
大村市高齢者保健福祉計画・第８期大村市介護保険事業計画(案)に係るパブリックコメントの意見の要旨と市の

考え方 

番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方 

１ 第 8 章 基本

目標２ 

市立大村市民病院にある機能も

活かした地域包括ケアシステムの

構築が望ましいと考えます。大村

市地域包括ケアシステム推進基本

計画においても、医療介護の連携

強化のため市民病院の機能強化と

掲載されておりました。 

ご意見を踏まえ、計画書に記載するよう修正

します。 

46 ページ 施策２②に次のように追記する

予定です。 

「急変時の対応においては、関係機関が円

滑に連携することが重要です。在宅療養後方

支援病院である市立大村市民病院を始めと

する医療機関、介護事業所、消防署（救急）

との連携を図ります。」 

 

２ 第 8 章 基本

目標２ 

地域包括ケアシステムの充実・

深化のために、特に、大村市内で市

立大村市民病院のみが算定してい

る、地域包括ケア病棟（ACP 策定

病棟）や、在宅療養後方支援病院と

の連携強化が必要と思います。P44

の「在宅医療・介護連携の推進」の

図は古く、在宅療養後方支援病院

がないため、地域包括ケア病棟や

在宅療養後方支援病院（市立大村

市民病院）との連携も含めた図が

望ましいと考えます。 

また、コロナ渦の大村市版

PerFM（地域内多職種協働）や、諫

早市で作成されている「入退院支

援連携ガイドブック」の大村市版

なども関係者間で作成できればと

思います。 

 

44ページの「施策２ 在宅医療・介護連携

の推進」の厚生労働省の資料は、令和２年９

月に作成された「在宅医療・介護連携推進事

業の手引き Ver.3」に掲載されたものに修正

します。 

また、諫早市には「入退院支援連携ガイド

ブック」があるようですが、大村市において

も医療機関の地域医療連携室や医師会、在宅

医療サポートセンター、地域包括支援センタ

ー、介護支援専門員と協議の場を持ち、入退

院支援ルール等の作成などを行っていると

ころです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方 

３ 第 8 章 基本

目標３ 

P51「①認知症総合相談センタ

ー・認知症初期集中支援チームの

運営」について 

認知症初期集中支援チームが医

療・介護に「つなぐ」際には、認知

症ケア加算を算定している３病院

（市立大村市民病院・医療法人仁

寿会 南野病院・長崎医療センタ

ー）との連携強化が一層必要では

ないかと考えます。 

認知症の人を適切な医療・介護につなぐ際

には、かかりつけ医と連携をとり、支援を行

っています。ご意見については、医療との連

携の際の参考とさせていただきます。 

４ 第 7 章、第 8

章 基本目標

４ 

P64「施策２ 介護人材確保対策

の推進」について 

大村市、医師会、市民病院などに

よる地域医療連携推進法人を設立

し、今後、直面する医療・介護の人

材不足等に対応できないでしょう

か。 

 

現在のところ、地域医療連携推進法人の設

立は考えておりませんが、ご提案いただいた

内容につきましては、貴重なご意見として参

考にさせていただきます。 

５ 第 7 章、第 8

章 基本目標

４ 

P64「施策２ 介護人材確保対策

の推進」について 

介護人材等の経営資源不足が予

想されますので、「社会福祉連携推

進法人」を設立して、将来へ備えら

れないでしょうか。 

 

現在のところ、社会福祉連携推進法人の設

立は考えておりませんが、ご提案いただいた

内容につきましては、貴重なご意見として参

考にさせていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方 

６ 第 8章 令和３年度介護報酬改定で、利

用者が医療機関で診察を受ける際

に同席し、医師等と情報連携を踏

まえてケアマネジメントを行うこ

とが新たに評価されましたので、

これまで以上の医療介護の連携が

進めて行けたらと思います。 

 

P65「② 介護業務の効率化及び

質の向上」について 

介護報酬改定で取り上げられた著

名・押印の見直しや、適切なハラス

メント対策および、介護職スタッ

フを守るための「カスタマーハラ

スメント防止」を、この第８期計画

で推進できればと考えます。 

ご意見を踏まえ、計画書に記載するよう修

正します。 

     

44 ページ施策２に次のように追記する予定

です。  

「また、今後の介護報酬改定では、介護支援

専門員と医療機関との情報連携の強化が示

されています。」 

 

65 ページ施策２②に次のように追記及び見

直しをする予定です。 

「このことから、国の補助制度を積極的に活

用し、介護職員等の負担軽減を目的とした介

護ロボット及びＩＣＴの導入支援や、各介護

サービスの指定申請書類や提出書類につい

て国や県から示された参考様式等を活用し、

押印を省略するなど各種届出の簡素化を行

うなど、介護事業者の負担軽減のための取組

を行います。 

 また、サービス利用者に対する虐待防止対

策だけではなく、実際に、現場で働く介護職

員を守るためのハラスメント対策について

も、『実地指導』を通して指導及び助言を行っ

ていきます。」 

７ 第 8 章 基本

目標１ 

介護予防に関する新型コロナウ

イルス感染症への主な対応とし

て、「オンライン通いの場アプリ」

を活用し、高齢者の健康維持や介

護予防を推進するのはいかがでし

ょうか。また、「ご当地体操動画」

のおおむら元気体操・おおむら音

頭体操などの広報のほか、コンテ

ンツを更に充実できればと考えま

す。 

今回の計画書には記載していませんが、今

後ますますＩＣＴの活用が求められると考

えますので、ご助言のとおり、発信方法や魅

力的な内容充実に向けた研究を進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方 

８ 第 8 章 基本

目標２ 

P47「③アドバンス・ケア・プラ

ンニングの普及啓発」について 

令和３年度介護報酬改定で、看

取り期における適切な居宅介護支

援の提供や医療と介護の連携を推

進する観点から、居宅介護支援の

基本報酬の算定を可能とする見直

しが行われました。地域 ACPにつ

いて、大村市でも充実が図れない

でしょうか。特に地域共生社会版

「PerFM」の取り組みが遅れてい

ると感じます。 

看取りについては、今後の更なる高齢化を

見据えて取組を強化すべきと考えており、大

村市医師会を始め、多職種連携のもと、ＡＣ

Ｐについての啓発や専門職の資質向上等に

取り組んでいます。頂いたご意見につきまし

ては今後の参考とさせていただきます。 

９ 第 7 章、第 8

章 基本目標

４ 

大村市で稼いだ収入等は大村市

で還元（雇用創出、支出等）すべき

であり、黒字になっている医療機

関等は大村市の今後の「地域医療」

体制や社会保障等（生活困窮者支

援や高齢・障がい福祉施策推進）に

投資または蓄えるべきだと考えま

す。 

地域医療連携推進法人（例：長崎医

療センター、大村市民病院、大村市

医師会、大村市内の民間病院、大村

市等）を作り、医療介護福祉歯科薬

局等で連携をさらなる「密」にさせ

る戦略が描けないでしょうか。 

現在のところ、地域医療連携推進法人の設

立は考えておりませんが、ご提案いただいた

内容につきましては、貴重なご意見として参

考にさせていただきます。 

１０ 第 8 章 基本

目標４ 

令和３年度介護報酬改定で、「ハ

ラスメント対策の強化」が盛り込

まれたことを踏まえ、第８期の中

に掲載できないかと考えます。ま

た、「福祉の現場で頻発するハラス

メントの背景に、男性管理職の行

き過ぎた偏り」がいわれており、大

村市においても女性管理職の配置

を積極的に行い、ハラスメント対

策の強化に繋がればと思います。 

ご意見を踏まえ、計画書に記載するよう修

正します。 

65 ページ施策２②に次のように追記する予

定です。 

「また、サービス利用者に対する虐待防止対

策だけではなく、実際に、現場で働く介護職

員を守るためのハラスメント対策について

も、『実地指導』を通して指導及び助言を行っ

ていきます。」 

 

 

 

 



 

番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方 
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第 8 章 基本

目標２ 

P45「①医療・介護関係者の連携

強化」について                                                                        

1.連携ノートについて、医療・介

護には多くの事業所がかかわって

おりアナログベースでの開発は、

非常に難しいと思います。また実

施に「医療・介護関係者が情報共有

するためのノート」について以前

説明は受けましたが、実際の運用

がどのように行われているのか疑

問です。 

 

2.今後の具体的な連携ノートお

よび救急医療情報キット評価およ

び更新していく組織の記述があっ

たほうが、医療・介護連携の推進に

つながるかと思います。 

 

 

 

 

 

3.今年度の介護報酬改定でも医

療機関との情報提供の強化が盛り

込まれており医療でも入退院支援

に関しても診療報酬において厚く

手当されており、どの医療・介護の

現場でも連携強化を考えていると

ころです。 

 

4. 地域包括ケアシステムの推進

には円滑な医療・介護の連携が必

須であり、施策 2 について具体的

な組織記述をご考慮頂ければ幸い

です。 

１ これまで、本人、ご家族、介護分野を

中心に「連携ノート」を活用してきました。

ご意見のとおり、病院、歯科医院、薬局等の

医療分野での活用が少ない、という現状は認

識しています。医療分野においても、身体や

介護状況を知るツールとしてご活用いただ

けるよう、内容、周知方法を検討していきま

す。 

 

 

 

 

２ ご意見を踏まえ、計画書に記載するよ

う修正します。 

45 ページ施策２①に次のように追記及び

見直しをする予定です。 

「また、大村市在宅ケアセミナーととも

に、『連携ノート』の有効活用を進め、定期的

に 『連携ノート検討委員会』において評価

検証を行います。」  

 

３ ご意見を踏まえ、計画書に記載するよ

う修正します。 

 44 ページ施策２に次のように追記する予

定です。 「また、今後の介護報酬改定では、

介護支援専門員と医療機関との情報連携の

強化が示されています。」 

 

 

４ ご意見のとおり、地域包括ケアシステ

ムの推進には、円滑な医療介護の連携が必須

と認識しております。しかし、具体的な組織

記述については、多くの医療機関や介護事業

所があること、また本計画期間の３年間に随

時、新設、廃止の可能性もあることから、本

計画への記述は困難と判断し、控えさせてい

ただきます。 

 

 

 



 

番号 区分 ご意見の要旨 回答及び意見に関する考え方 

１２ 第 8 章 基本

目標２ 

P46「② 急変時の対応の整備」に

ついて 

大村市として病院勤務医の医師高

齢化対策に本腰を入れないと、あ

と数年で救急医療が崩壊し、介護

施設等からの急変時の救急病院の

受入が困難になります。また、現在

の初期診療は、１日２件前後と殆

ど機能していないためこちらも見

直しが必要です。 

厚労省の資料を参考に、「在宅療養

を行う患者の急変時等の入院体

制」までの流れをしっかり構築・計

画に明記することや、地域医療連

携推進法人なども含め、他地域で

行われている新たなネットワーク

構築を考える時期だと考えます。 

救急医療については、医療計画等において別

に協議がなされているところです。介護施設

等からの急変時の対応については、大村市高

齢者救急医療ワーキンググループ等で協議

しながら取組を進めています。 

 


