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主催  長崎県国民健康保険診療施設協議会 

長崎県国民健康保険団体連合会 
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第２５回長崎県国保地域医療学会 
 

メ イ ン 

テーマ  

 
国保診療施設は、地域社会における保健・医療・福祉サー 

ビスの連携の拠点として重要な役割を担っている。 

      こうした中、地域住民のニーズに応じた包括医療を強力に 

実践するとともに、地域保健の新たな役割を果たすため、 

国保診療施設をはじめ国保・保健・福祉関係者が相互研鑽 

を図り緊密な連携のもと、地域における保健活動の積極的 

推進に寄与することを目的とする。 

 
令和３年１０月３１日（日） 

 
長崎県国保会館（Web 開催） 

 
長崎県国民健康保険診療施設協議会 

長崎県崎県国民健康保険団体連合会 

 
長崎県                 長崎県栄養士会 

           長崎県医師会           長崎県理学療法士協会 

           長崎県歯科医師会       長崎県作業療法士会 

           長崎県薬剤師会         長崎県歯科衛生士会 

           長崎県社会福祉協議会   長崎県言語聴覚士会 

           長崎県市町村保健師会   長崎大学公衆衛生学分野 

           長崎県看護協会         長崎大学公衆衛生看護学分野 

 

国民健康保険平戸市立生月病院 院長 山下 雅巳 

 

国民健康保険平戸市民病院     院長 押淵   徹 

「新たな時代に入った地域包括ケア」 

期 日 

主 催 

会 場 

共 催 

学会長 

副学会長 

目 的 
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時　間

9:30 〇受付開始

10:00 〇主催者・学会長挨拶　　〇来賓挨拶

10:20 支え合うまちづくりに向けた「語らん場」の取り組み
　　～伴走型支援からみえてきたもの～

　P.6

地域ケア会議に出席する歯科衛生士として

　P.8

ICTを利用した、薬剤師による『多量服薬者訪問相談事業』の結果と今後の展望

　P.10

中山間地域の交通事情が「住民の暮らし」に与える影響

　P.１2

11:05
　

　P.１6

　P.１8

　P.20

　～諫早市飯盛町集団健診におけるAUDIT調査～

11:50 　P.22

13:00 　演　題

　講　師 　P.２4

14:10

14:15

　P.２6

　P.２8

　P.30

　P.32

●全体討議

15:55 〇シンポジウム総括

16:05 〇全体総括　〇閉会挨拶

  研究発表　（第２部）　　　座長　地方独立行政法人　佐世保市総合医療センター

　閉　会

諫早市東部地域包括支援センター　主任介護支援専門員　看護師　松尾　美香　氏　

市立大村市民病院　歯科衛生士　岡本　雅子　氏　

長崎県薬剤師会　医薬分業対策委員会　薬剤師　松下　文学　氏　

保健師養成コース１年次生　大塚　静音 氏・木須　萌 氏　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻

  特別講演

　「アルコールと地域包括ケア～高齢者の介護予防にアルコール対策～」

医療法人見松会　あきやま病院　　精神科医　福田　貴博　氏　

シンポジウム　　＜テーマ＞「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）のこれから」

松浦市長寿介護課（松浦市地域包括支援センター）　保健師　平田　佑三郎　氏　

　　           リハビリテーション室 医療技術部長兼技師長　　古田　弘二　氏

特養におけるクラスター　～対応と課題～

社会医療法人春回会　めざめ在宅支援部　次長・理学療法士　水浦　志保　氏　

第２５回長崎県国保地域医療学会日程表
日時/令和３年１０月３１日（日）　会場/長崎県国保会館（Web開催）

内　　　　　　容

  開　会

  研究発表　（第１部）　　　座長　長崎大学公衆衛生看護学分野　教授　中尾　理恵子　氏

コロナ禍での環境の変化と栄養支援のあり方

介護老人保健施設さざなみ　管理栄養士　馬場　由佳　氏　

　ACP・別称　人生会議

　ACPを普及させるための課題とは？

　最期のありがとう。私達の”手と心で”送って差し上げられる喜び

スマートフォンでのやり取りによるQOLの向上が見られた一症例

社会医療法人財団白十字会　長寿苑訪問リハビリテーション　言語聴覚士　馬場　知里　氏　

医療法人　見松会　あきやま病院　作業療法士　前田　大輝　氏　

アルコール問題における早期介入の重要性と今後の展望

　  昼　食

　松浦市における在宅医療・介護連携の取り組み
　　　～最期まで自分らしく生ききるために～

有限会社Gracias「かいごの花みずき」代表取締役　看護師　清川　伸子　氏　

　岡循環器内科　院長　岡　浩之　氏　

長崎宝在宅医療クリニック　院長　松尾　誠司　氏　
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研  究  発  表 

 
 

 

＊座 長＊ 

 
長崎大学公衆衛生看護学分野 

  教授 中尾 理恵子   氏 

 

＊演 題＊ 

 
1.  支え合うまちづくりに向けた「語らんば」の取組み 

～伴走型支援からみえてきたもの～ 

 

2.  地域ケア会議に出席する歯科衛生士として 

 

3.  ICT を利用した、薬剤師による『多量服薬者訪問相談事業』 

の結果と今後の展望 

 

4.  中山間地域の交通事情が「住民の暮らし」に与える影響  

第 １ 部 
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支えあうまちづくりに向けた「語らん場」の取組み 

～伴走型支援からみえてきたもの～ 
 

                        

研究発表者 松尾 美香（諫早市東部地域包括支援センター） 

共同研究者 伊東 由美子・橋本 一幸 

原口 みちる・赤川 亜希子 

【はじめに】 

 団塊世代が後期高齢者となる 2025 年に向け、様々な課題の解決を、住民自らが集ま

り、考え、助け合いの仕組みを作ろうという目的の下、住民同士の話し合いの場、通称

「語らん場」を開催している。その活動が新聞やローカルテレビ等に取り上げられ、ま

すますその動きが活気づいてきた。これらの住民活動が、なぜこのように活性化したか

を検証したので報告する。 

 

【方法】 

対象者    ：A 町の 65 歳以上の住民約 40 名 

実践期間  ：2016 年～2021 年 2 月  

具体的方法：①地域住民話し合いの場「語らん場」開催 

②語らん場の進め方 

従来型支援から伴走型支援へ。伴走型支援とは、支援側が対話と傾聴に 

より、当事者の内発的動機を生み出す事と考えられている。 

③語らん場の周知の方法 

ＤＶＤを媒体として多数の人に見てもらうことで周知を促す。 

 

【経過】 

①「語らん場」は 2016 年より、介護予防・生活支援体制整備の在り方を検討するため 

に地域毎に開催されることになりＡ町も発足した。 

②「語らん場」1～５回目までは、「住民の為」「活動は住民主体で」と説明しても、住 

民の主体的な活動とはならず、他人事と考えている様子が伺え、「いつまで話し合い 

を続けんばとね！」という声もあった。6～7 回目は、住民に具体的な進め方を示し 

たほうが良いと考え、他地区の活動を紹介した。すると「住民でこんな活動をされて 

いるところもあるとね。自分たちも考えてみらんばね。」という意欲的な発言も聞か 

れた。 

しかし、なかなか住民主導の活動には結び付かない状況に対して支援者側の態度を検 
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討し、８回目からは一貫して伴走型支援を心がけた。すると開始５年目、第 10 回目 

に、住民から語らん場参加者以外の人への周知が必要だと意見がでた。その方法とし 

て、DVD 作成委員会を立ち上げ、住民自ら DVD 作成にとりかかった。 

6 年目第 13 回目では、完成した DVD「支えあうまちづくりに向けて」の上映会を行 

った。内容は「10 年後の不安」を描き、その不安を払拭するには、地域で支えあう 

仕組みが必要と謳った内容である。 

その後、主題である「地域支えあいの仕組み作り」へステップアップするために、市 

役所記者クラブやローカルテレビへの取材要請を支援した。その結果、新聞２社、ロ 

ーカルテレビ２社に取り上げられた他、市役所ロビーでも放映、市内６つの図書館 

でも DVD 貸出できるよう体制が整えられた。DVD は約 150 枚、83 歳のＡ町住民 

が増販し、地域の老人会、いきいきサロン、希望者等へ配布された。 

③｢語らん場」の周知について、DVD 作成委員会のメンバーに聞き取りを行った。 

その結果、メンバー全員が「DVD 作成してよかった」「一緒にがんばってくれる仲間 

がいたからできた」と答え、今後も新しい仲間作りや活動に意欲を示した。 

 

【考察】 

地域包括ケアシステムとは、「自分らしい暮らしを、なじみの環境の中で続ける体制」

とも言える。現在取り組んでいる「支えあうまちづくり」も最初は「そんなことは行政

がしてくれ」と言われていた。しかし地域住民同士での支えあいの必要性を継続して伝

え、支援の仕方を『伴走型支援』を意識したことで、住民の動きが変わった。伴走型支

援は、当事者の内発的動機を生み出し、本質的な課題に気づき、能動的に行動する効果

を生み出す。 

今回の私たちの支援の方法が、伴走型支援に変化したことで地域住民が、地域課題を

他人事ではなく、我が事として捉える事が出来て、能動的に動き出すことが出来たと考

える。 

また、完成した DVD をより多くの方に届くように、新聞社やローカルテレビ、図書

館へのアプローチを提案し、支援したことで、地域住民の承認欲求を満たすこととなり、

それが次へのステップを踏み出すことへ繋がっていると考える。 

 

【結論】 

・従来型支援から伴走型支援へ支援方法を変えた事で住民が変わった。 

・伴走型支援は住民の内発的動機（やる気）を生み出す。 

・伴走型支援は地域の潜在的成長力を引き出す。 

 

支援方法を変更することで、住民が変化することを実感した。「支え合うまちづくり」

へ向けて「語らん場」は有効であることもわかった。今後も継続していく予定である。 
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地域ケア会議に出席する歯科衛生士として 
 

 

  研究発表者 岡本 雅子（市立大村市民病院） 

【はじめに】 

２０２５年問題が目前となった今、重要なことは要介護状態となっても住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けられることである。そのために医療・介護・予防・住まい・

生活支援が包括的に確保される体制を構築できるように市町で開催される地域ケア会議へ

出席する機会が歯科衛生士も多くなってきた。 

長崎県歯科衛生士会が行った会員に向けてのアンケートによると地域ケア会議へ派遣依頼

があり出席している市町数は平成３０年度には３市であったが令和元年度では５市町と増加し

ている。令和２年に至ってはコロナ禍の影響で件数自体は減少したものの９９件、歯科衛生士

は延べ１０４名が出席している。 

  出席している歯科衛生士の就業先も平成３０年度は診療所・病院・口腔保健センター勤務

から令和元年度では診療所・病院・市区町村・介護保険施設・在宅歯科衛生士と多岐に及ぶ

ようになってきた。しかしながら勤務体制の違いにより歯科衛生士の得る情報・知識に差があ

ることも考えられる。 

そこで現在地域ケア会議に出席している歯科衛生士の意見を踏まえたうえでこれから出席

するための心構え・多職種協働等について考えてみたい。 

 

【取り組み】 

日本歯科衛生士会から平成３０年１月、令和元年６月に「地域ケア会議」取り組み状況につ

いてのアンケート協力依頼があり実施。 

また、今回この発表をするにあたって地域ケア会議に出席している歯科衛生士に下記の質

問を行った。 

１．地域ケア会議で内容が難しいと思うことは。 

２．地域ケア会議に参加するにあたって準備していること。 

３．地域ケア会議に歯科衛生士が入ることで改善されたと思うことは。 

 

【結果】 

①歯科衛生士が地域ケア会議に出席するために必要と考えられることは。 

・出席できる歯科衛生士の育成 

・研修会の開催 

  ・行政（地域包括支援センター等）、多職種との連携 

②地域ケア会議で内容が難しいと思うことは。 

・専門用語（疾病、血液検査の結果、薬、栄養状態など）に対する知識 
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③地域ケア会議に歯科衛生士が入ることで改善されたと思うことは。 

  ・口腔の重要性を理解してもらえた 

  ・口腔内の情報を正確にとってもらえるようになった 

  ・オーラルフレイルの周知 

  ・症状に合わせて用具の紹介、手技の説明で口腔内状態の改善 

 

【今後の取り組み】 

「地域包括ケアシステム構築について学びを深め、オーラルフレイル対策、口腔リハビリテー

ションを総合的に指導できる歯科衛生士を養成する。地域ケア会議において多職種協働につ

いて学ぶ。」という目的で令和３年度長崎県委託事業として長崎県歯科衛生士会では「生涯

にわたる口腔機能維持増進事業」の研修会を実施する。 

  このような研修会を受講することで地域ケア会議において歯科衛生士として着目すべきポイ

ント、助言、提案を学び多職種協働の中で適切に発言できる歯科衛生士を育成することが必

要である。 
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ＩＣＴを利用した、薬剤師による『多量服薬者訪問相談 

事業』の結果と今後の展望 

                            

 

研究発表者  松下 文学（長崎県薬剤師会 医薬分業対策委員会） 

共同研究者  河野 吉昭・峰 邦彦・西岡 一優・南野 潔 

山崎 裕子・三苫 勝也・桧和田 洋一 

下坂 健・木﨑 健五・田代 浩幸 

【はじめに】 

  本事業は平成２７年から実施した長崎県後期高齢者医療広域連合（以下、広域連合）から

一般社団法人長崎県薬剤師会への委託事業である。「経済財政運営と改革の基本方針

2014」においてＩＣＴのさらなる活用を進めるとの方針から、レセプトデータを利用し多量服薬

者の抽出を行い、対象者宅を薬剤師が訪問した。対象者の服薬等に関する問題をアンケート

調査し、後期高齢者の多量服薬に関する現状を把握し、抽出された問題点へ対応することを

目的とした。 

 

【方法】 

  本事業に参加する薬局を公募した。訪問実施直近２ヶ月分のレセプトデータから、その薬局

における「１４種類以上の内服薬を複数の医療機関から処方されている多量服薬者」を広域

連合が抽出し、薬剤師が訪問相談の必要性があると判断し、本事業への参加同意が得られた

患者を対象者とした。薬剤師が対象者宅を初回訪問実施後、概ね２ヶ月後に再び訪問し、計２

回の訪問実施を行い、訪問服薬支援による医薬品適正使用の効果とその経済効果について

検証した。 

 

【結果】 

  実施予定人数は 100 名とし、122 薬局で事業を行った。薬局薬剤師が対象者を選定し、登

録された人数は１７９名であった。その内、訪問の同意が得られ、実際に訪問ができたのが１０

６名であった。また、２回の訪問実施が行われたのは、１０６名中９３名であった。調査の結果、お

およそ 40％の対象者において、何らかの問題点を抱えている事が把握できた。 

その問題点についてトレーシングレポートを利用し処方医に情報提供を行った結果、処方薬

の種類減や剤形変更等、処方医の対応が確認できた。調査期間中に内服薬の種類が減少し

た対象者は全体の５５．５％であり、最大で１７種類の減薬が行われた対象者も確認できた。ま

た、残薬の整理が確認できたのは全体の６２．２％であり、５３３,２１６円（薬価）の減額が確認

できた。 
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【結論】 

  薬局薬剤師が多量服薬者宅を訪問し、薬局や医療機関では把握できない問題点を見つけ、

対象者宅での服薬指導のみならず、トレーシングレポートにより処方医に情報提供することで、

さらに医薬品の適正使用が促進される。また、トレーシングレポートにより、処方日数の調整を

行うことへと繋がり、医療費削減が期待できる。 

現在、薬局を中心に展開されている「おくすりネット長崎」というＩＣＴシステムがある。このシ

ステムは、薬局間や基幹病院、診療所で患者の調剤情報を共有することができる新しいシステ

ムである。このシステムを活用することで、患者の調剤情報から服薬数を把握し、多量服薬者

に関して日常的に薬局薬剤師が踏み込んで介入できると考える。加えて、コロナ禍においては、

調剤情報から患者の受診控えを確認することで、地域包括ケアシステムの中で患者をフォロー

し、医薬品の適正使用による疾病の重症化防止に繋げていくことができると考える。今後、この

新しいＩＣＴシステムである「おくすりネット長崎」を展開していくことは、地域包括ケアシステム

の中で、医薬品の適正使用と医療費削減への貢献が期待できる。 
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中山間地域の交通事情が「住民の暮らし」に与える影響 

 

 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻 

 保健師養成コース 1 年次生        大塚 静音  

木須   萌 

【はじめに】 

地域住民の健康格差の要因の１つとして、地域の交通事情と住民の暮らしや健康に関連が

あるのではないかと考えた。今回私たちは交通事情に不利な条件を抱える中山間地域におい

て、交通事情が「住民の暮らし」、特に乳幼児の子育て世代にどのように影響しているのか調

査し、支援について検討したいと考えた。 

 

【目的】 

中山間地域の子育てをしている母親の「住民の暮らし」の実態と交通事情による影響につ

いて明らかにし、子育て世代への支援を検討することを目的とした。尚、この研究における「住

民の暮らし」とは、日用品の買い物、医療へのアクセス、日常的な外出を指すと定義した。 

 

【方法】 

１．中山間地域として長崎県波佐見町を対象地区とし、人口統計、産業、地形、関連施設に関 

する既存データの収集・分析及びフィールド調査を実施した。得られたデータはコミュニティ・ 

アズ・パートナーモデル用いて地域アセスメントした。 

２．子育て支援センター「きしゃぽっぽ」に参加している母親を対象に半構造化したケースイン 

タビューを実施した。インタビュー内容は、基本情報及び日常生活の買物の場所と交通手段 

/時間外出の場所と頻度、交通手段、かかりつけ医の場所と受診時交通手段、急病時の対 

応等であった。分析方法は、インタビュー内容を書き起こして逐語録とし、意味内容に沿って  

KJ 法を用いて分析した。 

 

本調査は令和２年８月から１０月に実施した。尚、本研究は長崎大学大学院医歯薬学総合

研究科保健学系倫理委員会の承認を得て実施した。(許可番号 20070911) 

 

【結果】 

1) 地域アセスメントの結果 

既存データから、波佐見町は、年々人口減少がみられるものの、年少人口割合は１３．７％で

あり、全国（１２．２％）、長崎県（１２．７％）よりやや高く、人口転入率は０．０３１であり、長崎県

（０．０１６）よりも高値であった（平成２８年人口統計データ）。コミュニティ・アズ・パートナーモ

デルの８つのサブシステムにより整理した結果は以下である。 

①物理的環境：県中央に位置し、四方を山に囲まれた山間部に位置し、温暖な気候であるが、 

盆地であるため冬は冷え込む。 

②教育：子育て支援センター、保育所・認定こども園 計６施設、小学校３校、中学校１校、 

高等学校１校が町の中心部に集中していた。 

③交通：鉄道がなく、路線バスが県内主要地域を結んで運行している。町内山間地域には 

予約制の乗り合いバスが運行している。 道路整備状況は良好に行われていたが歩行者は 

ほとんど見られなかった。 
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④ 行政：人口減少抑制のための目標・計画を策定して若い世代や子育て支援に力をいれて 

いる。 

⑤ 保健医療：町の中心部に病院が集中している。総合病院１施設、内科１施設、 

小児科１施設 

⑥ コミュニケーション：町役場が、町の中心部にあり、情報提供の中心機関となっていた。 

⑦ 産業・経済：伝統ある全国屈指の「やきものの町」であり、町内の約２，０００人が窯業関係 

の仕事に携わっている。近年では企業誘致により、従業員とその家族の流入が見られる。 

⑧ レクリエーション：公園は２つある。子供が遊べる遊具等があるのは１ヶ所であり、転入 

してきた住民を中心に古民家等をリノベーションした観光施設地区がある。 

2) インタビュー結果 

インタビュー対象者は、母児３組であった。全員現在無職であり、家族の都合で波佐見町に

転入をしてきた。また、全員運転免許を所有しており、日々の移動に自家用車を利用していた。

対象者の日常生活における移動・交通に関する概要を以下の表に示す。 

表 1．日常生活における移動・交通について 

 母親 A 母親 B 母親 C 

年齢 ３０代（１．７歳児） ３０代（２．１歳児） ２０代（３歳児，０歳児） 

買物場所 町内/生協 町内 町内/インターネット 

交通手段/時間 自家用車/すぐ近く 自家用車/１０分 自家用車/５分 

外出場所 徒歩圏外 徒歩圏外 徒歩圏外 

交通手段/時間 自家用車/すぐ近く 自家用車/１５分 自家用車/２０分 

子どもとの外出頻度 毎日 毎日 週に５回 

  

インタビュー内容から、交通環境として「波佐見町に引っ越してきて、移動には自家用車を使

用しているが、ガソリン代がかかる」、近隣居住環境として「波佐見町での生活に困難感は抱

いていないが、公園や自宅周辺の未整備な環境に不満がある」、買い物環境として「町内で日

用品から子育て用品までそろえることができるが、子どもを連れての買物が大変だと感じてい

る」、保健医療環境として「目的に応じて町内外の病院の受診を使い分けており、急病時の迅

速な対応には不安を感じている」ということがわかった。 

 

【結論】 

中山間地域である波佐見町では、利用しやすい移動手段や交通の確保が必要だと考えら

れた。子育て世代に必要な保健医療機関の偏在の解消やアクセスの確保と、子どもの遊び場

づくりや母親同士の仲間づくりが必要であることがわかった。中山間地域で子育てをしている

母親の暮らしは自家用車を保有し交通手段を確保できることが必要な条件となっており、自家

用車が利用できない者への交通手段の確保に関する支援の検討と、母親の育児や緊急事態

に対する能力育成のための教育的な支援、近隣住環境、遊び場の整備が必要であった。 

今回は、子育て支援世代に関する調査結果となったが、今後高齢者や障害のある人など、

交通に不利な条件を抱える住民への社会環境の整備に関する調査が必要だと考える。 
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特養におけるクラスター ～対応と課題～ 
 

 
研究発表者   水浦 志保（めざめ在宅支援部） 

共同研究者   吉田 憲史（白鳥蘆花の会） 

伊藤 朋子（特別養護老人ホームめざめ） 

高橋  淳（春回会クリニック） 

髙橋 明美（春回会クリニック） 
【はじめに】 

私達は医療法人を法人グループにもつ特別養護老人ホームでクラスターを経験した。その

時の対応と課題についてまとめたので、以下に報告する。 

 

【経過】 

特養・ショートステイにて X 月２日関係者５名の陽性者が判明した。当時長崎市近郊は第３

波の最中で陽性者の感染症指定医療機関への搬送は先行きが見えず、陽性者と濃厚接触

者である入居者のケアを、感染拡大を防ぎながら如何に継続していけばよいのか、想定以上

の厳しさからのスタートであった。発生から３日目に法人内全ての病院・事業所より看護師が

派遣され、検査や事務においても協力を得ることができた。ゾーニング、感染管理体制の構

築、衛生物品の補充など少しずつ組織化され、関わる職員が使命感をもって一致団結して対

応し、発生から２４日間でようやく収束を迎えることができた。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

特養職員

在宅支援部職員

法人内応援看護師

9点以下 10～24点 25点以上

こころの健康チェック K6/K10 日本語版（25 点以上：支援が必要） 

クラスター対応期間中に職員 91 名に対し調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

まず１点目は水際対策である。特養入居者は入居時、発熱時共に迅速に検査をする仕組み

が運用されていたが、ショートステイ入居者は１泊２日等の短期間の利用や、主治医が１人１

人異なるという背景から未整備であった。クラスター収束後はショートステイでも特養同様の

検査体制を運用するよう改善した。２点目は職員の精神的な支援である。特養を含む在宅支

援部の職員は、ある日突然日常が失われ沢山の不安を抱えていた。希望した職員には法人グ

ループ保健師から面談等を実施した。今後も必要な方には継続してサポートしていきたい。 

 

【今後の取組み】 

まずは地域の集団免疫獲得のため、法人グループ内病院・クリニックと連携し入居者・利用

者のご家族まで含めたワクチン接種率向上を目指す。また今後クラスターに立ち向かうために

は多職種協業が重要であり、レッドゾーンで勤務可能なリハ職や介護職の育成が責務である

と考えている。 
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コロナ禍での環境の変化と栄養支援のあり方 
 

 

研究発表者  馬場 由佳（介護老人保健施設さざなみ） 

共同研究者  篠﨑 彰子（長崎県栄養士会会長） 

                                     山田 由貴（特別養護老人ホーム かたふち村） 

                                     谷脇 理絵（南野病院内富士産業株式会社） 

【はじめに】 

新型コロナウイルス感染症により、社会状況が大幅に変化し、管理栄養士・栄養士の業務

内容にも変化が求められるようになった。そこで、（公社）長崎県栄養士会は、今後の会員の業

務に役立てることを目的とし、「新型コロナウイルス感染症の影響による栄養士業務の実施状

況について」アンケートを実施した。今回はアンケート結果の一部と、介護保険施設の取組み

内容を交え食事や栄養の支援に関して、どのような変化がみられたかを報告する。 

 

【アンケートについて】 

回答期間 令和２年１２月～令和３年１月 

回答方法 ＧｏｏｇｌｅフォームまたはＦＡＸにて回答 

回答数  事業所単位での回答（医療、福祉、公衆衛生）１７１施設、回収率４０％ 

個人回答（勤労者支援、学校健康教育、研究教育、地域活動）６３名、回収率２３％ 

 

【結果】 

1.栄養士の業務形態に変化が見

られたのは全体の１２%であり、変化

としては在宅ワークの実施は公衆衛

生、研究校育、地域活動協議会のみ

で、全体の２%だった。 

2.コロナウイルス感染症患者が発生した（受け入れた）場合の食事の提供方法を計画して

いるのは、医療協議会、福祉協議会の１５４施設のうち、約８５%であった。 

3.栄養指導・食事相談時の実施内容・実施方法の変化については、マスク着用や人や人と

の間隔をあける、机といすをアルコールで清拭するなど感染対策を講じ栄養指導・食事相談を

実施しているところが多かった。 

４.公衆衛生協議会の栄養士が関係する業務では、ＳＮＳを活用した情報発信等にも取り組

んでいた。 

 

 

変化なし

88%

在宅ワーク

2%

出勤日を分散

4%

その他

6%

業務形態の変化
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【アンケートからの考察】 

栄養士業務の様々な場面において、コロナ禍による影響・変化が見られ、通常業務に感染

対策が加わったことで苦労した点や、試行錯誤しながら業務の工夫や新たな取り組みを行っ

ていることがうかがえた。栄養指導・食事相談、会議、研修会、授業等で共通した変化の１つが、

インターネットの活用であった。栄養士もインターネット活用のスキルアップが求められ、メリット、

デメリットを踏まえて活用することで、より業務の幅が広がると推察される。 

 

【介護保険施設の食事・栄養の支援の変化の例】 

・介護老人保健施設 

感染症流行に伴い、面会禁止が継続され、外出・外泊、院外レクレーションもできず、楽しみ

が減ってしまった。毎月の誕生会は２ヶ月に１回となり、バイキング形式での提供も中止したが、

入所者に楽しんでもらえるように、毎月、個人盛りでの行事食は継続している。また、通所利用

者に対しての取り組みとして、テーブルにはアクリル板を設置し、感染対策をとって食事を提供

している。栄養評価では、利用者に直接接触することは避けるようにしたが、利用者との関わり

をもつため、十分に感染対策を行いながらミールラウンドや意見を聞き取るなどできることを行

った。また、研修会の中止で最新の情報を得る機会や他施設の栄養士と対面での情報交換等

が減少したが、オンラインでの研修会や勉強会を受講・実施することで、新しい知識の習得、情

報交換ができている。また、歯科医、歯科衛生士など、施設外の職種と施設職員との勉強会も

同様に、オンラインで開催している。 

・介護老人福祉施設 

感染症対策として、フロアで過ごす際可能な入居者に関してはマスク装着をお願いした。入

居者とショートステイ利用者が同じフロアとなるため、接触の機会を減らす目的でエリアを分け、

さらにショートステイ利用者のテーブルにはアクリル板を設置し、食事の際の感染対策を行った。

面会中止が長期化するなかでのご家族への対応として、食事時間の写真を、ＬＩＮＥを活用し定

期的に送信した。また、食事に問題がでてきた際も、電話での食事の摂取状況説明に加え、必

要時は動画等用い可能な限り丁寧に説明を繰り返した。 

 

【まとめ】 

感染対策としてインターネットを活用することで、離れた場所でもある程度の情報の伝達が

可能となった。しかし、食事と栄養の支援を継続するためには、対象者やその時の状況に合わ

せ、柔軟に対応できる能力が必要であり、今後の課題でもあると考える。この先どのように社会

状況が変化したとしても思考を停止せず、できる方法を考え、継続的な食事と栄養の支援に取

り組んでいきたい。 
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スマートフォンでのやり取りによりＱＯＬの 

向上が見られた一症例               

 

研究発表者  馬場 知里（長寿苑訪問リハビリテーション） 

共同研究者  山口 めぐみ（佐世保中央病院） 

 

【はじめに】 

新型コロナウイルス流行の影響で、当事業所は、他県在住者との交流自粛を利用者へ依頼

しており、利用者は県外在住の家族との交流機会が減少している。オンラインでのやり取りは

普及しているが、利用者の中には対応機器がない、操作方法が分からないため、また、失語症

や高次脳機能障害の影響により活用できていないことが多い。 

今回、失語症を呈している利用者に対して、スマートフォンを利用してＬＩＮＥでのやり取りが

行えるように、能力に合わせてマニュアルを作成し、ひとりでも操作できるように支援した。その

結果、ＬＩＮＥでのやり取りが娘様と行えるようになり、返信や写真を楽しまれるようになったため

報告する。 

 

【症例紹介】 

６０歳代女性で、Ｘ年脳梗塞発症。身体機能は良好であり、ＡＤＬは自立している。失語症、注

意障害などの高次脳機能障害の残存あり、回復期病院退院後は訪問リハビリを継続している。

夫、長男と同居されており、娘夫婦は福岡在住で初孫が昨年誕生した。夫、長男は日中仕事の

ため不在。友人や隣人との付き合いは多い。家族や友人、隣人の失語症への理解もあり。 

言語機能については、聴覚的理解力は良好で、日常会話は問題なし。読解能力の低下あり、

漢字は推測できるが、平仮名は読解困難であった。表出面では、錯語や喚語困難がみられ、発

話の内容理解には推測が必要である。書字は名前など親密度の高い語は可能だが、思ったこ

とを書字することは困難である。 

 

【経過】 

発症後、らくらくスマホを持っていたが、電話帳の文字が理解できない、操作方法が分から

ない状態であった。平仮名の理解訓練など言語機能訓練を行い、電話はひとりで可能になっ

たが、文字入力は困難であった。初孫の誕生をきっかけに、娘から新しいスマートフォンをもらい

ＬＩＮＥで連絡がくるようになったが、ＬＩＮＥの操作や返信ができないと本人から相談があり、練

習を開始した。 

問題点としてＬＩＮＥアプリの操作ができていない、文字入力がひとりでできない、メッセージ

を読んで理解できないことが挙げられた。そのため、ＬＩＮＥの開き方、文字入力までの手順など
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の基本的な使い方についてスクリーンショットを利用してマニュアル化した。また、文字入力の

代替としてスタンプの使用方法をマニュアル化した。また、文字入力の方法を指導し、例文をセ

ラピストが書いて何行の文字を何回押すのか記載した。メッセージ内容については、同居家族

にメッセージを読んでもらい、内容を理解された。 

開始１ヶ月時は、マニュアルを見てもひとりでアプリの操作ができず、文字入力時に押し間違

いが多かった。２～３ヶ月目になるとアプリの操作がマニュアルを見て行えるようになった。また、

文字入力時の押し間違いが減少したが、文字入力が行えるようになったことで漢字変換や改

行での誤りが目立つようになった。そのため、例文の中に漢字変換や改行についても記載した。

そして、リハビリ以外の時間でも自分からメッセージを送ることが増えた。４ヶ月目以降になると、

アプリの操作がマニュアルを見ずに行えるようになった。また、漢字変換や改行での誤りが減

少した。 

 

【結果】 

電話のみでなくＬＩＮＥでのやり取りが行えるようになったことにより、自分から娘に連絡する

回数が増加した。そして、実際に会えない状況でも、写真を見て孫の成長を共有し、県外在住

の家族ともやり取りを楽しむことができるようになった。また、写真や動画をセラピストに見せる

ことで笑顔も増えた。家族は、失語症により難しいと思っていたＬＩＮＥでのやり取りが工夫する

と行える事が分かり、本人が楽しんで取り組んでいることを喜ばれていた。 

 

【まとめ】 

失語症や高次脳機能障害の影響で、通信機器の操作が病前のように行えない方は多い。し

かし、関わるスタッフがその人ができることの評価を行い、一人一人に合った方法を提示できる

と、利用できる可能性が高くなる。 

地域包括ケアシステムの構築が進む中、住み慣れた地域で過ごしながら、多様化するコミュ

ニケーション方法を活用できるよう、評価を行いながら様々な手段を検討し、その人に合わせた

対応を他職種で検討することが必要と考える。 
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アルコール問題における早期介入の重要性と今後の展望 

～諫早市飯盛町集団健診におけるＡＵＤＩＴ調査～ 

 

研究発表者  前田 大輝  （あきやま病院） 

共同研究者  福田 貴博・植田 秀孝 

円能寺 哲・穐山 明正 

［目的］ 

健康日本21において「2022年までに生活習慣病のリスクを高める量（純アルコール換算

で男性40g/日以上、女性20g/日以上）を飲酒している者の割合を15%削減すること」とあ

る。また、問題飲酒を早期に発見する目的でWHOにより作成されたアルコール依存症のスクリ

ーニングテストにＡＵＤＩＴ（Alcohol Use Disorders Identification Test）がある。今回、長

崎県諫早市飯盛町での集団健診会場にて参加者の飲酒問題の実態を調査することを目的に

ＡＵＤＩＴを行った。全国調査との比較や今後の展望を報告する。 

 

［方法］ 

対象：飯盛町在住の集団健診対象者 場所：飯盛町ふれあい会館  

実施日：令和元年８月２７日、２８日、９月１２日の計三回 

集団健診項目の中に「飲酒と健康について」のブースを設けた。健診受診者に各健診項目

終了後にブースにて短縮版ＡＵＤＩＴ（問１～3）を任意で実施した。（図１参照）。 

本演題は、当院の倫理委員会の承認を得て、対象者が特定されないよう配慮した。 

 

 [結果] 

対象は１２１名、男性５６名、女性６５名であった。生活習慣病のリスクを高める飲酒者の割合

は男性２３％（全国１４．４％）、女性２０％（全国５．６％）であった。 

 

[考察・今後の展望] 

飯盛町在住の集団健診参加者を対象とした調査の結果として、生活習慣病のリスクを高め

る飲酒者の割合が男女ともに全国平均と比較すると高いという結果となった。飯盛町は、一次

産業が盛んな地域である。また、郊外であり、娯楽も少ないことなどから、飲酒問題が全国平

均よりも大きいと考えられる。 

調査を終えての取り組みとして、飯盛町ふれあい会館に調査結果を踏まえた健康と飲酒に

ついてのポスター掲示や諫早市の依頼を受けて健康管理手帳の改変を行った。 
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アルコール健康障害対策推進基本計画でも「飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底

し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防する」ことがアルコール対策として挙げら

れている。   

現在、コロナウイルスの影響で集団健診が軒並み中止となっているが、今回発表した「飯盛

モデル」を他の市町村でも実施していきたい。また、地域包括ケアシステムの地域課題におい

てもアルコール問題は散見しているため、地域（介護予防教室、学校、企業等）に出向きアルコ

ールに関する正しい知識の普及や早期介入を長崎県のアルコール依存症専門医療機関とし

て行っていきたい。 

掲示したポスターの一部（図１）と現在、当院が地域に向けて発信しているデジタルツール

の一つであるＧｏｏｇｌｅフォーム版ＡＵＤＩＴのＱＲコード（図２）を掲載するのでＱＲコードを読み取

っていただき、ご自身の飲酒問題のチェックをしていただきたい。 

 

図１ 飯盛町ふれあい会館に掲示したポスターの一部 

 

 

 

 
 

 

図 2 Ｇｏｏｇｌｅフォーム版ＡＵＤＩＴ QR コード 

 

お時間があるときにスマートフォンやタブレットで 

読み取っていただき、回答していただければ幸いです。 

メールアドレスを入力していただくことで回答結果や 

お酒との正しい付き合い方についての情報が送信されます。 
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特 別 講 演 
 

       アルコールと地域包括ケア 
～高齢者の介護予防にアルコール対策～ 

 

    医療法人 見松会 あきやま病院 

     依存症病棟医長 福田 貴博 氏 
 

 

 

平成１７年 長崎大学医学部卒業 

平成１７年 国立病院機構 長崎医療センターにて初期研修 

平成１９年 国立病院機構 肥前精神医療センター 勤務 

平成２１年 国立病院機構 琉球病院 依存症病棟医長 

平成２９年 佐賀県医療センター好生館 勤務 

平成３０年 国立病院機構 肥前精神医療センター 勤務 

（令和２年より、同院アルコール病棟医長） 

令和 ３年 医療法人見松会 あきやま病院 依存症病棟医長 

 

                
      高齢者における飲酒の身体的影響としては、認知症、脳血管障害、転倒・ 

骨折などが多くみられ、そのため介護が必要になる場合が多い。 

一方、筆者は精神科病院に勤務しており、アルコール依存症病棟で治療を 

行っているが、近年は依存症治療目的で入院する者のなかで高齢者の占め 

る割合は約３割を占める。介護予防の観点から、高齢者のアルコール対策は 

重要である。 

今回、アルコール対策として、依存症対策ではなく、健康障害という視点で、 

            適量飲酒の勧めをご紹介する。『お酒はほどほどに』というフレーズはよく耳に 

するが、ほどほどとは具体的にどのぐらいの量であろうか？また、飲酒量を減 

らすためにはどのような声掛けがいいのか？例えば、栄養指導には「カロリー」 

という単位が必須なように、節酒指導をするためには、「ドリンク」という単位 

や、飲酒量の具体的な目安をしることが必須となる。 

    当日は、この聞きなれない「ドリンク」という単位や、援助職がどのように適 

  正な飲酒目標の立てるかについてお話させていただく。高齢者対策としても、 

  自身や周囲の酒好きな方の飲酒習慣を振り返る機会にしていただければ 

幸いである。 

                      医療法人見松会 あきやま病院 依存症病棟医長 福田 貴博 

演 題

的  

講  師 

経  歴 
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        アドバンス・ケア・プランニング（ACP）のこれから 

 
       ・ACP・別称 人生会議 
                   長崎宝在宅医療クリニック 院長 松尾 誠司 氏 

 
       ・ＡＣＰを普及させるための課題とは？ 
                            岡循環器内科 院長 岡 浩之 氏 

 
       ・最期のありがとう。 

私達の“手と心で”送って差し上げれる喜び 
     有限会社Ｇracias「かいごの花みずき」 

                                      代表取締役 看護師 清川 伸子 氏 

 

        ・松浦市における在宅医療・介護連携の取り組み 
         ～最期まで自分らしく生ききるために～ 
                    松浦市長寿介護課 保健師 平田 佑三郎 氏 

        
長崎市平戸市民病院 院長  押淵 徹 

 

 

 

 

 

 

 

テ ー マ

的  シンポ

ジ ス ト 

シ ン ポ ジ ウ ム 

司 会 

近年住み慣れた環境での療養・看取り等を望む患者が増えており、在宅医療の推進が期待されています。

コロナ禍において在宅で終末期を迎える方々を後押しするような状況になりつつある中、ＡＣＰに対する知見

を広め、今後のＡＣＰのあり方を考えるのが今回のテーマです。それぞれの地域や施設の取り組み・症例など

を発表していただき、今後の私達の地域での活動の参考にしていきたいと思います。 

 参加者の皆様からも、活発な問題提起、議論をお願いいたします。 

平戸市立生月病院 院長 山下 雅巳 
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「ＡＣＰ・別称 人生会議」 
 

長崎宝在宅医療クリニック  

院長 松尾 誠司  

 

ＡＣＰ(人生会議)とは、自分の人生の終焉が近づいて来た時、今後どのように生きていくか？

病気に対してどのような治療を受けるか？場所や方法、その他を前もって決定しておくという事

のようです。自分だけでなく、家族(介護する側)や、かかりつけ医などと話し合いをもつ事です。

前もって話し合っておけば、終焉が駆け足で来ようと、ゆっくり来ようと心配ないという事のよう

です。 

実際、在宅医療を展開していく中でＡＣＰは必要ですが、当の本人や家族が病気の状態、今

後の進展、治癒の過程を知らされていない。場合によっては癌などの終末期である事や生命

自体も長くないことを理解していないケースが多いです。私達在宅医はむしろ、病人本人、又は

その家族が正しく病気の事を理解したり、時には生命予後まで告知したりしながら、残された

人生の時間を把握してもらいながらＡＣＰの必要性とその内容を共に考えていく事があります。

今回は、このような症例を挙げながらＡＣＰとは何か？どう必要なのか？を、御一緒に考えてみま

しょう。
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～Profiｌe～ 

松尾 誠司（まつお せいじ） 

 

平成 ４年       長崎大学医学部卒業 

平成 ５年       長崎大学医学部付属病院第一外科学教室入局 

平成 ６年       国立嬉野病院外科勤務 

平成 ７年       北松中央病院外科勤務 

平成 ８年       北九州市立八幡病院外科勤務 

平成 ９年       長崎大学第一外科医局員 

平成１３年       国立嬉野病院外科勤務 

平成１４年       特別医療法人 春回会井上病院外科勤務 

平成１５年       医療法人社団 神野医院勤務（在宅ターミナル） 

平成１８年       特別医療法人 春回会井上病院在宅医療部門勤務 

平成２０年１０月  長崎宝在宅医療クリニック開業 

現在に至る
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「ＡＣＰを普及させるための課題とは？」 
 

岡循環器内科 

院長 岡 浩之 

 

ＡＣＰを今後普及させていくために、医療及び介護関係者側の課題と、患者さん側への啓発

の課題の二つに分けて取り組む必要があると思います。 

まず、前者については、すべての医療・介護関係者がＡＣＰを学ぶ機会が必要です。 

これまでの医師と患者さん・ご家族との面談では、疾患の病期・治療・予後を説明した上で

患者さん側へ選択肢を提示し希望を聞くことが主でしたが、ＡＣＰの本質は、例えば急変時の

対応としてＤＮＡＲの意思表示を確認する等の、医療者側の質問に対して患者さん側が回答す

る形態のものではなく、「対話」にあります。この「対話」を行う為には、医療の知識や経験だけ

ではなく、コミュニケーション技術が必要です。「倫理の４分割法」なども活用することで適切な

評価を行いながら、患者さん・ご家族の意思決定支援を行っていくものであり、この技術を習

得するための研修が必要です。 

次に、各医療及び介護関係機関で行われた「対話」を次の転院先や別の関係機関に繋げ

ていくことが重要です。この「対話」の中には、診療情報提供書に記載されている、「家族は急

変時にはＤＮＡＲを希望された」では伝えきれない、患者さんの意思決定支援に必要な多くの

情報が詰まっています。患者さんの同意を得た上で、この「対話」の内容を全ての関係機関で

共有することで、病院や施設、在宅など何処で療養していても、その患者さんのＡＣＰが共通理

解として引き継がれることが望ましいと考えます。 

一方、患者さん側への啓発として、大村市では①大村市版人生ノートを作成し、すでに多く

の方にこのノートをご活用頂き、このノートを基に家族や大切な方と、ご自身の価値観の共有に

お役立て頂いています。また、②大村市在宅ケアセミナーによるＡＣＰ劇を開演し、市内で勤務

する医療・介護・福祉・行政関係者が演じることで、より深くわかり易く理解して頂くことを目指

しています（Ｒ３年度も開演予定でしたが、現在のパンデミックの状況から延期となりました）。

③家庭内でのＡＣＰには抵抗がある方も多いと思いますが、子供たちに学校の授業として「が

ん教育」を行うことで、エンド・オブ・ライフケアについて学んで頂き、子供から大人に情報のフィ

ードバックを行うことで、家庭内での「いのちの対話」がやりやすくなるかもしれません。 

これらの内容を紹介しながら、長崎県での ACP の実践について議論してみたいと思います。 
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～Profiｌe～ 

 

岡 浩之（おか ひろゆき） 

 

平成  ６年  久留米大学医学部 卒 

同年  長崎大学病院 第二内科に入局 

以後、関連病院での勤務を経て 

平成 １９年  岡循環器内科に勤務        

現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

「最期のありがとう。 

私達の"手と心で"送って差し上げられる喜び」 

               

        有限会社Ｇracias「かいごの花みずき」 

                                 代表取締役 清川 伸子 

 

 

テーマ「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）のこれから」と題したシンポジウムでの発表

依頼を受け、まず自分の歩んできた人生を振り返り整理致しました。 

  看護歴５６年、その大半の３０年間は透析に関わり、人の生き死に関わり、透析をされている

方々が私の人生の一部でした。 

その様な中、５８歳で設立した「かいごの花みずき」で奔走している７４歳の自分がいます。 

設立のきっかけとなった、母の最期の言葉が脳裏に焼き付き離れません。 

肝臓癌の末期で転院入院し２カ月目のある日、母と話している途中で、「伸子さん、もういい

よ、もういいよ。ありがとう、もう充分よ。」と、突然、呼吸停止状態となり、すぐ挿管、２日後には亡

くなりました。 

亡くなる４カ月前には「これが最後の入院になりますからよろしくお願いします。」と病名を知

らない母が悟ってしまっている…と母らしいに心を打たれました。 

  母らしい最期を迎えさせるために母が望むことは何だろう。毎日母を見ていると「人の心」を

求めており、人の温かい言葉と態度に心は満たされ落ち着いていると感じました。 

人間最期の言葉の重み、素晴らしく誇りに思います。私も母のような最期を迎えたい、ご利用

者様皆様を私達の「手と心で」送って差し上げたい。その一念で２００６年有限会社Ｇracias

「かいごの花みずき」を設立いたしました。 

今年で開設１６年を迎え、１５１名の方々をお見送りさせていただきました。１５１名の方々は

病院で６３名、「かいごの花みずき」施設内で８８名。最期をお迎えになりました。 

  「痛み・苦しみ・悲しみ」がなく全ての人々に「ありがとう」と感謝の気持ちいっぱいで目を閉

じられる。その最期の姿に、私は「死は喜び。」と感じています。送って差し上げられることへの感

謝と良いご縁をありがとうございました。と、手を合わせ合掌。 

■介護の世界において最も大切な事は、次の２点だと私は思っています。 

  ①「人の心」  

  ②「口に合う食事」 

■花みずきの花言葉 

  ①「私の思いを受け止めてください」 

②「返礼」 

③「長続きする」 
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上記の事柄を心に刻み、出会いから神様のお迎えまで、職員一同一丸となり私達の「手と 

心で」お見送りをいたしております。 

今回のシンポジウムでは私達が１６年間お見送りさせて頂いた方々の実際のお話しをさせて

頂きたいと思います。 

 

～Profiｌe～ 

 

清川 伸子（きよかわ のぶこ） 

 

昭和４１年            長崎市医師会准看護学校卒業 

昭和５７年            長崎市医師会専門学校専門課程卒業 

昭和３８年〜昭和４６年  是真会東望病院  

昭和４６年〜昭和６２年  長崎市立成人病センター 

昭和６２年〜平成１５年  健昌会 新里内科・新里ネフロクリニック 

平成１６年３月         有限会社Ｇracias 設立 

平成１８年１月         有料老人ホーム 「かいごの花みずき」開設 

現在に至る 
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「松浦市における在宅医療・介護連携の取り組み」 

～最期まで自分らしく生ききるために～ 
 

松浦市長寿介護課 

（松浦市地域包括支援センター） 

                 保健師  平田 佑三郎 

 

  地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みが推進される中、平成２６年に介護保険法が

改正され、平成２７年度から市町村が行う事業として、地域支援事業に在宅医療・介護連携推

進事業が位置づけられました。 

  松浦市では、平成２７年度から医療・介護関係者合同研修会を実施しています。その中のグ

ループワークやアンケート等を通じて、医療介護の職種の相互理解や顔の見える関係づくりの

必要性、入退院時の情報伝達や連携のあり方、医療資源やインフォーマルサービスの周知など、

様々な課題が浮かび上がりました。そのような課題を解決するため、平成２９年度に立ち上げた

松浦市在宅医療・介護連絡協議会で、関係者が対応策を協議するとともに、研修会等の事業

を実施しています。 

具体的には在宅医療・介護連絡協議会の開催、入退院時情報共有ツールの作成、医療・介

護関係者合同研修会の開催、在宅医療資源マップや松浦市版エンディングノート「ありがとう

ノート」の作成、住民への普及啓発などの活動に取り組んでいます。また、令和元年度からは医

療介護連携コーディネーターを地域包括支援センターに配置し、在宅医療・介護連携に関する

相談支援を推進するとともに、西九州させぼ広域都市圏在宅医療・介護連携推進事業（佐世

保市を中心に５市２町で構成）に参画し、市民公開講座や多職種研修会などの事業に連携し

て取り組んでいます。 

  同広域都市圏事業では、令和元年度の多職種研修会について、松浦市を会場として開催

することになりました。研修会のテーマを「ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）について考え

る」とし、ＡＣＰ啓発のための自主制作動画「モコちゃんに看取られる～あなたはどんな最期を

迎えたいですか～」の上映とＡＣＰに関する講演を行いました。この動画は、ＡＣＰについて身近

に我が事として市民に考えてもらいたいとの思いから、松浦市在宅医療・介護連絡協議会にお

いて作業部会を発足し、動画には医療介護関係者の他に一般の市民も出演し、約半年間かけ

てシナリオ作成や練習を繰り返して作り上げていきました。また完成された動画はＤＶＤにする

ことで、地域の集いの場などでＡＣＰやエンディングノートについて啓発するための媒体として

活用しています。 

これらの取り組みを通じて医療介護関係者と顔の見える関係づくりが促進され、日々の相談
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対応の中で円滑な連携につながっていることを実感しています。 

今回、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ことができるように、本

市で取り組んでいる在宅医療・介護連携のあり方について報告いたします。 

 

 

～Profiｌe～ 

 

平田 佑三郎（ひらた ゆうざぶろう） 

 

平成１６年 長崎大学医療技術短期大学部看護学科 卒業 

平成１８年 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部看護学科 卒業 

同年 松浦市役所入庁（保健師） 

現在に至る 
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●国保平戸市民病院 

●平戸市国保度島診療所 

●平戸市立生月病院 

●平戸市国保大島診療所 

●五島市国保久賀診療所 

●五島市国保玉之浦診療所 

●五島市国保三井楽診療所 

●五島市国保岐宿歯科診療所 

●佐々町国保診療所 

●国保直営松浦市立福島診療所 

●国保直営松浦市立鷹島診療所 

●西海市国保江島診療所 

●西海市国保平島診療所 

●西海市国保松島診療所 

●小値賀町国保診療所 

●新上五島町若松国保診療所 

●新上五島町新魚目国保診療所 


