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在宅医療連携部会

会議在宅医療連携推進会議

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) ■町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 ■民生・児童委員

■訪問介護 □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

年1回開催（今年度は書面会議）
◆在宅医療連携推進事業の実施報告と、在宅医療連携につ
いての現状把握、課題共有
◆在宅医療連携推進事業の進め方の検討及び意見交換

課
題

①在宅医療をすすめるためのスムーズな連携のあり方
②地域での体制づくり
③区民への周知・啓発

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

今年度は感染症予防の観点から、事業等は中止とした。次
年度に向けては、感染症の動向を見ながらの対応とする。
①在宅医療の連携のための情報共有、体制づくり
現状課題の再確認、連携シートの活用度などの意見把握

②区民への周知・啓発
医療機関マップ・在宅療養ハンドブックの改定
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認知症部会

会
議認知症施策推進会議

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) ■柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 ■社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会

■介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

認知症施策推進会議（全２回）
第1回 7月17日（金） 第2回 2月 書面開催

認知症施策推進会議実務者会議を1回実施（書面開催）
初期集中支援チーム事例を全センターでも共有

課
題

認知症当事者と家族を支える地域づくりの推進

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

①初期集中支援チームの利用促進を図るため、令和2年度
の事例の共有と有識者からのスーパーバイズを受けた
②令和3年度より、みまもりキーホルダに加え、靴の踵部
分に貼付するシールを作成し、キーホルダーを持たずに
外出してしまう高齢者への対応を強化する。
③地域で認知症に関する取り組みに携わる方を委員に迎
え、地域の実情に合った施策の検討に活かしていく。
④認知症地域支援推進員によるPTを立ち上げ、認知症サ
ポーターの活用や、認知症の普及啓発に関する検討を実
施。2月に認知症ステップアップ研修を開催するとともに
令和3年度より認知症サポーター養成講座を毎月開催する。
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議地域自立支援協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

□医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

□歯科医 ■社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

□看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

□介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 □長寿サポートセンター

開
催
内
容

・相談支援体制について
・専門部会の活動報告

課
題

・計画相談支援事業者の支援
・関係機関の連携による地域で支える体制の強化
・長期入院患者の地域移行の促進（精神部会）

課
題
解
決
に
向

け
た
取
組

・計画相談事業者支援の機能充実及び地域ネットワーク
を強化するため、基幹相談支援センターのあり方や地
域における支援体制の検討を行った。

・各専門部会で集約した地域課題の情報共有及び解決策
の検討を行った。

・長期入院患者の地域移行を進めるため、制度や施設を
紹介する健康福祉マップを作成し、相談支援事業所へ
配布するとともに、当事者に確実に情報が届くよう、
医療機関等へも配布した。（精神部会）
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議医療的ケア児支援関係機関連携会議

構
成
員(

参
加
は
■)

予
定

■医師 □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師 □町会・自治会、一般区民

□介護支援専門員 □民生・児童委員

■介護福祉士(訪問、通所) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 □長寿サポートセンター

■その他（特別支援学校教
員 相談支援専門員）

開
催
内

容

コロナ禍における医療的ケア児支援の現状、家族の福祉
ニーズの把握、関係機関による連携のあり方など
（令和3年1月書面開催）

課
題

①障害児通所施設や短期入所をはじめとした既存の社会
資源において、医療的ケア児の受け入れが限られ、保護
者の負担が過重
②関係機関の連携や情報共有の体制づくり

課
題
解
決
に
向

け
た
取
組

・各支援機関における支援の現状や把握している福祉
ニーズの調査を行い、情報を共有した
・調査結果を参考に、家族の福祉ニーズに応えるための
取組や関係機関の連携強化に向けた取組について検討を
行う
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議難病対策地域協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

■歯科医 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

難病対策事業の報告及び意見聴取
（令和3年2月新型コロナウイルス感染症対策のため書面
開催予定）

課
題

①難病患者の個々の療養・生活に応じた支援
②難病患者が利用できる制度・サービスの周知

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

6



生活支援部会

会
議

下町支え合い会議
高齢者見守り連絡会、高齢者地域見守り連絡会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

□歯科医 ■社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

□看護師(訪問看護師) ■町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 ■民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

Ｒ２年度は新型コロナウイルス感染症対応のため、「下
町支え合い会議」は、多様な関係主体間の情報共有及び
連携推進を図るものだが書面開催、「高齢者地域見守り
連絡会は全４回、地域毎に開催。「高齢者見守り連絡
会」は多様な主体による見守り体制の整備を目的に設置。

課
題

①高齢者の活動の場やきっかけづくり
②地域の多様な主体が助け合い活動を行っていくための
機運・醸成

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

①「シニア世代地域活動あと押しセミナー」において地
域活動の説明・相談会を実施した。地域を支える担い手
による活動事例を紹介し、受講生への多様なきっかけづ
くりを図る。
②平成30年度より介護予防・日常生活支援総合事業とし
て本格実施した通所型サービスＢ「ご近所ミニデイ」運
営団体の新規開設を図った。今後も拡充を目指して積極
的にＰＲしていくほか、実施団体の円滑な運営に向けた
支援等を行う。
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情報共有部会

会
議ＩＣＴ準備協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(担当理事) □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 □民生・児童委員

■介護福祉士(訪問、福祉用具) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職(PT、ST） ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

開催実績なし

課
題

江東区医師会の主導で導入を進めている、クラウドを活用し
た情報共有システム「メディカルケアステーション（MCS）」の活
用も含め、ICTを活用した支援体制の整備を進める

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

新型コロナウイルス感染症の流行のため、対面での支援会
議の開催が困難となっていることから、地域ケア推進課におい
て個人情報保護審議会に諮問を行い、対面での会議ができ
ないことにより高齢者への支援に支障が出る場合に限り、MCS
を使用した個人情報のやり取りをすることが認められた。
これを受け、区及び長寿サポートセンターのMCSへの参加

基準の共有等を目的として、令和3年4月を目途として、ICT準
備会の開催を予定しており、今後、関係各所に対し、委員の
推薦を依頼する
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属

問1．新型コロナウイルス感染拡大に伴
い、貴所属において課題と感じることがあ
りましたらお聞かせください。

問2．新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、貴所属が関わる利
用者が抱えていた困難がありま
したらお聞かせください。

問３．貴所属において、【問
２】における課題に対する対
応策があればお聞かせくださ
い。

問４．新型コロナウイルス感
染拡大を防ぐため、今後「新
しい日常」を実践していくな
かで、日常生活において抱え
ると想定される課題があれば
お聞かせください。

問５．コロナ禍において地域
包括ケアシステムを推進して
いくために、どのような取組
を行っているまたは行う予定
かお聞かせください。

江東区医
師会

〇通常の診療を必要とする患者の診療にお
いて、予約システムの導入や換気、消毒な
どの感染対策を行い、安心安全に受診して
いただく工夫を行った。
〇受診が必要な患者の受診控えによる病状
の悪化をきたさないようにすることが課題
であると感じる。
〇発熱患者においては、常に新型コロナウ
イルス感染を考えながら行う必要があり、
時間的もしくは空間的に他の患者と分け、
診療を行う必要がある。
〇無症状者の受診の可能性を含めて、感染
対策に配慮しながらの診療は神経を使い、
スタッフのケアが課題と感じる。

〇外来診療においては医療機関
において感染するリスクを感
じ、通院が必要な患者の通院中
断が報告されている。また、内
視鏡検査などにおいても、緊急
以外の検査が延期されるなどが
あり、病状の把握が困難となる
ことが散見された。
〇訪問診療においては、訪問す
る医師や看護師、その他の介護
サービススタッフからの感染の
リスクを心配する患者もあっ
た。

〇医療機関における診療で
は、待合室の患者同士の距離
や換気、予約システムの導入
などを各医療機関において
行っている。
〇受診する患者にはマスク着
用をお願いし、施設に入る際
のアルコール消毒や検温を
行っている。〇内視鏡などの
検査については春の緊急事態
宣言時には急を要しない検査
の延期を行っていたが、現在
は感染対策を徹底したうえ
で、スクリーニング検査を含
めて行っている。
〇訪問診療（在宅療養）にお
いては、各職種がマスクや
ゴーグル、手袋の着用を行
い、感染対策を行いながら、
サービスの提供を行ってい
る。

〇新型コロナウイルス感染拡
大を受けて、在宅療養中の患
者の感染が確認された際に、
現状では年齢や基礎疾患のた
めに入院の適応になる場合が
多いかと思う。症状が軽微で
あった際に、患者自身が在宅
療養の継続希望がある場合、
どこまで受け入れることが可
能か、考えなければならな
い。

〇診療においては、引き続き
感染対策を行いながら、必要
な医療を継続することを行
う。
〇多職種との連携について
は、大人数での意見交換会な
どの開催は当面は困難と思わ
れる。個別にMCSなどのICTを
用いて連携を深める努力を
行っていく予定。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

江東区⻭
科医師会

〇感染対策をいかに実施していくか。
〇マスク、グローブ、消毒液の確保
〇空調設備の設置
〇慢性疾患が多い⻭科治療では受診控えに
よる急性悪化が心配されるため、患者にそ
の旨を周知し受診を促すことが必要。

〇⻭科治療は行いたいが、感染
の不安があるため躊躇ってしま
う。
〇重症化の危険がある。

〇感染対策を十分に行い、万
全の体制での受け入れ
〇診療時には飛沫が大量に飛
散するので強力なバキューム
装置にて処理し、感染に十分
注意している。

〇これだけ感染者が増加する
と「新しい日常」を実践して
も、いつ、どこで誰から感染
するか分からない。
〇医療、介護等は人と接触す
る仕事で、リモートで済むも
のではないので感染に注意し
ながら進めていくしかない。
〇診療時間が⻑くなる傾向が
あるので、一回の診療時間を
できるだけ短くして患者の負
担を軽くする必要がある。
〇医療、介護、福祉等の従事
者が優先的、定期的に検査。
ワクチンが受けられる状況を
作らなくてはならないと思
う。それまでは現状を続けて
いくしかないと思う。

〇コロナ禍においても口腔ケ
アが誰にも必要と考える。往
診も含め、今まで通りの業務
を進めていく。
〇地域のネットワークがこの
コロナ禍でどれだけ役に立っ
ているか良く解らない。
〇ネットワークが十分機能し
ているという印象は全くな
い。
〇ただ、今はコロナが終息す
るのを何となく期待してい
る？
〇残念ながら地域包括ケアシ
ステムを推進する取り組みは
やっていない。

江東区医
師会訪問
看護ス

テーショ
ン

〇感染した場合・濃厚接触者になった場合
の事業として、どう対処するか。
〇事業所のクローズは利用者に影響を与え
る。命と直結しているため他事業所との連
携が必要。

〇不安のため神経質になってい
る傾向
〇引きこもりになりがち
〇過剰な対策をとっている家族
〇誰も介入しないリスクが大き
い（食事・排泄・清潔・環境）

〇訪問回数は減っても関係者
との情報共有を密にする。
〇訪問の必要性・安全性を説
明
〇異常の早期発見に努める

〇対面が難しくなる傾向
〇コミュニケーション不足
〇体力・認知機能低下

〇相談できる場所・人の確保
〇多職種との連携
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

江東区薬
剤師会

〇感染対策：日頃からの体調管理や消毒
等、予防策は行っているが在宅患者に対
し、訪問の際外部から持ち込まないよう非
常に気を遣う。（業務上発熱外来の患者と
接する機会もあるため）
〇多職種間の連携方法：サービス担当者会
議などは患者宅で行うため密になりやす
く、人数制限、参加を控えなければならな
いこともあり、顔の見える関係を構築しづ
らいことがある。

〇デイサービスで感染者が出て
不安になっている利用者がお
り、心のケアに気を遣う。

〇必要以上に不安を煽らない
よう正しい情報を伝え感染対
策を取ることが大切と思う。

〇マスク越での会話はコミュ
ニケーションが取りづらくな
るため、多くの職種が関わる
際は特にどのような情報共有
と協力体制を築いていくかが
大切と感じる。

〇特にすぐ予定はないが、オ
ンラインでの顔合わせ、研修
等で協力体制を維持すること
は必要と思われる。

フォーラ
ル（管理
栄養士）

〇環境の整備（通信環境、窓口の分離等の
スペースの確保など）
〇地域との交流機会の減少（セミナー開催
の中止など）
〇経営資金の減少

〇相談する機会の減少による不
安の増幅

〇電話フォローの実施 〇オンライン環境がない、対
応が困難な方の孤立（技術面
や経済面）
〇情報格差

〇まずはオンラインでつなが
る仕組みの構築、体制化
〇その後、その対応が困難な
方へ感染対策を整えたまたは
リスクを減らした対応方法を
検討

江東区介
護事業者
連絡会

（介護福
祉士）

〇サービス実施後にその利用者が濃厚接触
者だという情報が入るなど情報が遅く、介
護ヘルパーを守れないと感じる。ひいては
事業の継続にも大きな影響があると予測さ
れる。

〇人の出入りをシャットアウト
している利用者は、意向や必要
性があるにも関わらずサービス
に結び付いていない。よって
ADLやQOLの低下が見られてい
る。

〇介護に携わる者が定期的に
公費でのPCR検査を受ける
ようにする。
〇高齢者、介護職にワクチン
の優先的接種を行うようにす
る。

〇高齢者は機器を使用しての
コミュニケーションは困難で
あるため、最小限の意向しか
表出しない。何気ない会話が
できなくなっている現在は問
題が顕在化せず、気付いた時
には手遅れとなっている。

〇ZOOMなどではなく、感染
対策を取った上で対面でのコ
ミュニケーションを心掛け
る。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

昭和大学
江東豊洲

病院

〇入院患者面会の原則禁止により本人が孤
立する傾向あり、家族の直接的サポートが
得にくい状況。
〇リハビリ・療養目的の転院支援では、先
方の都合で当院からの転院がスムーズに進
まないケースがある。
〇退院前カンファレンスの開催を控えざる
得ない状況が続いている。
〇受診を控えているのか病状悪化して緊急
入院される高齢者が多い印象。
〇他区からのソーシャルハイリスクケース
（親族無、低所得、知的・精神上の課題な
ど）が増えて、退院調整看護師とソーシャ
ルワーカーは対応に追われている。

〇家族が本人の全体像をつかめ
ない。救急搬送時のイメージの
まま、退院を考えるので、家族
の不安が大きい。
〇妊産婦・小児の利用者は祖父
⺟からのサポートが得にくい、
特に外国人が深刻。
〇当院高度急性期医療が終了し
ても、リハビリ転院まで時間を
費やし、当院ベッドが非常に混
雑している。
〇コロナ対応で保健相談所・保
健師が多忙。連絡調整に時間を
費やし、利用者・家族も即支援
を受けにくい状況。

〇家族へ密に電話連絡を入れ
るようにしている。
〇ケアマネジャー、地域包括
支援センター、福祉事務所な
ど地域連携機関へ密に電話連
絡を入れるようにしている。
〇独居・親族のサポーター不
在、虐待など権利擁護が必要
なケースは、なるべく短時間
で大きい会場で密にならない
ように開催している。
〇ズームでの退院前カンファ
レンスは、個人情報保護など
の安全性を含めて、本学で許
可が下りていない。

移動の制限、リモートでのつ
ながり促進が進めば、家族・
親族の対面での支援がさらに
難しくなると考える。心理社
会的支援は対面でないと難し
いことも多くある。

地域包括ケアシステムは対面
が前提。今後のあり方を１つ
の機関だけではなく、地域包
括ケアシステム全体としての
検討が必要と思われる。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

地域福祉
コーディ
ネーター
（江東区
社会福祉
協議会）

〇新型コロナウイルス感染拡大により、地
域での支え合い・助け合いの必要性が高ま
る一方で、活動の制限が余儀なくされてい
る。そのため、これまでとは異なる発想で
新たなつながり作りをいかに進めていくか
検討が必要となっている。

〇対面することが難しく、地域
における見守り活動やサロン活
動を中止せざるを得ない。
〇活動を停止した際、その再開
時期や再開方法に悩んでいる。

〇見守り活動やサロン活動を
行う地域へヒアリングやアン
ケートをし、他地域での取り
組みの工夫について、情報を
提供。

〇非接触型の地域活動が必要
となるが、デジタルツールの
活用が難しい住⺠の方々が孤
立し、閉じこもりにより心身
機能低下が生じる。
〇地域における人間関係の希
薄化も深刻になり、地域や家
庭における課題のさらなる潜
在化が危惧される。

〇コロナ禍においても、地域
作りに向けての支援を停滞さ
せないため、新たな生活様式
での地域における支え合い・
助け合いに有用となる内容の
講座・イベントを開催する。
〇その開催形式もオンライン
での参加も併用したハイブ
リッド型を取り入れる。

東京都理
学療法士
協会江東
区支部

〇訪問系の事業所では訪問する職員が感染
の媒介となる危険があると共に、利用者が
通っている施設で濃厚接触などがあった場
合に訪問する前に連絡がもらえないなど情
報がなかなか伝わらない。

〇利用者の活動範囲が狭くな
り、身体機能の低下が懸念され
る。
〇マスクなどの装着が困難な方
もいて周囲が気を付けないとい
けないことがある。

〇訪問時、マスク、グロー
ブ、フェイスガード等を利用
し、職員が感染の媒介となら
ないように注意している。
〇利用者、訪問職員共にアル
コール消毒を実施。

〇人と人が接触することでど
うしても感染のリスクは発生
する。

〇顔を合わせての情報交換は
難しくなってくると思われる
ので、情報機器を用いての情
報交換ができるようなシステ
ムを整備していこうかと考え
ている。

東京都作
業療法士

会

〇入所は面会制限があり、家族・利用者と
もに精神的な影響がある。
〇オンライン面接を行うも認知症の方には
なじみがなく不穏になってしまう。
〇生活行為訓練は密になるものや他者と一
緒のグループでの実施が難しくADL低下に
つながる危険がある。
〇予防に必要なマスク、ガウンなどの不足

〇買い物に行けていたが外出頻
度を減らした影響もあり生活不
活発病になっていく可能性が高
い利用者が多い。
〇友人との交流もなく、引きこ
もり傾向となっている。
〇病院や通所サービスに行くの
が怖いと控えてしまい病状が悪
化したり活気がなくなる。
〇目などの手術の延期。

〇通所時に活動量を向上させ
るプログラムの強化
〇家でできる自主トレなどの
プリント配布
〇落ち込んでいる方の話を傾
聴する。

〇引きこもりも多くなり、互
助のサポートや繋がりが減っ
てしまい生活が成り立たない
人の増加が懸念される。
〇共助・公助も介入しづらさ
が出てくると思われる。

〇通いの場への訪問依頼があ
れば参加する。
〇自助に対しての1人1人の取
り組みをサポートしていきた
い。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

社会福祉
法人あそ

か会

〇新型コロナ陽性者が発生した場合の対応
や検査体制、濃厚接触職員が複数になった
場合の、利用者へのサービスへの影響など
課題が多い。〇高齢者が陽性者になっても
入院受入病院がなく、施設での介護の想定
も必要。陽性後に自宅での介護を必要とす
る場合でもサービス提供の拒否も考えられ
るため、介護が受けられない可能性も出て
くる。
〇認知症高齢者がコロナ陽性となった場合
は、病院での対応が困難で入院ができない
ケースも想定されるため、継続しての介護
には課題が多い。

〇コロナ対策により外出自粛等
もあり、サービス利用を控え、
活動性低下やコミュニティ不足
も懸念される、心身状況の低下
もある。
〇集まりたくでも密になれない
ため、交流の場の減少。

〇感染対策を講じた上で、安
心してサービスを利用してい
ただく、活動性を維持できる
ように、感染対策の標準化が
必要。
〇オンライン等を活用しての
コミュニケーションが図れる
ような対応策はどうか。

〇発熱した場合の検査体制の
拡充。疑いや陽性となった場
合でも、サービスや支援が止
まらないような仕組み作り。
〇健康状態の確認体制。
〇高齢者の常時感染対策をす
る難しさ。

〇介護予防推進では、コロナ
対策を講じながら少人数で健
康体操等を開催を検討。
〇社会参加の支援として、コ
ミュニティ作りの場を提供
し、活動機会を設けて交流の
場を作りたい。

順天堂東
京高等高
齢者医療
センター

〇認知症の人と家族の支援活動において
「集う」ことができなくなったことによ
り、本人・介護者の不安・負担に適宜対応
することが困難となったこと。
〇医療資源の制限・縮小に伴い、認知症医
療が必要な患者への適時適切な医療の提供
が損なわれていること。

〇介護保険サービス利用の制
限・縮小による認知症本人の
ADL及びQOLの低下。
〇介護者家族の交流の機会が減
少したことによる介護負担の増
大。

〇会場形式による集う方法か
らオンライン形式による実施
方法の転換。

〇感染対策の方法が分からな
い方や感染対策を講ずること
が何らかの理由で難しい方、
またはCOVIDO-19に対する不
安から生じる病院受診や介護
保険サービス利用の自粛な
ど。

〇これまで会場形式で開催し
ていた研修や会議・検討会、
認知症カフェ等は可能な限り
オンラインまたは書面にて実
施することにより、これまで
の取り組みを滞りなく推進す
るように努めている。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

江東社会
福祉士会

〇 新型コロナウイルスの感染
症の対する偏見、差別による
孤立化
〇 新型コロナウイルスによる
後遺症（PTSDなど）の理解
が乏しい
〇無症状の方を新型コロナウ
イルス感染前として放置して
いる（左図 和歌山県のデー
タ参照）
〇外出を避けて生活している
ことで「閉じこもり」の方が
増加している
〇独居の認知症の方にマスク
着用が難しくなっている

〇コロナの感染症の対する偏
見、差別による孤立化を防ぐ
〇コロナによる後遺症（PTSD
など）の取り組みが必要
（研修、チラシ配布、感染経
験者からの話などから学習。
後遺症で悩む方達の相談窓口
の開設）
〇無症状の方も一応感染者だ
という認識を持つ
〇閉じこもり生活をしている
方の援助（ZOOM機器等の貸
与など）
〇独居で認知症等の方が外出
時にマスクを着用しやすくす
る試みが必要（杖と一体的な
ものとする、何枚か目立つと
ころに置くなどマスクの置き
場所を工夫するなど）

⺠生・児
童委員協
議会

〇新型コロナウイルスの出現により社会が
一変したが、見方を変えれば「新しい生活
様式」を試し、無理のない活動スタイルを
模索する機会とも捉えられる。

〇訪問回数の減少
〇一人暮らし高齢者の体力低下
等

〇なるべく見守りや声掛けを
行うようにしている。

〇人と接することを基本とす
る活動なので、互いの安全を
守りながら活動する難しさに
直面した。

〇人の交流を最適な方法で実
施できない時に次善策の必要
性を突き付けられたと思う。

（問１〜３． 任意団体のため回答なし）
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

江東区助
け合い活
動連絡会

○毎年５月に開催している年次総会が開催
できず、登録会員には総会報告書を郵送し
た。
○総会の開催中止で年会費の集金ができ
ず、急きょ、郵便口座を開設し振込をお願
いした。
○例年年４回開催している定例連絡会はこ
れまでに２回、年３回開催している研究会
は１回しか開催できなかった。
○助け合い活動連絡会主催のグランドゴル
フin大島などのイベントも一部中止した。

○居場所づくりとして開催して
いるサロン活動や高齢者等の見
守り活動、地域ボランティア活
動などが実施できず、高齢者等
の安否確認が十分できていな
い。
○高齢者宅の住宅設備保守点
検、家事支援など日常生活支援
の助け合い活動は、マスク着用
などの感染予防策を徹底し、実
施している。
○お花見や秋祭りなどの地域で
のイベント、コミュニティ活動
が自粛・中止になっている。
○自粛・ひきこもりで高齢者の
中に体調不良、認知症の発症が
疑われる人が出ている。

○サロン活動は、感染予防策
を取った上で、公園など野外
での開催を計画している。
○見守り活動はラインを使う
ほか、管理室で単身高齢者・
要援護者の安否確認を実施し
ている。
○必要に応じ面談による相談
を行なう。

○外出・活動自粛による身体
機能の低下、体調不良。
○単身高齢者の孤立、会話不
足、体調不良。
○見守り活動の工夫。

○地域のリーダーと地域包括
支援センター（⻑サポ）、⺠
生委員、介護事業者が連携で
きる仕組みづくり。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

主任介護
支援専門
員（⻑寿
サポート
セン
ター）

〇センター内外における職員、利用者双方
の感染防止策
〇利用者宅での担当者会議の開催が難しい
〇訪問を拒否される
〇地域活動を躊躇してしまう
〇併設事業所との感染防止策の共通認識
〇コロナ感染拡大してから相談件数が減っ
ている

〇外出自粛による身体機能低下
〇感染心配し通院を控えている
〇他者との交流が減り、認知機
能が低下
〇必要なサービスの中止
〇入院中家族が面会できず本人
の病状や状態が分からない
〇濃厚接触者となり必要なサー
ビスの一定期間利用中止
〇離れて暮らす家族に会えず、
孤立感や不安感がある。

〇無理にとは言わないがデイ
でもコロナ対策をしているこ
とを説明し利用を助言
〇代替サービスの利用、その
ような利用者を支援した時の
報酬増加
〇直接病院に連絡する等して
いるが、個人情報の問題もあ
り十分連携が図れていないこ
ともある

〇大勢を対象とした催しの開
催方法
〇衛生管理の徹底
〇広い場所の確保
〇高齢者は感染を恐れるあま
り慎重になり過ぎて不健康に
なってしまう
〇不特定多数の高齢者を集め
る時の個人情報の管理

〇感染拡大（第3波）している
ため取り組みを模索中。

社会福祉
士（⻑寿
サポート
セン
ター）

〇「三密」の中でも特に「密接」はいかに
注意を払っても避ける事は難しく、感染リ
スクは高いと感じる。
〇一方では身内やその知人、法人内の職員
に未だ感染者は発生していない。第一波を
無事に乗り越えたことにより、感染する事
に対しどこか現実感がないまま今に至って
いる感覚がある。

〇問1同様に現実感がないまま
過ごしている方と、全てに怯え
ているかのように見える方がい
る。
〇全てに怯えるタイプの方は慎
重すぎと感じられるほど自宅か
ら出る事を控え、その影響もあ
り身体的にも精神的にも健康被
害を感じている。
〇 何が一番大変か？と尋ねる
と「何だかわからないけど、と
にかく不安で仕方がない」と答
えた方が多い。

〇「何だかわからないけ
ど・・・」というのが正直な
気持ちだと思われる。残念な
がら「何だかわからない」も
のに対応するのはとても難し
いと考える。
〇少しは外出して気分転換で
もしてみては？と勧めたい気
持ちはあるが難しさを感じて
いる。

〇危機感がそれぞれ異なる事
から予防対策が不十分な人と
過度な予防をしている人がい
る。現時点でどちらが正解か
わからず、お互いに苦々しく
感じているという事を耳にす
る。特に集合住宅ではエレ
ベータやゴミ置き場でのエチ
ケット問題で相談が寄せられ
ている。

〇高齢者の感染は重症化や死
亡に直結する事を考えると、
また医療崩壊寸前と言われて
いる今（少なくてもワクチン
が出回るまで）は感染しない
事を最優先すべきだと思う。
〇その後ある程度医療体制が
整ってからしばらくの間は、
適切な医療に効率的に繋げる
ことが求められる。そのため
に高齢者の日頃のADLや認知
機能など心身の機能を把握し
ておくこと、体調の変化に気
付く事が地域包括ケアシステ
ムの重要な役割だと思う。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

保健師
（⻑寿サ
ポートセ
ンター）
①

〇外出自粛に伴い、体力・筋力の低下が認められる
高齢者、認知機能低下や認知症が進行した高齢者が
増えている印象。
〇感染拡大前に比べ、介護予防目的や認知症の初期
段階での相談が減り、生活上支障が出てきたり、介
護者の負担が増強してから、ようやく相談を受ける
事例が見られ、これらを経緯とした相談の増加。
〇通いの場（住⺠主体のサークル・サロン、ご近所
ミニデイ等）が閉鎖しており、高齢者の交流の場が
減っている。これらの主催者は住⺠であり、適切な
感染予防対策をしたとしても、コロナ禍での継続に
関して迷いや不安が残る。
〇訪問を希望された高齢者・家族の体調が把握しづ
らく、接触した双方のコロナ感染の懸念・不安があ
る。特に相談履歴のない方で体調不良となった場合
の対応要請や高齢者の安否確認を要する場合は、職
員は今まで以上に緊張感が高い。高齢者が難聴だっ
たり、自宅の空間が狭い場合など、ソーシャルディ
スタンスや換気に配慮した面談が難しい場合もある
が、訪問して対応しなくてはならないことがある。
また、訪問に要する時間が短時間とはいかない場合
もある。
〇ケアマネジメントにおけるモニタリングで訪問を
拒否される利用者・家族がいるため、利用者本人と
会うことができない。「コロナ禍におけるケアマネ
ジメント業務の弾力対応」によりモニタリング方法
を訪問から電話に切り替え、状況を聞き取っている
が、対面できないことから状態の把握が難しい。

〇これまで通所型サービスや通所リハ
ビリを利用していた利用者が、自身や
家族の判断により、⻑期間休んでお
り、その間に体力や下肢筋力が低下
し、日常生活で支障を来たすように
なった。
〇感染への不安が強く、気持ちが不安
定になっている。うつや妄想などの症
状も見られる。
〇同居家族による虐待（身体的、心理
的、経済的）の対応件数が増加してい
る。
〇通いの場が閉鎖・縮小され、日中に
過ごせる場がないため、他者と交流で
きず、ストレスを抱えている。
〇独居で身寄りのない高齢者や親族が
遠方で頼ることが難しい高齢者が多い
ため、コロナ禍で更に今後に対するさ
まざまな不安（心身状態、経済面、緊
急時対応）が大きくなっている。
〇家族によるサポート機能が低下して
いる。別居親族がコロナを持ち込むこ
とを懸念し、訪問を控えている（ある
いは高齢者自身が家族を心配し、訪問
を控えるように話していることもあ
る）。これまで家族が担っていた支援
（家事や外出支援等）が受けられなく
なり、生活に影響が見られたり、認知
機能が低下してしまうケースがある。

〇少人数で広いスペースを確保でき
る、短時間等の通所型サービスを提
案する。体調の変化、日常生活上の
支障の有無など定期的にモニタリン
グをする。
〇適宜電話などで話を傾聴する。実
際にそういった方がいないか、自治
会関係の方に情報収集し、必要時対
応している。
〇総合相談やケアマネからの相談時
に丁寧な聞き取りを行い、心配事の
解決を共に行う姿勢を示す。相談を
受けて問題を把握する現状ではある
が、状況が悪化しないように速やか
に行政をはじめ関係機関と連携し、
対応している。
〇ご近所ミニデイやとことんお元気
サークルについては適宜、主催者や
関係者と連絡をとり、感染予防対策
の情報提供や利用者の体調面の情報
交換、必要時にサービスの案内な
ど、後方支援を行っている。
〇可能な範囲で、本人の希望する方
法（電話、来所、訪問）で話を伺
い、心理的な支援を行っている。ま
た、今後利用可能なサービスについ
て適宜説明・対応している。

〇これまで気軽に会っていた友人や
隣人と会うことができなくなり、自
治会や老人会の集まりが中止してい
ることから、関係の希薄化や周囲か
らの孤立、地域での見守り機能や互
助力の低下を来たす可能性がある。
〇高齢者が体調不良になった場合に
SOSを出しにくく、周囲も気づきに
くいため、発見が遅れる可能性があ
る。また、本人をよく理解している
別居家族が直接会う機会が少なくな
り、本人の状態の変化に気づくのが
遅くなってしまう。
〇高齢者はスマートフォンやパソコ
ンが使えず、オンラインでのつなが
りが難しく、適切な情報が得られに
くい。テレビのみからの一方的な情
報で、必要かつ適切な情報の判断が
難しく、不安が煽られてしまう可能
性がある。家族が携帯電話からス
マートフォンに切り替えて、いざ自
身では電話に出るような基本操作も
できなくなってしまったことがあ
る。
〇とにかく外出しなくなり閉じこも
りになる。買物や通院等の外出を控
えがちになり、十分な食事の確保が
できなかったり、適切な治療が受け
られない可能性がある。

【行っている取組】
〇総合相談、ケアマネ支援、自治会や
⺠生委員からの相談に対し、個人情報
保護に留意しながら、丁寧に課題と向
き合い、制度や地域の力を活用して困
り事が潜在化・困難かしないように努
めている。
〇老人会や通いの場が休止している現
状で周囲との繋がりを維持するため
に、自治会や参加者の意見を把握し、
安心して集まれる場づくりについて可
能な範囲で情報提供している。今後も
主催者も参加者も安心して参加できる
ように、支援していきたい。
【今後実施を検討・予定しているこ
と】
〇顔の見えない中では、関係者が適切
なタイミングで情報共有を図ることが
重要だと考える。多職種（医療機関、
介護支援専門員、介護サービス事業
所、社協、区の公的機関等）、地域の
方（⺠生委員、自治会⻑や地域の協力
者等）との連携方法を工夫する必要が
ある。オンラインの活用を促進する方
法を検討していきたい。
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「コロナ禍における現状と対応策等」アンケート結果概要

所属
問1．〈貴所属における課題〉 問2．〈利用者が抱えていた困

難〉
問３．〈【問２】における課
題に対する対応策〉

問４．〈「新しい日常」の実
践において想定される課題〉

問５．〈地域包括ケアシステ
ム推進の取組（予定含む）〉

保健師
（⻑寿サ
ポートセ
ンター）
②

〇受診控えや受診拒否により、適切な医療につな
がっておらず、支援が困難化している。
〇圧迫骨折等の新型コロナ感染とは関連がないと思
われる状態や症状により、本人が自宅で過ごせない
場合に入院や施設の受け入れ先を探すのに苦労して
いる。また病院からも以前ならまだ入院している状
況でも早めに退院する旨の連絡があり、迅速な退院
時のサービス調整・対応が必要となる。

〇近所との交流が頻繁にあった高齢者
でも双方が感染に不安を持ち、関わり
がなくなっている。コロナ禍で近所づ
きあいがなくなったという話を伺うこ
とがある。外に出ただけ、人とすれ違
うだけで感染すると思っている方もい
る。
〇視覚障害等の何らかの障害を抱える
独居高齢者が発熱した場合、一人では
医療機関に行くことができないが救急
要請をする程の状態ではない場合に、
関係者が対応方法に苦慮する。

〇必要時別居家族とも連絡を取り、
代替のサービスを提案、定期的にモ
ニタリングをしている。認知機能低
下を予防するために、電話等での家
族の関わりは継続して頂くように家
族にお願いしている。
〇近所との付き合いにおいても、電
話でのやり取りを提案したり、感染
予防対策をしていれば、近所での立
ち話程度は問題ないことを説明して
いる。感染予防対策について正しい
知識の提供を行う必要がある。
〇電話の体調確認を適宜行った。感
染予防対策を行ったうえで職員が訪
問し、（視力障害があったため自身
での検温ができず）検温を行った。
障害に応じたツール（視力障害のた
め、音声機能付き体温計）の購入支
援を行った。

〇老人会や自治会等による催しや会
食、おしゃべり等が中止しており、
地域の高齢者の楽しみや娯楽が減っ
ている。

〇コロナ禍でも外出機会となる通院先
やコンビニなどの商店、金融機関等と
の関係性を強化し、外出機会が少ない
中でも高齢者の心身状態や生活状況の
変化を把握できるような体制づくりを
検討していきたい。
〇高齢者に対して正確な情報を伝える
ことが必要である。オンラインの活用
を促進するために、高齢者がスマート
フォンやSNSツールの操作習得できる
ような支援方法を検討していきたい。
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令和３年２月２６日 

福祉部地域ケア推進課 

 

漫画版地域包括ケアシステムリーフレットの作成について 

 

１ 概要 

（１）作成時期：令和３年６月以降完成 

（２）設  定：フレイル編 

（３）配布予定：令和３年６月以降、区役所及び区出先施設、長寿サポー  

 トセンター、地域包括ケア全体会議メンバーによる。 

（４）配布実績：平成３０年度 骨折編       約４，２００部 

        令和元年度 認知症編       約３，８００部 

（令和２年１月末現在） 

２ シナリオ概要 

  （１）スポーツ施設。仲間たちで卓球を楽しむ男性高齢者。 
  （２）仲間「また勝てなかったなあ」本人「また来週」スポーツ施設を後に

する。 
  （３）翌週。スポーツ施設には新型コロナウイルス感染症流行のため閉館し

ます、の張り紙。ショックを受ける主人公。 
  （４）自宅。テレビを寝転がりながら見る主人公。テレビでは緊急事態宣言

解除のニュース。 
  （５）買い物帰り。階段を上りながら息が切れる主人公。「以前はこんなこ

となかったのに…」 
（６）卓球仲間の女性から電話。「最近どう？元気？」主人公「何もするに

も億劫で…。階段上がっただけで息が切れるし、膝も痛いし、食欲も

落ちてきて、体力に自信がなくなってきちゃったよ」 
  （７）仲間女性「それなら、長寿サポートセンターに相談してみたら？お友

達もサロンや体操教室を紹介してもらったのよ」男性「そんなところ

があるんだ。今度行ってみるよ」 
（８）長寿サポートセンター。 

職員１「体力の低下がご心配なんですね。お近くの高齢者施設で活き

粋体操をやっていますよ」 
職員２「栄養のご相談をしてみることもおすすめしますよ」 
職員３「元気アップトレーニングをやってみませんか？」 

（９）管理栄養士「筋肉が落ちてしまっているので、運動だけでなくたんぱ

く質もバランスよくとりましょう」 

資料４ 



2 
 

（１０）柔道整復師「自宅でもできるトレーニングを考えましょう！」 
（１１整形外科。医師「膝の調子はいかがですか」主人公「おかげさまで良く

なってきました」 
（１２）高齢者施設。活き粋体操教室に参加する主人公。「意外と疲れるな…」 
（１３）高齢者施設で卓球台を見つける主人公。「ここでも卓球ができるんだ」 

他の参加者「卓球、お上手なんですって？」「今度教えてくだいよ」 
 （１４）スポーツ施設。仲間と卓球を楽しむ主人公。 
（１５）帰り道。主人公「今度卓球を教えに行くことになったんだよ」 

仲間「すごいなあ」「おれも負けないように頑張るぞ」 
 （１６）新型コロナウイルス感染拡大の中で、高齢者の生活も変化しています。

専門職、地域住民一体となって地域包括ケアシステムを作っていきま

しょう。 
 



江東区地域包括ケア全体会議
〈設置目的〉江東区の地域包括システム実現のため、多職種が一体となった連携体制を構築する
〈運営方針〉①江東区民が安心して住み慣れた地域で生活できる体制づくりに貢献する

②高齢者をはじめ江東区民の在宅生活を支える多職種の協働を進める
③地域包括ケアシステムの理念を共有し、区全体に広げる

上記方針に資する諸課題を整理し、解決策を検討・調整する

〈全体会議構成メンバー〉行政
◆江東区副区長

〃 福祉部
〃 健康部

長寿ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
◇主任介護支援専門員
◇社会福祉士
◇保健師・看護師

医療
◆江東区医師会

◇医師
◆江東区歯科医師会

◇歯科医師
◆江東区薬剤師会

◇薬剤師

看護・リハビリ
◆江東区訪問看護

ｽﾃｰｼｮﾝ協議会
◇訪問看護師

◆東京都理学療法士
協会江東区支部
◇理学療法士
◇作業療法士
◇言語聴覚士

介護
◆江東区介護事業者

連絡会
◇介護支援専門員
◇介護福祉士

病院
◇医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

社会福祉
◆江東区社会福祉協議会

◇地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
◆社会福祉法人
◆江東社会福祉士会

その他
◇管理栄養士
◇精神保健福祉士

◆江東区町会連合会
◆江東区民生・児童委員協議会

◆江東区助け合い活動連絡会

療養
◆東京都柔道整復師

江東支部
◇柔道整復師

参考



全体会議の部会と位置付けた５つの部会が定期的に活動し、各分野の
諸課題の整理と解決策の検討・調整を行う。

地域包括ケアシステム実現のプロセスとして、システムの内容や必要
性を住民に理解してもらう「規範的統合」が必要なことから、医療・
介護・福祉専門職が中心となってリーフレット等を活用した普及啓発
活動を行う。

医療・介護・福祉専門職がそれぞれの専門性を発揮しながら、職種間
の連携を強化した在宅療養体制を整える必要があることから、全体会
議の構成団体やメンバーが率先して連携強化の取組を行う。

家庭機能の低下や人間関係の希薄化などにより生活しづらさを抱えて
いる人が地域で暮らし続けられるよう、人と人とのつながりを前提と
した地域で支え合う仕組み（住民主体の取組）を実践するとともに、
専門職はその取組を支援する。

全
体
会
議
の
活
動
方
針

１ 各部会の活動

２ 住民への普及啓発活動

３ 多職種連携の強化

４ 住民主体の取組、その支援


