
平成 28 年 12 月 12 日 

ブライトホール 

世田谷区地域包括支援センター運営協議会（平成 28 年度第２回）次第 

 

１ 開会 

 

２ 議事（報告） 

（１）第７期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

（高齢福祉課）[資料№１] 

（２）地域包括ケアの地区展開の実施状況について 

（介護予防・地域支援課、計画調整課）[資料№２] 

（３）あんしんすこやかセンター、まちづくりセンター、社会福祉協議会の一体整備について 

                       （介護予防・地域支援課）[資料№３]  

（４）介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について 

介護予防・地域支援課、介護保険課） [資料№４]  

（５）地区連携医事業（新規事業）について 

（計画調整課、介護予防・地域支援課） [資料№５] 

（６）すこやか歯科健診事業（新規事業）の実施について 

（計画調整課、介護予防・地域支援課、健康推進課） [資料№６] 

 

３ その他 
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平成２８年１２月１２日 

高齢福祉部高齢福祉課 

 

第７期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

 

１ 主旨 

  第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成３０～３２年度）について、世

田谷区地域保健福祉審議会の審議等を踏まえ策定する。 

 

２ 計画の位置付け 

 老人福祉法第２０条の８第１項の規定に基づく市町村老人福祉計画 

介護保険法第１１７条第１項の規定に基づく市町村介護保険事業計画 

 

３ 計画期間 

平成３０年度から平成３２年度までの３年間 

 

４ 想定される課題及び関連事項 

 ・国が示している第 7期計画の検討事項 

「地域包括ケアシステムの推進」「介護保険制度の持続可能性の確保」 

・介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

・家族介護者への支援及び介護人材の確保 

・地域包括ケアの地区展開との関係（地域ニーズの把握、反映） 

・高齢者居住安定確保計画の策定権限の委譲との関係 

・診療報酬改定（国の第 7次医療計画）との関係 

 

５ 計画策定の進め方 

世田谷区地域保健福祉審議会に「高齢者福祉・介護保険部会」を設置して、審議等を

行なう。（学識経験者６名、医療関係者６名、区民団体等８名、事業者４名） 

  また、庁内関係所管で構成する検討委員会及び幹事会を設置し、審議会や部会の審議

をもとに計画内容の検討等を行う。 

その他、地域包括支援センター運営協議会、事業者等に適宜、情報提供し、意見等を

伺う機会を設ける。 

 

６ 基礎調査 

「高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査」を実施し、検討の基礎資料とする。 

（１）対象 

○区民編（無作為抽出） 

A 65歳以上で、介護保険要介護認定者を除いた方 6,000人 

B 第 1号被保険者（65歳以上）のうち、在宅の要介護認定の方 2,700 人 

C 第 2号被保険者（40歳から 64歳まで）のうち、在宅の要介護認定の方  100人 

○事業者編 

区内介護保険サービス事業所 約 1,100件 

 

（２）調査方法 

郵送配付、郵送回収（無記名式。切手不要。） 

 

 

資料№１ 
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７ 今後の予定 

平成２８年１２月     高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査実施 

平成２９年 ２月～１１月 部会による審議（６回程度） 

 ３月     高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査報告 

６月     中間まとめ 

      ９月     パブリックコメント、シンポジウム等（計画素案について） 

      １１月     審議会の答申 

平成３０年 ３月     計画策定 

 

以上 
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平成 28年 12月 12 日 

高 齢 福 祉 部 

介護予防・地域支援課 

 

地域包括ケアの地区展開の実施状況について 

 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、区では、地域包括ケアシステ

ムの推進にあたって、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会

の三者が連携して、身近な地区での相談の充実と地域の人材や社会資源の開発を行う「地

域包括ケアの地区展開」に取り組んでいる。 

平成 26 年 10 月から砧地区でモデル事業を開始し、平成 27 年 7 月からは池尻、松沢、

用賀、砧、上北沢の５地区に広げて実施してきた。 

モデル事業の取組み状況を踏まえて課題の解決等を図り、平成 28 年 7 月から全地区で

実施している。 

地区展開の取組み及び実施状況については、下記のとおりである。 

記 

１ 地域包括ケアの地区展開の取組み 

（１）まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会の三者を一体整

備し、三者が連携して福祉の困りごとなど区民の様々な相談に対応し、適切な支援に

結び付ける。 

（２）ひきこもり等どこに相談してよいか分からず、潜在しがちな問題や、子育て中の介

護の問題など、家庭内の複合した問題にも対応する。 

（３）三者が持つそれぞれのノウハウを共有して地区の課題を把握し、その解決のために

地域の人材や社会資源の開発・協働に取り組む。 

（４）三者が一体となる窓口を「福祉の相談窓口」と呼び、区民の利用に結び付ける。 

（５）平成 26 年度 10 月から砧地区、27 年 7 月から、池尻、松沢、用賀、上北沢を加え

た５地区でモデル事業を実施した。その結果を踏まえ、平成 28 年 7 月に全地区で実

施している。 

 

２ あんしんすこやかセンターの取組み 

（１）相談支援の取組み 

   ・高齢者に加え、障害者、子育て家庭等に相談対象を拡大し、個人に関する支援だ

けでなく、家庭内の複合した問題にも対応する。 

   ・課題整理を行い、情報提供や相談対応を行うほか、適切な担当組織・専門機関等

へつなぎ、支援に結び付ける。 

   ・事例検討の積み重ねにより、地区における事業者のケアマネジメント力の向上を

図る。 

（２）参加と協働による地域づくりの取組み 

   ・地域ケア会議を開催し、個別ケース検討・課題解決を図るとともに、相談事例の

中から地区の課題を把握し、三者連携会議等に提起する。 

   ・幅広く会議等に参加し、ネットワークづくりや課題共有を行い、連携の強化を図

る。 

資料№２ 
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３ 地区展開を円滑に運営する仕組みや取組み 

（１）三者の連携 

   ・まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会の職員が連携・

協働を図るため、三者連携会議をまちづくりセンター所長が招集し、月 1回程度開

催している。三者の情報共有等のほか、地区の住民、活動団体等が参加するネット

ワークづくりやその活動支援、地区の住民、活動団体等から提起された課題解決、

地区住民が主体となるサービス創出等、地域づくりについて調整・検討する。 

   ・三者が連携して相談に対応した事例は、内容を「三者連携相談記録簿」に記録し、

三者間で事例の経過、状況の把握に活用している。 

・地区の社会資源、住民のニーズ、生活課題を把握・分析・評価することについて、

三者で共有し、地区全体で取組みが必要な課題への対応を図るため、「地区アセス」

を作成している。 

（２）地域ケア連絡会の開催 

・地域ケア及びあんしんすこやかセンターの業務に関する課題等を協議・検討する

ため、総合支所保健福祉課が主催して地域ケア連絡会を月１回開催している。総合

支所、あんしんすこやかセンター、地域障害者相談支援センター、社会福祉協議会、

介護予防・地域支援課等の職員が出席する。本連絡会は、地域合同地区包括ケア会

議とともに、地域版の地域ケア会議に位置づけられている。 

（３）あんしんすこやかセンターと総合支所保健福祉３課（生活支援課、保健福祉課、健

康づくり課）等との連携対応 

・あんしんすこやかセンターの相談支援では完結しない場合には、保健福祉３課や

その他の専門機関等へつなぐ必要がある。保健福祉３課に円滑に引き継ぐための連

携ツールとして、「相談受付記録票」を用いる。これをその後の対応に活かし、総合

支所での対応状況は、あんしんすこやかセンターにフィードバックする。 

 

４ 福祉の相談窓口の実施状況（7～9 月分。9月分は速報値による） 

（１）あんしんすこやかセンターの相談件数・内容 

・あんしんすこやかセンターへの相談対象拡充に該当する相談件数は 346件であった。

あんしんすこやかセンターで扱った相談件数全体（38,546件）の１％である。 

・相談件数等に地区ごとのばらつきがある。理由は明確でないが、施設環境の違い（あ

んしんすこやかセンターとまちづくりセンターが同一施設にない、総合支所内にあ

るなど）の影響も考えられる。 

・相談内容については、「メンタルヘルス・不登校・引きこもり」、「情報提供・サービ

ス案内」が各 22％、これに「療育・介護、治療・医療」15％、「就労・生活困窮」

8％が次ぐ。 

（２）まちづくりセンターの相談件数・内容 

・まちづくりセンターへの相談件数（3,849 件）のうち、「福祉の相談窓口」の相談件

数は、1,041 件（27％）である。 

・「福祉の相談窓口」の相談内容の内訳については、「福祉・高齢・障害」に関するも

のが 78％、子育てに関するものが 22％となっている。 
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（３）社会福祉協議会の相談件数・内容 

・社会福祉協議会が「福祉の相談窓口」で受けた相談件数は、1,258 件であった。 

・相談内容の内訳については、高齢者関係 42％、地域活動関係 22％、子ども関係 13％、

障害関係 4％となっている。 

 

○福祉の相談窓口に寄せられた相談の件数・内訳（7～9 月。9月分は速報値による。） 

 相談件数 

A 

相談の内訳  総受付件数 

B （A/B） 件数 構成割合 

まちづくりセン

ターで受け付け

たもの 

1,041 件 福祉・高齢・障害 812件 78％ 
3,849件 

（27%） 
子育て 229件 22％ 

あんしんすこや

かセンターで受

け付けたもの

（相談対象拡充

分） 

346件 妊娠届・育児 4件 1％ 

38,546 件 

（1%） 

情報提供・サービス案内 77件 22％ 

療育・介護、治療・医療 53件 15％ 

メンタルヘルス、不登

校、引きこもり 

75件 22% 

DV、虐待 6件 2% 

就労、生活困難 28件 8% 

その他 103件 30% 

社会福祉協議会

で受け付けたも

の 

1,258 件 高齢者 543件 42% 

1,258件 

（100%） 

子ども 170件 13% 

障害 48件 4% 

地域活動 285件 22% 

その他 242件 19% 

※相談は、来所、電話、訪問等を含む。 

 ※総受付件数とは、まちづくりセンターにあっては本来窓口業務の相談受付を含む件数、あんしんす

こやかセンターにあっては従来からの高齢者対象の相談受付を含む件数を言う。 

 

○ あんしんすこやかセンターで受け付けた相談に関する本人の属性 

区分 件数 構成割合 合計 

母子・子育て 26件 8％ 

346件 

身体障害 45件 13％ 

知的障害 17件 5％ 

精神障害 118件 34％ 

メンタルヘルス 77件 22％ 

難病 12件 4％ 

高齢（生活困窮、障害サービスの案内） 39件 11％ 

その他（相談拡充に限る） 12件 4％ 

※本人の属性とは、相談の主訴から選択し、複数該当の場合は上段の区分を優先している。 

※構成割合は、端数処理のため合計 100％になっていない。 
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○ あんしんすこやかセンターで受け付けた相談に関する他機関への繋ぎの状況 

区分 件数 構成割合  

 

 

主たる繋ぎ先 件数 構成割合 

あんしんすこやかセンター

のみで対応終了 
90件 26％ 

保健福祉課 

地域支援担当 
37件 19％ 

あんしんすこやかセンター

のみで対応継続 
60件 17％ 

保健福祉課 

障害支援担当 
31件 16％ 

他機関に対応を引き継ぎ

（情報提供含む）、対応終了 
63件 18％ 

健康づくり課 

（保健相談係） 
80件 41％ 

他機関に対応を引き継ぎ

（情報提供含む）、あんしん

すこやかセンターの対応も

継続 

 

 

132件 38％ 

生活支援課 

生活支援担当 
6件 3％ 

生活支援課 

子ども家庭支援

センター 

12件 6％ 

その他 31件 16％ 

計 345件  計 197件  

※構成割合は、端数処理のため合計 100％になっていない。合計件数が速報値のため一致していない。 

 

（４）三者の連携による対応 

相談に対して、三者が連携して対応にあたった件数は、7～9 月で 278件である。 

 件数 構成割合 合計 

まちづくりセンターで受け付けたもの 117件 42％  

278件 あんしんすこやかセンターで受け付けたもの 109件 39％ 

社会福祉協議会で受け付けたもの 52件 19％ 

○三者連携で扱った相談事例 

・サロン、ボランティア、ふれあいサービスの紹介 

・認知症の方に関する相談 

・見守りに関する相談  など 

   ○福祉の相談窓口（三者連携）の効果 

・三者（総合支所を含む。）間の直接の連携が進んだ。（従来は保健福祉課が中心

となり調整していた。） 

    ・三者（総合支所を含む。）間の相互理解が深まった。 

    ・課題解決に向け、関係者が共に考える体制ができてきた。 

 

（５）地域の人材や社会資源の開発 

社会福祉協議会の地区担当職員が各まちづくりセンターに配置されたことにより、

地区において新たなサロンの立ち上げの相談などがしやすくなり、サロンの立ち上げ

数等が増えてきているなど、地域づくりが進んでいる。 

○地域づくりの事例 

・買い物支援 

・認知症カフェの立上げ支援 

・介護予防の自主活動グループの立上げ支援  など 
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５ 地区展開を推進する取組みの状況 

（１）窓口環境の整備等 

  ・三者が連携しやすいよう施設の一体整備を進めている。（別途説明 議事（３）） 

  ・三者が同じ建物に入ることに対応した案内サインや、プライバシーに配慮した窓口

環境や相談室の整備を進めている。 

（２）地域ケア会議の充実 

・地域包括ケアシステムを効果的に機能させるため、地域ケア会議により、個別課題

の解決やケアマネジメントの支援、課題解決を図るための地域づくりの支援、全区

的な課題の検討・分析による政策形成への結び付けを行う。地区、地域及び全区に

体系化した地域ケア会議の実施手順や内容等の明確化について検討している。 

 

６ 実施後のあんしんすこやかセンターからの意見等 

 ・社協職員と顔の見える関係で仕事ができるようになって、連携がとりやすくなった。

まちづくりセンターとの連携で、町会など地域とのつながりが深まった。相談をキャ

ッチしやすくなった。 

 ・相談者にとって広い範囲で相談できるが、職員にとっては、対応範囲が広く、スキル

アップが大変である。バックアップがほしい。事務量や書類の負担が増えた。 

 ・総合支所各課と連携しやすくなった。総合支所へ繋いだ後も、あんしんすこやかセン

ターが係わるケースでは、役割分担などの確認が必要なときがある。また、引き継い

だ事例の総合支所からのフィードバックなどに時間がかかるときがある。 

 ・相談者があんしんすこやかセンターの管轄区域を知らないで相談に来られることがあ

る。 

・土曜日は、関係機関が休業のところがあり、対応にタイムラグが生じる場合がある。 

・認知症の方などへ三者が同じ感覚で相談を受けられるといい。 

 ・一体整備が完了していない地区の場合は、三者連携の距離感がある。 

 

７ 今後の取組み 

・庁内の会議体等において地区展開の課題の共有や解決に向けた検討を行うとともに、

上記の各取組みの推進を図っていく。 

・地区の取組みに対し、総合支所の地域振興課、保健福祉 3課等のバックアップ機能の

充実を図る。 

・地域包括ケアシステムの構築に向けた研修の体系化、研修の充実を図る。 

・区民等に対し、福祉の相談窓口の広報、周知に努めていく。 

 

 

 

 





平成 28 年 12 月 12 日 

高 齢 福 祉 部 

介護予防・地域支援課 

 

まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会  

の一体整備について 

 

 地域包括ケアの地区展開を推進するための取組みの一環として、まちづくりセンタ

ー、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会の一体整備を下記のとおり進めてい

る。 

記 

１ 平成 28 年度の状況（19 地区） 

地域 一体整備されている地区 

（18 地区） 

年度内に一体整備が完了する

地区（1 地区） 

世田谷 池尻、太子堂、経堂、下馬 上馬 

北沢 新代田、北沢、松沢  

玉川 等々力、上野毛、用賀、深沢  

砧 祖師谷、成城、喜多見、砧  

烏山 上北沢、上祖師谷、烏山  

  ※ 祖師谷（平成 28 年 11 月 28 日移転）、上馬（平成 29 年 1 月 23 日移転）に

ついて、裏面参照 

       

２ 平成 29 年度以降の一体整備等の予定（9 地区） 

地域 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

世田谷 上町  若林 

北沢  梅丘、代沢 松原 

玉川  奥沢、九品仏、※二子玉川  

砧 船橋   

烏山    

※ 二子玉川は、用賀地区の分割により二子玉川まちづくりセンターを設置するこ

とに伴い整備するもの 

     

３ まちづくりセンター、あんしんすこやかセンターの事務室の再配置 

   まちづくりセンター、あんしんすこやかセンターの事務室が同一建物内の離れ

た場所にあるため、庁舎改築等にあわせ隣接するよう再配置する。 

  ・平成 29 年度予定 

北沢（北沢総合支所改修のため現在 3 階に仮移転中） 

  ・平成 32 年度予定 

等々力（玉川総合支所改築のため平成 29 年度仮庁舎へ移転予定） 

 

資料№３ 



 

 

                                （裏面） 

 

祖師谷あんしんすこやかセンター及び上馬あんしんすこやかセンターの移転  

 

 

名称（運営事業者） 移転前所在地等 移転先所在地等 移転後開設日 

祖師谷あんしんす

こやかセンター 

 

 

（社会福祉法人 

古木会） 

 

 

祖師谷 3-21-1 

祖師谷ふれあいセン

ター3 階 

 

電話 03-3789-4589 

FAX 03-3789-4591 

 

面積 約 47 ㎡ 

（事務室、相談室） 

祖師谷 4-1-23 

祖師谷まちづくり

センター内 

 

電話、FAX とも 

番号変更なし 

 

面積 約 50 ㎡ 

（事務室、相談室、

倉庫） 

平成 2８年 

11 月 28 日（月） 

 

 

 

上馬あんしんすこ

やかセンター 

 

（社会福祉法人 

日本フレンズ 

奉仕団） 

 

  

上馬 4-36-9 

デイホーム上馬 2 階 

 

電話 03-5430-8059 

FAX 03-5430-8085 

 

面積 約 15 ㎡ 

 

（事務室）※相談室

はデイホームと兼用 

上馬 4-10-17 

上馬複合施設 1 階 

 

電話、FAX とも 

番号変更なし 

 

面積 約 60 ㎡ 

（事務室約 50 ㎡、

相談室約９㎡） 

平成 29 年 

1 月 23 日（月） 

 

 

※移転準備のた

め、平成 29 年１

月 21 日（土）は、

休業 

 

 



                             平成 28年 12月 12日 

                高 齢 福 祉 部 

                              介護予防・地域支援課 

              介 護 保 険 課 

 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の実施状況について 

 

１．主旨 

世田谷区では、平成 28 年 4 月から、これまで予防給付として提供されていた、訪問介

護（ホームヘルプ）及び通所介護（デイサービス）を、区が行う介護予防・日常生活支

援総合事業（総合事業）に移行し、要支援者等の多様な生活支援ニーズに応えるサービ

スを総合的に提供できる仕組みとして実施している。 

介護予防訪問介護、介護予防通所介護の利用者が、徐々に総合事業のサービスに移行

してきているため、実施状況について報告する。 

 

２．要支援認定者及び事業対象者の状況 

 平成 28年 3月末 平成 28年 6月 平成 28年 9月（速報値） 

要支援認定者数 9717人 9635人 9584人 

事業対象者数（登録者数）※  203人 386人 

※事業対象者＊で登録後、要支援認定を受ける場合もあるため、人数の重複あり。 
 

 

 

 

３．実施状況 

（１）事業者の参入状況等 

①訪問型サービス 

事業名 10月 1日時点指定事業所数 

総合事業訪問介護サービス 

（現行相当サービス） 
282箇所 

総合事業生活援助サービス 

（区独自基準型サービス） 
144箇所 

支えあいサービス 

（住民主体型サービス） 

社会福祉協議会・シルバー人材センターに委託 

住民ボランティアの登録者数  371人(10月末時点) 

専門職訪問指導事業 

（短期集中型サービス） 
社会福祉事業団に委託 

②通所型サービス 

事業名 10月 1日時点指定事業所数 

総合事業通所介護サービス 

（現行相当サービス） 
267箇所 

総合事業運動器の機能向上サービス 

（区独自基準型サービス） 
30箇所 

地域デイサービス事業 

（住民主体型サービス） 
12団体登録 9団体が活動開始（11月現在） 

介護予防筋力アップ教室 

（短期集中型サービス） 
13事業者に委託し、区内 14か所で 39教室実施予定 

※指定事業所の数は平成 28 年 10月 1日現在の指定状況より算出  

※実施事業者の数は平成 28 年 9 月のサービス利用実績より算出 

＊事業対象者とは「基本チェックリスト」（日常生活に必要な機能の低下や、状態を把握するための簡単な 

25 項目の質問票）の一定基準に該当し、かつ支援が必要とされた方 
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（２）移行状況等 

原則として介護保険認定の更新時期を迎えた方から平成 28年度中の移行を目指し、順

次、移行を進め、9月末時点で約半数が移行している。大きな混乱もなく円滑に移行が進

んできていると認識している。 

総合事業生活援助サービスの従事者研修を 1 回、支えあいサービス事業及び地域デイ

サービス事業の担い手養成の研修を３回実施し、担い手や実施団体も少しずつ増加して

いる。 

介護予防ケアマネジメントについては、マニュアルの活用等の現状確認のため、５ヶ

所のあんしんすこやかセンターへの巡回訪問を行った。 

 

４．課題 

移行した方の９割以上は現行相当サービスを利用しており、区独自基準型のサービス

については事業所の参入が少ない状況である。また、住民主体型の通所サービスについ

ては、少しずつ実施団体は増えてきているが、さらに増やしていく必要がある。 

介護予防ケアマネジメントについては、自立支援を基本とし、その方に適したサービ

スの選択ができるよう、あんしんすこやかセンターの意見を聞きながら、マニュアルを

改訂するなど、マネジメントの質の向上に向けた取り組みを引き続き図っていく必要が

ある。 

    

５．今後に向けて 

  各サービスの利用状況を把握し、分析を行うとともに、実施事業者等との意見交換会

を通じた事業者等からの意見聴取、区民等へのアンケート等により、より具体的な課題

の把握を行い事業を検証する。   

介護予防ケアマネジメントについては、平成 29 年度に向けてマニュアルの改訂を行う

とともに、あんしんすこやかセンター職員への研修を実施していく。 

このような取り組みにより、サービスの選択がしやすくなるよう、事業の見直しを図

り、区民や事業者との協力・連携を深め、多様な主体が参画する地域の支えあいづくり

を推進していく。 

 

６．その他 

見直しの検討にあたっては、国の動向も見据えながら、第７期高齢者保健福祉計画・

介護保健事業計画の策定と連動させ進めていく。 
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平成２８年１２月１２日 

保健福祉 部計画調整課 

高齢福祉 部介護予防・地域支援課 

 

 

地区連携医事業（新規事業）の実施について 

 

区では、地域包括ケアシステムの構築をめざす取り組みの一環として、医療・介護が

必要になった高齢者や障害者等が在宅で適切な療養生活を送れるよう、国が平成３０年

度までに実施することを定めた「在宅医療・介護連携推進事業」を推進している。その

中で、１０月から地区連携医事業を開始した。 

 

１ 目  的   

地域包括ケアの地区展開にあわせ、２７カ所のあんしんすこやかセンターごとに

担当の地区連携医を置き、あんしんすこやかセンターが行う様々な活動の場で医療

的助言を行うことを通して地区における医療・介護連携の取り組みを進めていく。 

 

２ 実施内容   

① 事例、地区課題等に関する助言 

    あんしんすこやかセンターが行う事例検討又は地区における課題の検討におい

て一般的な医療的助言等を行う 

② ケアマネジャー等を対象とした研修  

ケアマネジメントにおいて課題となる疾病や医療知識に関する研修の実施に

ついて協力及び支援を行う。 

③ 医療及び介護の連携のためのネットワークづくり  

医療及び介護に関する多職種間のネットワークの構築に向け、あんしんすこや

かセンターとの相談及び企画を行う。 

 

３ 実施方法   

   地区連携医は毎月１回、あんしんすこやかセンター等で上記実施内容に係る業

務を行う。実施時間は、必要に応じた随時の医療的助言を含め、毎月２時間程度

とする。 
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地域 地区 地区連携医 診療科目 医療機関名　

池　　尻 矢野　健太郎 内・在宅医療 矢野医院

太 子 堂 竹尾　浩紀 内・糖尿病内 たけおクリニック

若　　林 山田　眞 循・内・外 高島・山田クリニック

上　　町 森山　貴志 内・整外 街かどクリニック世田谷

経　　堂 江畑　俊哉 皮 ちとふな皮膚科クリニック

下　　馬 古平　喜一郎 泌 こだいら泌尿器科

上　　馬 長谷川　幹 リハビリ 三軒茶屋リハビリテーションクリニック

梅　 丘 鴻上　健一 内・消・循 鴻上内科医院

代　 沢 加藤　順 内・呼内 加藤医院

新 代 田 寺田　正 内・消・小 寺田医院

北　 沢 太田　昌克 内・循内 おおた内科クリニック

松　 原 梅田　耕明 内・消 松原アーバンクリニック

松　 沢 三好　邦
内・循・小・呼・消・

精・心内 みよし内科クリニック

奥　 沢 斉藤　康洋 内・呼内 ＧＰクリニック自由が丘

九 品 仏 藤田　和丸 内・小 藤田医院

等 々 力 下田　泰彦 内・在宅訪問診療 下田クリニック

上 野 毛 松村　真司 内・小 松村医院

用　 賀 服部　尚子 皮・緩和ケア内科 なおこ皮膚科クリニック

深　 沢 遠矢　純一郎 在宅診療 桜新町アーバンクリニック

祖 師 谷 安藤　秀彦 内・消・小・肛 あんどうファミリークリニック

成　 城 野村　明 内 成城内科

船　 橋 石川　和利 内・循 世田谷ＯＡクリニック

喜 多 見 小泉　孝夫 整外（老健） 老健うなね杏霞苑（小泉整形外科）

砧 秋元　直人 内・外・循・小 砧クリニック

上 北 沢 吉川　昌男 内・循 吉川内科小児科

上祖師谷 太田　雅也 泌・外・内 世田谷ホームケアクリニック

烏　 山 高野　洋輔 精・心内 こころのホームクリニック世田谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度地区連携医一覧

世

田

谷

北

沢

玉

川

砧

烏

山
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平 成２８年１０月２８日 

           午後７時３０分～ 

於ブライトホール 

 

医療と福祉の顔の見える関係 

～医師とあんすこで行う地区ネットワークづくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<担当> 

 

 

 

 

 

 

●地区連携医との連携や連絡調整に関すること 計画調整課地域医療  5432-2649 

●地区包括ケア会議等事業の実施に関すること 介護予防・地域支援課 5432-2953 

 

 

  

１）開会のあいさつ    

 

 2）事業説明・質疑応答  

     ・保健福祉部計画調整課  

     ・高齢福祉部介護予防・地域支援課 

 

   ３）地区連携医事業に期待するもの  

・奥沢地区  斉藤 康洋先生 

・等々力あんしんすこやかセンター  渡部 幹管理者 

   

    ４）地域ごとのグループワーク・質疑応答  

   ・自己紹介  

    ・各地区の取組みや課題、事業関係の疑問等   

      ・各地域の発表  

  

５）まとめ  
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２８年度地区連携医事業研修 （概要） 

 

日時：平成 28年 10月 28日 午後 7時 30分～9時 30分 

会場：区役所第 3庁舎 3階 ブライトホール 

参加人数：地区連携医 25名、あんしんすこやかセンター27名（＋３名） 

事務局：計画調整課 介護予防・地域支援課 

 

１）開会のあいさつ  尾方介護予防・地域支援課長   

 

 ２）事業説明  事業の概要とあんすこ報告書様式等について説明  

（計画調整課地域医療担当 介護予防・地域支援課） 

 

 ３）地区連携医事業に期待するもの    

○斉藤 康洋 先生（奥沢地区担当地区連携医） 

地区連携医事業は、国の示す「在宅医療･介護連携推進事業」の８つの項目のうち「切れ目

の無い在宅医療と介護の提供体制構築推進」に位置づけられている。他にも、両医師会では

「情報共有の支援の取り組み」として区とも連携してＭＣＳ（ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｽﾃｰｼｮﾝ）のＩＣＴを

活用した東京都在宅医療基盤整備推進事業を行っている。 

    地区連携医事業の骨子案は８月末にできたばかりで、医師の任期が各医師会で異なるなど、

運用しやすいよう柔軟性のある制度となっている。医師会に委託された事業なので、区の期

待に応えられるよう、地区連携医はそれぞれの担当地区に責任をもって関わり、事業の目的

であるネットワークづくりにご尽力いただければと思う。 

    委託事業の計画書、報告書は、大まかな内容で作成することになるが、取り組みの中身を

共有したりフィードバックするために、あんしんすこやかセンターは別添の様式で詳しい内

容を区に報告するようご協力をお願いしたい。また、こうして集まり、各地区の取り組みを

報告・共有する機会が年１回位あると良い。 

地区連携医事業を契機として、地区のキーステーションとなるあんしんすこやかセンター

に医師会が関わり、協力しながら地区におけるネットワークづくりを進めていきたい。 

 

 ○渡部 幹氏（等々力あんしんすこやかセンター管理者）  

あんしんすこやかセンターとしては、定期的に医師と話し合う機会ができたという事は大

変嬉しい。あんすこ立ち上げ当初は認知度が低く苦労したが、最近は少しずつ地域とつなが

り始めており、地区包括ケア会議に医師やケアマネジャー、訪問看護ステーションのほか、

民生委員、消防、警察など多職種が入っている地区もある。 

今回の事業で、地区連携医と関わることであんすこから地域の先生方に地区の課題を伝え
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るとともに、先生からもご意見を寄せてもらい、一緒に考えていきたいと思う。 

あんすこにとっては区への報告等で作成する書類が多くなるが、実施内容がわかるよう様

式１６（または様式５）を作成したい。せっかく始まった事業なので、区には、報告書から

各地区の取り組み状況を集約した上で、他の地区の様子がわかるよう発信してもらいたい。 

地区連携医事業が、医療と福祉の架け橋となるよう、他の地区における様々な情報を共有

し合いながら事業のボトムアップを図っていきたい。 

 

 ４）地域ごとのグループワーク・発表 

  世田谷:  様々な診療科目の医師、歯科医師、薬剤師等の専門職との連携を進めていく必要

があると感じている。医師会のＭＣＳ（ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｽﾃｰｼｮﾝ）システムが活用できるの

ではないか。地区連携医事業を地区のみの展開に限らず、地域での合同実施ができ

れば、ケアマネジャー等の参加者負担の軽減が図れるかも知れない。 

  北 沢： 地区での話を発表する。新代田地区では、必要なもの・不要なものを見 

極めるため、既存の資源やネットワークを洗い出すことから始めたい。ま 

ずは 11月に、多職種１０人くらいに声をかけて地区の現状や課題について 

話し合う機会を設け、その後、そのメンバーに実行委員になってもらい、 

地区づくりを進めていきたい。 

玉 川： 玉川地域では、既に多職種での連携会議を各地区で行っているが、参加メンバー

や取組内容、開催する時間帯、医師の参加の有無等が地区によって異っている。

主任ケアマネを中心としたケアマネジャーの会もある。まずは、各地区の情報共

有から始めたい。 

 砧  ：  地域における顔の見える関係づくりを以前から進めている。各地区にある人材

等の社会資源を把握・確認し、活用していきたい。医療と福祉のネットワークづ

くりに訪問看護ステーションにも参加してもらいたいと考えている。地域で合同

実施することもできると良いと思う。 

烏 山： 地区連携医と直接話をして、このグループワーク自体が模擬体験の場のようであ

り、事業のイメージを持つことができた。専門分野もそれぞれで、勉強になった。

烏山地域はこじんまりとした地域なので、合同開催等、様々な面で協力していけれ

ばと思う。 

 

  ５）閉会のあいさつ 久末地域包括ケア担当参事  
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平成 28 年 10 月 28 日 

 

地区連携医事業 合同研修会 アンケート 

 

                

本日はご参加いただきありがとうございました。 

今後の参考のため、下記のアンケートにご協力ください。 

 

１． 職種を教えてください。（該当する方に○） 

 

   地区連携医（医師） ／ あんしんすこやかセンター  

 

２．本日の合同研修は、参考になりましたか。（該当する方に○） 

 

  参考になった ／ 少し参考になった ／ あまり参考にならなかった  

 

  ※ご意見等（あればお書きください）                  

 

                                      

 

３．今後も開催を希望されますか（該当する方に○） 

 

   希望する  ／  希望しない  

 

４．その他、ご意見・ご質問等がございましたらお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ご協力ありがとうございました。 
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地区連携医事業研修会アンケート集計 

 

１ 参加者      地区連携医２５名    あんしんすこやかセンター２７名 

  アンケート回収    〃  １８名           〃    ２２名 

２ 本日の合同研修は、参考になりましたか 

 地区連携医 あんしんすこやかセンター  計 

参考になった １４ １５ ２９ 

少し参考になった ３ ６ ９ 

あまり参考にならなかった ０ ０ ０ 

                                 ※未記入２名 

３ 今後も開催を希望されますか 

                        ※「今後による」１名、未記入１名 

４ ご意見・ご質問等 

 自由記載欄にいただいた意見等について、職種(地区連携医・あんすこ)による特徴は特段みら

れなかった。意見の多かった順に内容をまとめ、右欄に回答を記載する。 

ご意見・ご質問等（多かった順に記載しています） 回答 

１ 

他の地区で行っている取組みを参考にしたい 

 ・ＭＣＳやＨＰを活用できるのではないか 

 ・ＰＣが苦手でも情報共有できる工夫を 

各地区の取組みを周知する方

策について検討していく 

２ 
地区をまたいだ連携や、地域単位での事業実施が出

来るようにして欲しい 

・地区をまたいだ連携は可能 

・地区単位を基本とするが、地

域での開催ができるよう、ルー

ルを検討したい 

３ 
医師会のＩＣＴシステムに参加して、ネットワーク

を築きたい 

地区連携医事業の取組みが広

がるよう検討したい 

その他 

・年に１回、今回のような全体会があるとよい 

・１事業所の職員を対象とした研修でもよいか 

・事業のイメージが理解できた 

・今後の地区での事業計画の参考になった 

・問題意識を共有できた 

・地区で柔軟に事業を進めていきたい 

・ケアマネジャーにも広げ、一緒に考えていきたい 

・行動指針の作成が必要と思う 

・まずは地区の資源を洗い出し、共有したい 

・走りながら考え、時折立ち止まって皆なで考え、

それを共有しながら創っていきたい 

・全体の研修会を継続したい 

・原則として特定の事業所向け

の研修は対象としない。多職種

に公開・活用できる活動にして

欲しい 

 

 地区連携医 あんしんすこやかセンター  計 

希望する １７ ２１ ３８ 

希望しない ０ ０ ０ 
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平成２８年１２月１２日 

保健福祉部 

高齢福祉部 

世田谷保健所 

  

 

すこやか歯科健診（新規事業）の実施について 

 

区では、今後の後期高齢者の増加に伴う医療・介護ニーズの増大に対応し、高齢者や障

害者等が在宅で適切な療養生活を送れるよう、自立と尊厳を支えるケアの実現に向け、切

れ目のない医療と介護の提供体制の構築に取り組んでいる。本年１０月から、認知機能の

低下がみられる高齢者等を対象としたすこやか歯科健診事業を開始した。 

 

１ 目  的  

歯科医師等とあんしんすこやかセンター、ケアマネジャー等の介護関係者がそれぞ

れの役割を発揮し、医療と介護が連携しながら、口腔ケアの必要な認知症等高齢者を

適切な指導や治療につないでいく仕組みを整備する。 

 

２ 実施内容 

ⅰ高齢者の口腔ケア健診 

あんしんすこやかセンターやケアマネジャーが事業の対象者を区に連絡し、

地域の歯科診療所で口腔ケア健診を実施する。 

ⅱ歯科医師等への研修 

歯科診療所で口腔ケア健診・治療を行う歯科医師等に、認知症への理解を深

めるなど、認知症等高齢者に適切に対応するための研修を実施する。 

ⅲあんしんすこやかセンター、ケアマネジャー等の研修 

介護関係者を対象に、口腔ケアの必要性や効果を周知・普及する多職種研修

を実施し、早めに必要なケアにつなぐ意識とスキルを高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６ 
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10月から「すこやか歯科健診事業」をはじめました！ 
世田谷区では昨年度、７５歳以上の後期高齢者が前期高齢者の人数を上回りました。高

齢になると歯磨きや口腔ケアへの関心が薄れがちになります。すこやか歯科健診は、歯科

医師とあんしんすこやかセンター、ケアマネジャー等がそれぞれの役割を発揮し、口腔ケ

アの必要な認知症等高齢者を適切な指導や治療につなぐものです。認知機能や身体機能が

低下しても、口腔ケアがしっかり行える環境を整えることができるよう、本事業をご活用

ください。 

 

―すこやか歯科健診は無料ですー              
                               

     

【すこやか健診イメージ図】 

    

 

 

    あんしんすこやかセンター 

   ケアマネジャー 

 

      対象者の                        

      受診支援           高齢者等         対象者の連絡 

                               

              受診結果の         受診券を 

              フィードバック           送付 

 

      専門の研修を受講した   健診実施報告 区 

歯科診療所                  （保健所健康推進課） 

       

                                          事業委託 

 

認知機能の低下がみられる方（基本チェックリストの No.18～20のうち一つ以上の項目

に該当する方）で、歯科にかかっていない方がいらっしゃったら、世田谷保健所健康推進

課（℡5432－2442 Fax5432-3022）へ受診券の送付を依頼してください。食べられる口

の状態を維持することで栄養状態がよくなり、誤嚥性肺炎の予防など高齢者の全身の健康

づくりに役立ちます。詳しくは区のホームページをご覧ください。 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/880/890/897/d00149135.html 

「すこやか歯科健診」は、あんしんすこやかセンターやケアマネジャーが、認知機能の低

下がみられる方を適切な口腔ケアや歯科治療につなぐものです。このチラシ（事業案内）

を、区民の方がご覧になる場所に掲示したり、お渡しにならないようご配慮ください。 

【すこやか歯科健診の内容】 

問診、入れ歯の装着状況、歯みがきの状況 

口腔機能（パタカテスト、うがい状況） 

歯の状況、口腔衛生状況、咬合状況等 

関係者用 



　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　すこやか歯科健診事業の流れ　　　　　　　　　　　　

ケアマネジャー・あんすこ 区 本人 歯科診療所・歯科医師会

ＦＡＸ 

【事業の対象者】 

「基本チェックリストNo.18～20」のうち一つ以上に該当し、かつ、健診情報等の共有について本人同意が得られる方  

健診票（結果）を受取る 

健診の実施 

＜健診票（結果）＞ 

①本人用控を本人に渡す 

②歯科医院保管用を、受診券

に記載されているケアマネ 

（またはあんすこ）へＦＡＸ送信

する 

③歯科医院保管用を保管する 

④受診券、健診票（事務局控、 

  区提出用）を歯科医師会事 

  務局へ送付する 

歯科医師会事務局から健康推

進課へ、受診券と健診票（結

果）を送付する 

健康推進課で健診票（結

果）を受理し、歯科医師会

へ支払い 

受診券送付依頼書(本人同意を含

む）を健康推進課へＦＡＸで送付

する 
健康推進課で依頼書を

受け取り、受診券、医療

機関名簿をケアマネ等に

郵送する 

健康推進課から送付された受

診券に事業所名等を記入し、事

業内容を説明のうえ、受診券と

医療機関名簿を対象者に渡す 

受診券に本人氏名を記入し、

医療機関名簿の中から歯科

医院を予約し、健診を受ける  

郵送 

 手渡

認知症への理解を深めるととも

に認知症の進行を見据えた歯

科治療の専門研修を実施  

研修を修了した医療機関の名簿

を作成し、健康推進課へ送付 

健診結果をもとに、必要な方を治

療につなぐ（受診支援） 

ＦＡＸ 

郵送 





世田谷保健所　健康推進課　あて

Ｆａｘ：０３－５４３２－３０２２
平成　　　年　　　月　　　日

すこやか歯科健診受診券　送付依頼書

受診者氏名：

生年月日：　大正　・　昭和　　　　　年　　　　月　　　　日生

住所：

電話番号：

認定を受けていない

担当者氏名：

事業所名：

住所：

電話番号：

　　　　　●受診者の該当するところに○をつけてください

要支援   １  ・  ２　    要介護　１　・　２　・　３　・　４　・　５

　　　　□　健診結果を担当のケアマネジャー・あんしんすこやかセンター職員が共有することに同意します

　　　　□　健診結果を口腔ケア推進等のために統計データとして活用することに同意します

ＦＡＸ送信方向 



 

 

 

 

すこやか歯科健診受診券 

 

受診する前に下の太線枠内をご記入してください。 

 

本人記入欄 

住所 
世田谷区       丁目  番  号 

ふりがな  

氏名  

生年月日 大正・昭和  年  月  日 性別 男・女 

 

 

あんしんすこやかセンターまたは居宅介護支援事業者記入欄 

事業所名  

担当者名  

電話番号  

FAX番号  
 

受診方法 

★別紙医療機関名簿にある歯科医療機関

にご予約のうえ、受診券をお持ちいた

だいて、歯科健診を受けてください。 

★健診票は歯科医療機関にあります。 

 

健診内容 

 歯・歯周組織の状況、義歯の状況、  

口腔衛生状況、口腔機能状況等 

 



保健所提出用

すこやか歯科健診票 実施年月日：平成　　　年　　　月　　　日
ふりがな 住所：世田谷区　　　　　　丁目　　　番　　　　号 生年月日： 男・女

氏名： 大正・昭和　　年　　月　　日

問　　　　　診
現在、どのくらいのものが食べられますか □　どんな物でも噛んで食べられる 

□　噛みにくい物もあるが、たいていの物は食べられる
□　あまり噛めないので、食べ物が限られている
□　ほとんど噛めない
□　噛めない

以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか □　はい　□　いいえ
（ここ 2 週間）わけもなく疲れたような感じがする □　はい　□　いいえ
6ヶ月間で 2-3kg の体重減少がありましたか □　はい　□　いいえ
ウォーキング等の運動を週に 1 回以上していますか □　はい　□　いいえ
5分前のことが思い出せますか □　はい　□　いいえ
自力で歩けますか □　ねたきり、車いす　□自宅では歩行可能　□自由に外出可能
3ヶ月間で食事量の減少はありましたか □　著しい減少　□中等度の減少　□減少なし
身長、体重をお答えください 身長（　　　　）㎝、体重（　　　　）㎏
お茶や汁物を飲むときにむせることがある □　はい　□　いいえ
義歯をするのを忘れることはありますか □　はい　□　たまに　□ない　□義歯ではない
義歯の手入れをしていますか □　はい　□　家族がしている　□していない
す こ や か チ ェ ッ ク

義　歯　の　装　着

□　1 回で方向を合わせて装着可能
□　口に入れようとして合わせ直し装着
□　口に入れてしまって、間違いに気づく
□　間違いに気づかない、装着できない

歯 み が き の 状 況　　

□　場所を間違えずに巧みにブラッシングする 
□　場所を間違えたが巧みにブラッシングする 
□　場所はあっていたがブラッシングに巧緻性がない 
□　理解できない（ブラッシングできない）

歯 の 数 の 状 態 □　３歯以内で正解　　□　5 歯以内の相違　　□　5 歯以上の相違 
□　答えられない

口 腔 機 能
１．パタカテスト（10 秒間） （　　　　　　　）回
２．含嗽（ブクブクうがい） □　可能　□　困難　 □　不可能→□むせ　□飲む　□口から出る
口 腔 内 状 況

口腔衛生 
状態

□　プラークの付着　□　義歯プラークの付着 粘膜疾患疑いなど特記事項 
があれば記入

□　食渣の残留　□　舌苔　□　口腔乾燥　□　口臭
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

臼歯部での 
咬合

義歯未装着の状態で □ 支持なし　□ あり→□片側　□両側
義歯装着の状態で □ 支持なし　□ あり→□片側　□両側

歯科疾患
治療を要する歯周病 □　なし　□　あり
治療を要するう触 □　なし　□　あり

歯式
〇；現在歯　　×：欠損歯　　△：残根歯

健診結果 
１　むし歯や歯周病の治療が必要です 
２　入れ歯の調整・修理・新製が必要です 
３　飲み込む機能が低下しています 
４　歯みがき指導を受けましょう 
５　その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  　）

実施医療機関

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8


