
（東近江地域医療連携ネットワーク研究会通信 平成23年5月30日第44号）

研究会報告 第４２回 三 方 よ し 研 究 会 が 開 催 さ れ ま し た

患者よし＊機関よし＊地域よし の東近江地域を目指して

【日 時 】 平成２３年５月１９日（木） １８：３０～２０：３０

【会 場 】 （当番）リハビリセンターあゆみ 東近江市立能登川図書館

【参加者】 医療関係者［５７人］介護関係者［２９人］行政等［２５人］

合計１１１人

【参加者の所属】 医療関係［３３機関］ 介護関係［１１機関］

行政等［１３機関］

【参加者の医療機関・・・今回から順（医療→介護→行政等）に紹介します】

東近江医師会、近江八幡市蒲生郡医師会、湖東歯科医師会、

薬剤師会（近江八幡、東近江）、歯科衛生士会、湖東記念病院、

日野記念病院、近江八幡市立総合医療センター、ｳﾞｫｰﾘｽﾞ記念病院、

近江温泉病院、東近江敬愛病院、神崎中央病院、国立滋賀病院、

蒲生病院、能登川病院、八幡青樹会病院、青葉病院、

滋賀医科大学附属病院、その他管外機関(2)

テーマ：地域医療の担い手を育てる 地域「里親」による医学生支援プログラム

情報提供者：滋賀医療人育成協力機構 中森 愛子さん、呉竹 仁史さん
話題提供

リレートーク 湖東記念病院 松田昌之先生 からのメッセージです （２）

平成１９年７月に角野東近江保健所長（当

時）の声かけで地域医療連携先進地域の一

つ、香川労災病院でのシームレスケア研究会

を２０数名で見学し、９月に東近江地域医療連

携ネットワーク研究会として脳卒中診療連携

からスタートして以来３年９ヶ月が経過しました。

今や脳卒中だけにとどまらず、医療全般から

介護まで含めたこのような大きな会に発展して

きたことは、この地域を思う参加者皆さんの熱

意の表れだと思います。

本研究会からの情報発信が地域の皆さんの

お役に立つことを願っています。

－１－ －２－

リハビリセンターあゆみ様

～ありがとうございました～

当日の会場準備、それまでに保健所へ打合せのため

に何度も足を運んでいただき、ありがとうございまし

た。維持期を担っていただくリハビリセンターあゆみ、

能登川園の取り組みを研究会の皆さんに伝えていただ

けたことがきかっけで、在宅ケアへの様々な思いを交

換することができました。感謝します。

能登川図書館の皆さんにもご協力いただき

ありがとうございました。

☆【地域｢里親｣による医学生支援プログラムとは・・・】

平成１９年度に文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」に採択され、２２年度末で４年間のプログラム

が終了しました。

将来、滋賀県で医療活動を行うことを希望する医学生と看護学生を、入学時から地域で活躍する同窓生や地域に暮らす住民が

「里親」「プチ里親」となって支援することで、地域医療に対する関心を持続・発展させ、「自ら望んで地域の医療に携わる医療人」

として養成し、深刻化する地方の医師・看護師不足の解決を目指す取り組みです。

→→→ 国のプログラムが終了した以降は、民間非営利活動団体「滋賀医療人育成協力機構」を設立し｢滋賀県が好き」な医療人を、

県民や県下の関係機関が協力して育成支援を継続することとなりました。
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滋賀そして東近江地域が好き！と言ってくれる医療人の育成支援に私たち‘三方よし研究会’も参加し、

地域医療＝顔のみえる仲間で取り組む地域医療の醍醐味を伝えていきたいと思いました(^^)
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〈場 所〉 近江温泉病院
〈内容（案）〉 ◎ ３０分学習会：写真家の国森さんから在宅医療の現場を情報提供していただきます

◎ 事例報告/検討：近江温泉病院から回復期、維持期の事例を報告していただきます

◎ 薬剤師会さんから情報提供 ◎ 前回グループワークの報告 などなど

テ ー マ ； 能登川園流 終末期の関わり方

講 師 ； 特別養護老人ホーム能登川園 事務部長 伊藤 善行 さん

テ ー マ；在宅復帰が困難な事例のバリアンスを考える

報告者：（急性期）近江八幡市立総合医療センター (回復・維持期)リハビリセンターあゆみ

理学療法士 原田真宣さん リハビリ課 北村健太郎さん、施設ｹｱﾏﾈ 吉岡秀樹さん

次回 三方よし研究会 〈日時〉平成２３年６月１６日(木) １８：３０～２０：３０

３０分

学習会

事例報告

検討

三方よしポストが三方よし研究会場に仲間入り！ どんなことでもＯＫ！ ご意見をお待ちしています。

◆ 全国介護保険サミットｉｎ東近江
平成２４年１０月４日（木）～５日（金）に、八日市文化芸術会館を中心に開催されます。全国から1,000人が参加される予定です。 企画の中に

三方よし研究会の動きを組み込めないかと検討中です。みんなで力を結集し、盛り上げていきましょう！

◆救急車利用マニュアル
消防庁において、「救急車利用マニュアル」が作成され、消防庁ホームページ（www.fdma.go.jp）に掲載されています。

テーマ：救急車を上手に使いましょう！ ～救急車 必要なのはどんなとき？～

内 容：「救急通報のポイント」「ためらわず救急車を呼んでほしい症状」「救急車の呼び方」など ぜひ一度ご覧ください。

◆第１３回東近江認知症ケア・ネットワークを考える会
６月２３日（木）１８：３０～ 東近江市五個荘福祉センター２階 で開催されます。

テーマは、介護現場からみた医療との連携について、ＮＰＯ法人加楽の楠神さん、ＮＰＯ法人木もれびの森村さんが報告・提案予定です。

◆東日本大震災 小梶さんから義援金について協力依頼と現況報告をしていただきました。

◆ 伊藤事務部長さんから報告していただいた内容の一部を紹介します。

近江温泉さん！

お世話に

なります

＝情報提供＝
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［１］能登川園の概要

・ショートステイ 13床

・デイサービス 30名/日

・特別養護老人ﾎｰﾑ 50床

平均要介護度 4.22

ユニットケアや

ターミナルケアに

取り組む

［２］終末期での取り組み

103歳の誕生会を能登川園

で迎えられた後に、多くの人に

見守られる中亡くなった方の

報告をしてくださいました。

＊様々な行事に参加

→宿泊旅行、ドライブ、会食

(フランス料理をムース食で食

べられたそうです)など

→100歳、103歳で帰宅も

～Yさんの終末期を振り返って～

［家族との関係］

家族は「園で最期を迎えさせてやりたい」‥意思表示が出来ない

Ｙさんの思いは？？・・これで良かったのか？

［状態の変化］

徐々に食べられなくなる。嘱託医(松尾先生)との連携。

［地域の協力＊多職種協働］

子どもが好きなYさんの103歳の誕生日に保育園児がお祝いに！

［偲びのカンファレンス］

子どもが祝ってくれている時に亡くなったらどうなったか？！

食べられなくなった時・・とろみ食以外に方法はなかったか？ など

なくなられる前から、終末期ケ

アについて、みんなで確認して

おくことが必要

＊最後の責任をとるのが医師

＊施設が自由に出来るように

医師が責任をとる

＊誤嚥性肺炎で病院と在宅を行き来されている。病院では点滴等でボンボンに腫

れる状態となることがある

療養病棟においても「終末期、看取り」ケアを考えることが大切である

老衰 ・・延命 ・・生命維持 ・・胃ろう ・・輸液 ・・ テーマはつづく

☆ Ｙさんを馴染み深い、いつもの暮らしの中で、希望どおりの最期を見送られた素晴らしい、感動的なお話を伺いました。

こうして、幸せな最期の迎え方が地域の様々な場所で、様々な方法で試行錯誤されていることを心強く思います。

☆ これからも、研究会のなかで色々な終末期の迎え方に関する意見交換が出来るといいですね(^_^)v

園児を迎えての誕生日会の最中にＹさんが亡くなったとしたら・・・

→それは、園児にとっても貴重な『命』の勉強になるだろう

参加者との意見交換

在宅復帰を阻むバリアンス

◆本人、息子、嫁の3人家族

◆息子は就労。嫁は体調が悪い

◆在宅での介護者が不在 ◆嫁との関係が良くない

◆家族が本人の状況や回復見込みが受け入れられない

◆次の施設（特養）への入所がすぐに出来ない

◆認知症がある ◆介護に対する不安

家族と本人の関係にどう介入できるのか？

難しい。困っている。

本人とかかわりたくないと思っている家族もい

る

病院への入院がゴールと思っている家族。

そこから在宅に向けての相談に苦慮している

医師の「責任を持つ」という一言は大きい。

ならば、頑張れる！

介護者の気持ちが在宅復帰のカギになる。

独り暮らしの方のほうが在宅復帰し易い場合も

ある

地域の文化、在宅ケアの様々な姿を市民への

メッセージとして伝わることが大事・・市民是

これからの 「三方よし研究会」でバリアンス解決案を意見交換ができる時間を設けていきたいと思います。

～みなさんの知恵と経験が結集すれば きっと 何かが見えてくる！！～

本人

行政

医療介護

家族、近所

大切なことは｢支えあい｣

良好な連携体制の確立


