますけど、頑張ってください。 

  では、これで終わります。ありがとうございました。 

 

（午後９時１３分閉会） 
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