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多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェ とは

平成26年1月、飯能地区医師会と飯能地区薬剤師会を中心に、“ワールドカフェ”という話し合

いの手法を用いて、①顔の見える関係を構築する、②同じ地域で在宅（医療）に携わる多職種が

気軽に意見や情報交換を交わす場を提供する、③地域・医療・福祉が連携することで、「住みや

すい、安心して暮らせる飯能・日高」を構築していくことを目的としてスタートしました。その後、何

度かワールドカフェ形式の話し合いを重ね、平成27年3月に役員会を設置しました。それ以降は、

在宅医療・介護連携推進事業の中で何が出来るのかを検討しております。昨年度は、緩和ケア

パスの発行や市民フォーラムを開催しました。今後、在宅医療・介護に関わるすべての人にとっ

て飯能・日高に住んで良かったと感じていただけるような地域づくりや人と人のつながりを作ってい

き、飯能・日高のオリジナルな地域包括ケアシステムが構築していければと考えております。

ワールドカフェ役員会は、①飯能地区医師会、②飯能地区歯科医師会、③飯能地区薬剤師

会、④飯能市柔道整復師会、⑤飯能市民代表、⑥日高市民代表、⑦埼玉県狭山保健所広域

調整担当、⑧飯能市健康福祉部介護福祉課、⑨日高市健康推進部長寿いきがい課、⑩飯能

市社会福祉協議会、⑪日高市社会福祉協議会、⑫飯能市訪問看護ステーションほほえみ、⑬

飯能市介護サービス事業者協会、⑭飯能市地域包括支援センター、⑮日高市地域包括支援

センターで構成しております。

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

☆ルール☆

グループのメンバーは時間になるとシャッフルされます。

・会話は短く簡潔にお願いします。

・相手の話に耳を傾けて、問いに集中してく

ださい。

・他者の意見を批判しないでください。

・アイデアをつなぎ合わせてみてください。

・前向きな意見を、とにかく楽しんで参加し

てください。



日　時　：　平成２６年１月１５日（水）１９時～
場　所　：　飯能看護専門学校
参加者　：　４０名

第１回 飯能・日高地区ワールドカフェ 開催

テーマ

～飯能地区における「地域包括ケアシステム」の構築～

・中身が大変濃かったです。何か成果をぜひ公表して下さい。多方

面への提言になるでしょう。

・今後はプロの集まりはもちろんですが、セミプロを交えた話し合いが

大切だと思いました。さらに人々の輪が大きくなればと思いました。

・引き続き、このような場を設けていただくことを強く希望します。

・職種間の垣根がとれそうです。こんな質問誰に聞けばいいのだろう

と思っている時に顔が浮かぶような関係ができればいいと思ってい

ます。次も参加したいです。

・行政サイドからの人的経済的なサポートが具体的にどの位できるも

のなのか検討して頂きたいと思いました。

・意見の出し合いに夢中になり、職種の垣根を忘れて互いに気軽に

話すことができました。

・ワールドカフェって聞いたときはどういうことをやるのかと思っていま

したが、こんなにも地域のことを真剣に考えている人達がいるという

ことを知る機会になり、すごく勇気が出ました。

参加者の声

第１回ワールドカフェ 構成メンバー

① 飯能地区医師会 …２名

② 飯能地区歯科医師会 …３名

③ 飯能地区薬剤師会 …７名

④ 飯能市 …４名

⑤ 訪問看護事業所 …３名

⑥ 訪問介護事業所 …６名

⑦ 介護支援専門員 …６名

⑧ 地域包括支援センター …７名

⑨ 見学者 …２名

【反省会 １月３０日 ９名参加】

・まずは、多職種で顔見知りになることが大切であり、継続して欲

しいという希望もアンケートから多かった。

・接骨師会、保健所、通所介護事業所、介護保険施設、社協

や日高市にも声をかけよう。

・会を継続していくには、基金が必要となる。

・次回は、５０名程度で出来るといいか。会場を市民活動セン

ターにしよう。

【方向性】

・地域包括ケアシステムの構築を始めていく上で、まずはお互い

のことを理解し、顔の見える関係となっていくことが大事。継続し

てワールドカフェを実施していく。

人数８人×４グループ

話し合い

１５分×４回



日　時　：　平成２６年５月２１日（水）１９時～
場　所　：　飯能市市民活動センター
参加者　：　８１名　（欠席者　１１名）

第２回 飯能・日高地区ワールドカフェ 開催

テーマ

「多職種連携をするには何が大切か」

第２回のワールドカフェは、８１名の方にご参加い

ただきました。「多職種連携をするには何が大切か」

をテーマにして、３回のラウンド毎に課題や自分が明

日から出来ること等内容を掘り下げ、積み上げてい

きました。

冒頭、株式会社エイルから地域医療連携システ

ムのご紹介がありました。端末を利用した情報共有、

業務効率化の状況について知りました。医療機関

や訪問看護事業所、薬局の一部ではi Padを使用し

て業務を実施しています。

当日、参加予定だった方が11名欠席されました

が、８グループの話し合いは、大変盛り上がりました。

飯能に住んで良かったと住

民に思っていただけるよう、

行政も積極的に参加して

いきたい。

（介護福祉課 町田課長）

専門職だけでは２０２５年は乗り切れな

い。地域の方、住民の方の力が必要。

専門職同士の小さな壁をなくすことが

できなければ、地域の壁はなくせない。

プロセスが大事。自分は何が出来るか

を考えていくことが大事。

（大野歯科医師）

・人とのつながりが大切。

・直接会って、話をする機会が大切。多ければ

多いほど良い関係が作れると思います。

・１回目より人数がだいぶ増えていて感動しま

した。これからもさらにいろいろな職種が増え

ていくことを願っています。

・継続は力なりと思います。

・職種の理解が出来る場、情報共有の重要性、

壁をなくすための努力。

・皆とフラットな関係で付き合えれば、フラッ

トな関係になる。

・それぞれの専門性を活かし、いろいろな人を

巻き込むことが大事。

【反省会 ６月２日】

・職能別研修会や事例検討会、スモール

グループにして飲み会、１５職種それぞ

れの職能紹介などの案が出ました。

第２回から、飯能市接骨師会、埼玉県狭

山保健所、飯能市社会福祉協議会、医療

機関の相談員、施設職員、通所介護職員

が加わりました。

人 数

１０名×８グループ

話し合い

２０分×３回

飯能地区医師会の石井会長もご

参加いただきました。

「根底は人・・・。私達は家庭に入っ

ていく仕事。事故があってはならな

い。一人一人の自覚が必要。人間

性を把握して欲しい。この会に多く

の人が集まって欲しい。」



日　時　：　平成２６年１０月２９日（水）１９時～
場　所　：　飯能市市民活動センター
参加者　：　１１４名　（欠席者　１４名）

第３回 飯能・日高地区ワールドカフェ 開催

テーマ

在宅で療養された症例報告 報告 土屋 崇 先生（土屋医院）

第３回のワールドカフェは、土屋先生から症例報告をいただ

き、①職能として出来ること、②継続していくために何がで

きるかをグループで討議しました。土屋先生は、来院困難や

在宅療養の方を対象に訪問診療を行っています。
【Aさん】

４年間、在宅療養されているAさんを引き継ぎ、訪問診療開始。終日ベッ

ド上臥床状態で発語はなく、意思疎通は困難。介助により食事や薬の内服

は可能でした。上気道炎症状、脱水症状に対して訪問看護師より補液を試

行していました。この間、訪問歯科医師などによる口腔ケアを行う。訪問

マッサージ施行。抹消血管確保が困難となり、嚥下障害の出現、四肢の拘

縮進行。鼻腔栄養を開始し、２～３週間毎にチューブを交換し、栄養状態

も維持され順調でしたが、９か月後に仙骨部に褥瘡。その６か月後、唾液

の痰のため胸部喘鳴出現し、呼吸状態が悪化してお亡くなりになりました。

在宅医療の問題点

・どこまで観るのか

患者及び家族との同意、死の受容

・介護スタッフとの連携

急変時の対応、病状の報告

点滴などの診療行為

・情報の共有

診療行為、病状の記録、検査データの共有

・緊急時、不在時の対応

入院施設の連携と確保、家族との同意

・急変時の対応

入院加療の是非、家族への説明と同意

・○○でないとできないことは続かない。スペシャルケアは一時的であ

り、誰でも出来ることを見つける。

・がんの家族外来、遺族外来が国際医療センターにある。受診者プライ

バシーは守られる。

・長期化した場合に介護者の心理的負担となる。いざという時の対応を

関係者で話し合って、安心できるようにする。

・家族が望んでいる在宅での生活、療養を聞き、要望に沿った看護を

行って信頼を築き終末を出来るだけ悔いの残らない看取りができる、

・看取りはその日その日で変わる。それぞれがヘルプ欲しい。具体的な

指示は密な関係性から。

・薬剤師は、介護支援専門員と医師の情報の橋渡しが出来る。

・口腔ケアはとても大切。使わない口は荒廃する。お口から元気に。

・在宅を希望しても途中で変わることもある。本人や家族の気持ちの汲

み取りが大事。

人 数

１０名×１１グループ

話し合い

２５分×２回

【反省会 １１月１９日】

・会長、副会長や役員を置き、組織化するのはどうか。

・日高市も加わって良かった。日高市社協も声を掛け

た方が良い。

・今後は、懇親会と市民フォーラムを開催していったら

どうか。



日　時　：　平成２７年２月１８日（水）１８時４５分～
場　所　：　ヘリテイジ飯能
参加者　：　７３名　（欠席者　２名）

第4回 飯能・日高地区ワールドカフェ 開催

テーマ

多職種による合同勉強会・情報交換会

第４回目のワールドカフェは、行政、訪問看護、歯科

医師、医師からそれぞれ１０分程度報告をいただき、

その後は、会場を隣りへ移して、情報交換会を行った。

飯能市からは、平沼保健師から第６期介護保険事

業計画の中で地域包括ケアシステム構築のための重

点取組事項の紹介がありました。その後、訪問看護ス

テーションほほえみの塩澤看護師、大野デンタルクリ

ニックの大野歯科医師、小室内科消化器科クリニック

の小室医師から症例報告をしていただきました。

大野先生と小室先生からは、共通して関わった方の

ご紹介もあり、こだわりや対応の難しさ、関係者が情報

共有しながら本人と接することで次のケアが充実して

いく熱い思いが伝わってきました。

人 数

９名×８グループ

話し合い

４５分、３０分

★★多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェ 役員会★★

平成２７年３月３日（水） 各団体の代表で構成された役員会を初めて開催しました。会長を飯能地区医師会

の土屋 崇 先生（土屋医院）、副会長を大野 康 先生（大野デンタルクリニック）として、２月に開催された合同

勉強会・情報交換会の反省と市民フォーラムの企画などについて意見交換しました。専門職だけではなく、市

民の意見を聴きながら、厚生労働省が示している在宅医療・介護の連携を推進していくことになりました。



日　時　：　平成２７年８月２６日（水）１９時～
場　所　：　飯能市総合福祉センター
参加者　：　７７名　

日　時　：　平成２７年１１月１８日（水）１９時～
場　所　：　日高市総合福祉センター高麗の郷
参加者　：　８２名　

↑ 認知症相談窓口の相談マップ

多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェ 事業

認知症サポーター養成講座 ・ 認知症相談窓口の設置

５月に行われた役員会の中で、ワールドカフェとして地域の

ために出来ることは何かないか考え、まずは会としてワールド

カフェに参加している各団体が認知症のことを知ってもらい、

認知症の方や家族、知人が気軽に相談できたら良いのでは

ないかいう意見がありました。

８月に飯能市、１１月に日高市で認知症サポーター養成講

座を開催し、保健師から認知症サポーター養成講座標準テ

キスト「認知症を学び、地域で支えよう」を使用し、認知症に

関する基礎知識と認知症相談窓口について、認知症の両市

の取組を紹介しました。

１１月に日高市総合福祉センターで開催した

認知症サポーター養成講座には、８２名の方

が参加しました。南飯能病院の角田先生から、

レビー小体型認知症をはじめとした認知症全

般に関する概要を具体的な事例の紹介してい

ただき、日高市高萩地域包括支援センターと

日高市社会福祉協議会の職員により、認知症

の方の対応について寸劇で披露していただい

た。



日　時　：　平成２７年１０月３１日（土）１３時３０分～
場　所　：　飯能市役所別館２階　会議室
参加者　：　２０９名
テーマ　：　「在宅医療」知っていますか？家で最期まで療養したい人に。
司　会　：　福島　毅（飯能地区薬剤師会　会長）
挨　拶　：　飯能市長　大久保　勝
　　　　　　 多職種連携座談会 飯能地区ワールドカフェ　会長　土屋　崇

多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェ 事業

第１回 市民フォーラム 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 助成事業

基調講演

「家族が認知症になったら～認知症の見つけ方と見分け方、

そして在宅医療とは～」

埼玉医科大学国際医療センター 古屋 大典 医師

古屋先生からは、飯能市東吾野医療介護センターでの勤務さ

れた経験談と、認知症の疾患、特に糖尿病との関連性等につい

て講演いただきました。会場からは、先生から出るユニークな話

に笑い声も時折聞かれました。具体的な症状とその予防法、若

さを保つ秘訣などを教えて頂きました。老いることは、素敵なこと。

薬で治るもの、手術で治るもの、そして予防できるものを紹介いた

だきました。社会、地域との関わりを増やすこと。趣味を持つこと

や若い人と接して輝いていた頃の自慢話をしたり、悩みを聞いた

りすること。気になったら、病院でも行政でも身近なところに相談し

てくださいと話されていました。【パネルディスカッション】

コーディネーター 小川 晃男 医師（小川医院）

パネラー① 「口腔ケアと認知症について」

大野 康 歯科医師（大野デンタルクリニック）

パネラー② 「在宅で家族を見送って」

浅見 光男 氏（市民代表）

パネラー③ 「在宅医療・介護の連携について」

阿部 昇吾（飯能市社会福祉協議会）

パネルディスカッションでは、小川先生にコーディネートしていただき、３名の方に在

宅医療・介護の経験談などを話していただきました。

大野先生からは、歯を失う病気の話と認知症を引き起こす歯周病の話。呼吸や唾

液、姿勢がポイントということ。口腔ケアの関わりによって舌が変化していく様子をご紹

介いただきました。口や食の関わりは生きる意欲を引き出すことを教わりました。

浅見さんからは、最愛の奥様をご自宅で看取られた経験談をお話しいただきました。

病気の発見からわずか２年半、２人の小さな子どもと出来るだけ楽しい思い出を作ろ

うと色々な場所へ出かけてかれたそうです。ご自宅での看病は、小室先生の往診、

訪問看護師やケアマネジャーに本当に助けられました。病気の理解と受容、痛みと

「楽になりたい」という奥様の最期のことば。奥様は、２人の子どもやご主人に対しメッ

セージをノートに書かれていました。最期はこのドレスを着せて。葬儀ではこの曲をか

けて。乳がんの検診率は欧米に比べて非常に低いそうです。年齢に関わらず、皆様

乳がんの検診を受けて頂ければ、初期だったら完治も望めますのでとご紹介いただき

ました。

阿部さんからは、ワールドカフェの紹介と認知症相談窓口の設置普及、緩和ケアパ

スの作成など在宅医療・介護の連携について報告がありました。



日　時　：　平成２８年３月２日（水）１９時～
場　所　：　飯能市市民活動センター
参加者　：　１３７名

第５回 飯能・日高地区ワールドカフェ 開催

ワールドカフェ式 症例検討会

【症例検討】

飯能 太郎 男性 ７７歳 要介護１ ７６歳の妻と２人暮らし

息子は１人いるが県外在住 一戸建て（持家） 浴室・トイレ手すりなし

２人とも国民年金 預貯金あり

既往歴・現病歴：高脂血症、糖尿病、心筋梗塞（ステント留置）

虚血性脳血管障害、逆流性食道炎

局部義歯（毎日の歯磨きの習慣がない）

１６６ｃｍ、６２ｋｇ BMI ２２．５ BSA １．６８

検査値 TP 6.8 GOT 24 GPT 14 LDH 179 ALP 189 γGPT 22

CK 69 TG 57 HDL 54 LDL 85 BUN 18.2 CRE 0.97

UA 4.2 eGFR 58 Na 129.4↓ K 4.84 CL 95.8↓ Ca 4.4

白血球 68 赤血球 383↓ ヘマトリックス 35.7↓ 血小板 28.2

血糖 112 HbA1c 6.8 血圧 138/76 p75

処方 : ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ(100）1錠 ｱｰﾁｽﾄ（10）1錠 ﾊﾟﾘｴｯﾄ（5）１錠

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ(75）1錠 ﾄﾗｾﾞﾝﾀ（5）1錠 …朝食後

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ（5）1錠 ﾌｪﾌﾞﾘｯｸ（20）1錠…夕食後 56日分
＊ 低ナトリウムで前回ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙが削除になり、少しずつナトリウム値も回復を見せる

＊ 残薬に多いもの少ないものとばらつきが見られる。

左記に加え、身体機能と生活機能に

ついて薬剤師会の池田先生から報

告がある。その後、症例の課題につ

いて、付箋を活用してグループワーク

を行い、課題からケアプランを作成し

て「生活の目標」について参加者で検

討しました。最後の１５分は各機関か

らの情報提供としました。

〇 訪問診療について
・・・入間郡市歯科医師会の拠

点として狭山市狭山台の訪問

診療相談センター落合歯科衛

生士の紹介がある。

（大野歯科医師から）

〇 飯能市認知症初期集

中支援チームについて
・・・平成２８年度から医療法人

くすのき会で受託する。チーム

員の田村作業療法士の紹介が

ある。

（角田医師から）

〇 健康サポート薬局
・・・服薬情報の一元的な把握と

管理、２４時間対応、在宅対応、

積極的な健康サポ―ト機能

〇 認知症相談窓口
・・・ワールドカフェの成果として、

認知症サポーター養成講座を

開催し、相談窓口のパンフレット

を作成している。後日、配布予

定です。

（池田薬剤師から）

〇 認知症ケアパス
・・・認知症あんしんガイドを作成

し、市内に配布している。認知症

の程度に対応した圏域ごとの活

動やサービスを掲載している。

（飯能市・田中保健師から）

〇 日高市認知症初期集

中支援チームについて
・・・医療法人弘心会へ委託し

ます。チーム員の居宅介護支

援事業所クレールの平瀬ケアマ

ネジャー、長谷ケアマネジャー

の紹介がある。

（日高市・高橋主幹から）

〇 医療・介護とロボット産

業講演会
・・・３月１６日横瀬町で開催さ

れる講演会の案内がある。

（狭山保健所小島部長から）

関係機関からの情報提供



発　行　：　平成２８年　３月
　　　　　　　B５版　４０頁　４，０００部発行

多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェ 事業

地域連携・緩和ケアパス

わたしと家族の希望する療養生活～地域連携・緩和ケア ノート～

【目的】

飯能市及び日高市では、第６期介護保険事業計画及び老人福祉計

画に基づき、日常生活圏域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構

築するため、関係機関等との連携により、在宅医療・介護連携を推進す

るための環境づくりを進めている。そのような中で、高齢者等が住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるとともに、医療・介護

の関係者等における情報の共有を支援するため、飯能・日高地区緩和

ケアパスを作成し、高齢者の在宅での看取りや急変時での活用を図る。

【内容】

（１）緩和ケアパスの目的、活用方法

（２）本人の希望する療養生活

（３）緊急時の対応、連絡先

（４）医師の役割

（５）地域の医療機関等の役割

（６）療養生活での注意点

（７）療養・介護記録

多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェ役員会及

び飯能地区在宅医療・介護連携推進会議において、緩和ケ

アパスの内容・構成等について検討を行うとともに、関係機関・

団体等の意見を広く聴取した上で作成する。

【役員会】

７月１５日 ⇒ ９月９日 ⇒ １０月１４日 ⇒ １月１３日

【配布場所】

飯能市内・日高市内の医療機関、歯科医院、薬局、市

役所、社会福祉協議会や地域包括支援センターに配布

しています。

【今後について】

今後、住み慣れた自宅で最期を迎える方が増えてくると

予想されております。往診医や訪問看護など医療関係者

と本人・家族がお話をされる際の一つのきっかけにしてくだ

さい。痛みなど症状の変化によって、気持ちも変化するこ

とがあります。その際には、書き直しても大丈夫です。



日 　時　：　平成２８年９月９日（水）１９時～

参加者　：　５８名

↑ 名古屋市医師会が作成した
　　簡易の認知症チェックシート
認知症相談窓口のパンフレットに挿入しよう!!

場 　所　：　飯能市総合福祉センター

優先順位をつけ、共通のスローガンを掲げたらどうか？

「いくつになっても　いつもの暮らし　みんなで支える　飯能・日高」
「好きなこと　活かして今日も　頑張ろう」

「つながり　むすび　のびのびと」
「楽しい輪　広げよう　飯能・日高」

「あなたも　私も　サポーター　支え合う街　飯能・日高」

第６回 飯能・日高地区ワールドカフェ 開催

「認知症相談窓口」の活用方法

昨年度、ワールドカフェで開催した認知症サポーター養成講

座を受講された各事業所が申請いただき、認知症相談窓口と

して本人や家族の相談に対応しています。しかし、あまり活動

の周知や実績がないのも課題となっており、認知症相談窓口

で勤務されている方と地域包括支援センター、ワールドカフェ

役員で課題と今後どのような役割、機能を果たしていけばいい

かを検討しました。 人 数

８名×７グループ
話し合い

３０分×２

広 報

教 育 連 携

・ステッカーが小さい、分かりにくい

・認知症チェック項目を入れてはどう

か？

・飯能テレビや待合室のＴＶ

・スーパーや郵便局、コンビニ、居酒

屋などへ置いたらどうか？

・認知症サポーター養成講座で

・認知症の見つけ方を共有する。

・認知症窓口を掲示しているが、職員

でも知らない人がいる。

・認知症の病識について知る。

・マニュアル化し、どこの施設でも同じ

対応ができるようにする。

・相談内容の把握、研修。

・認知症地域支援推進員

・他職種にどうやって連絡するか？

・若者を含む地域との連携

・認知症の方でもいきいきと暮らせる

地域づくり



多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェ

今後の活動予定

① 認知症相談窓口の充実・広報
・ 認知症サポーター養成講座の開催

（平成２９年上半期）

・ 認知症相談窓口のパンフレット改訂

（平成２９年１０月）

・ 認知症相談窓口対応マニュアルの作成

② 市民フォーラム

【第２回】 平成28年12月24日（土）
・ ご自宅で最期まで療養生活を送れることを知っていただく。

・ 緩和ケアパスの広報、使い方の説明

【第３回】 平成29年 秋

今後も、多職種連携座談会 飯能・日高地区ワールドカフェでは、在宅医療と介護に関わる職

種と在宅療養される方とその家族が望む「わたしらしい生活」を住み慣れた自宅や施設で送れ

るような地域づくりをしていきたいと考えています。２０２５年には、団塊世代の方々が７５歳以

上となります。また、少子化で医療や介護のスタッフが不足することも懸念されています。その

時になって考えるのではなく、今からしっかりと準備していく必要があります。国の示す地域包

括ケアシステムの構築は、自分が住む地域のことを無関心でなく、関心を持ち、自分の出来る

ところから「おたがいさま」の気持ちで助け合っていき、人と人の繋がりを大事にしていくことか

ら始まると考えています!!

③ ワールドカフェ形式の症例検討・情報交換

【第７回】 平成29年 春


