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ACP（アドバンス・ケア・プランニング）に関する動き
3 月 5 日　松江市医師会　在宅看取り検討班研修会が開催されました（オンライン）

講師はファミリー・ホスピス神戸垂水ハウス　ホーム長　がん看護専門看護師　宇野さつき先生

内容は『「自分らしく生きる」を地域で支えるためのACPのススメ』でした。

当日は ACP の基本的な基礎知識から、2 段

階（①ファーストステップ：健康な時期、普段か

ら　②セカンドステップ　エンドオブライフ・ケ

ア（EOL）が必要ななった時期から）それぞれの

対応やすすめ方等、多くのご経験から、具体的な

お話がありました。

感想を紹介します

・意思を聞き出すと構えず、普段の会話から最後の意思をくみとっていく必要性を感じました。

・ACPの具体的な進め方について学ぶことができた。

・�「雑談のように意図的にきく」というお言葉が印象に残った。どんなことを決めたでなく、話をするこ

とが必要だと思った。

・今後も主治医の先生や訪問看護と他の在宅サービスがうまく連携していきたい。

★松江市わたしの思いをつなぐノート（終活支援ノート）2022年版が
　できました

（内　　容）わたしのこと・もしもの時は・エンディング・大切な人たち・
　　　　　 財産について・相談・手続先

（配布場所）
介護保険課、各支所市民生活課、各地域包括支援センターなど

★まつえのACPホームページができました

まつえアドバンス・ケア・プランニング普及・啓発推進協議会の活動紹介などを掲載しています。
松江市在宅医療・介護連携支援センターのホームぺージをご覧ください。

当日ライブ配信　視聴者35名　アーカイブ配信再生回数156回
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救急対応にそなえよう
 「救急車を呼ぶ時のQ＆A」改定しました
地域で活躍中の医療・介護職の皆さんが、急に救急車

要請をする時、困ったり、迷ったりするときの質問を「救

急車を呼ぶ時のQ＆A」に作成、活用してまいりました。

作成より、2年経過しましたので、この度、松江市消防

本部の協力のもと改定しました。さらに、詳しく内容

が充実しました。参考にしてください。

  救急車利用チェックシートの紹介
救急要請時に現場に到着した救急隊員が、聴取する

傷病者情報（松江市消防本部作成）シートを記入例共に、

松江市消防本部より情報提供いただきました。

迅速な情報共有のツールとしてご活用頂ければと思

います。

【アクセス方法】
松江市在宅医療・介護連携支援センター＞
地域の介護資料集＞救急に関する事＞

転院時、松江市内の病院が使う診療情報提供書が改定されました
松江市病病連携推進会議で、「松江市内転院時使用の診療情報提供書　様式 1の（2）…看護・処置な

どの記入」（以下書式と略す）の改定を行いました。

現在使用中の書式は、平成 17 年に作成されたもので、転

院用（慢性期治療・療養目的で転院する場合に、入院中の

患者状況について看護状況等を含めて詳細に提供する必要

がある場合に使用）に・看護担当者・リハビリ担当者等（主

治医も目を通す）が作成するものです。

疾患治療・多職種の情報変化もあり、その内容が変化し

てきています。

今年度、病病連携推進会議では、情報提供内容の話し合

いが複数回にわたり、活発に話し合われました。

結果、内容は、一部変更し、今後定期的にその内容を点

検することになりました。現場の変化により、そこで使用

する方達が話合いの場を持ったことは、有意義ではなかっ

たかと思います。同時に「記入の手引き」運用の点検も行い、

改定がなされました。

起き上が

り立ち上が

り

歩行

手段

形態

投与ルート □経鼻□胃ろう・腸瘻□IOC

経

管

栄養内容 種類　　　　　摂取量（　　　　　　　）エネルギー　　　　cal　追加水分量（　　　）注入時間（　　）

介護保険　□申請無し　　□申請中　　□認定（要支援□１□２）要介護（□1□2□3□4□5）　　認定期間（　　　～　　　）

身体障がい者手帳：　□無□有　（　　　）級　その他の手帳（　　　　）

転院時の状況　　現在：　　体重　　　Kg　インフルエンザ予防接種□無　□有　接種日（ 　/   ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　新型コロナウイルスワクチン接種 □無 □有　1回目(　/ 　)2回目(  /  )3回目(  /

)
  □　リハビリ状況書添付　　　□　看護サマリー添付　　　□栄養情報提供書

視力

聴力

言語障害　

意思伝達

理解力

□言葉□ジェスチャー□文字盤□パソコン□その他(　　　　　　)□できる□一部出来る□できない

□支障なし□やや支障あり□支障あり

□正常□Ⅰ□Ⅱa□Ⅱb□Ⅲa□Ⅲb□Ⅳ□Ｍ□4点柵□センサ―対応□つなぎ□ミトン

□無□有（□徘徊□夜せん妄□昼夜逆転□大声□介護への抵抗□暴力□幻視・幻聴）

□良　□不良

歯□自歯□部分技師□総義歯（□上□下）

リハビリテーションの状況　　詳細事項は別紙

看護上の留意事項等

口腔ケア

睡眠

療養上の本人・家族の希望　　キーパーソン：

施設希望　　□有　　□無　　□不明

部分義歯で取り外し可能な部位（　　　　　　　）

□有（　回）/日方法（　　）　

一部介助の状況

入浴

洗面

排便

排尿

一部介助の状況□自立□一部介助□全介助

□自立□一部介助□全介助

□一般浴□シャワー浴□特殊浴□清拭

□自立□一部介助□全介助

尿意(□有□無）

□トイレ□ポータブル□オムツ□紙パンツ□パット□尿器

□留置カテーテル　最終交換 /　□ストマ□導尿□その他

□自立□一部介助□全介助

便意(□有□無）

□トイレ□ポータブル□オムツ□紙パンツ□パット□便器

□ストマ□浣腸□座薬□内服□その他

副

食

経

口

主食

内

容

□ご飯□軟飯□粥□粥とろみつき□粥ミキサー□粥ゼリー□その他（　　　　　　　　　　)

□特別職（□糖尿病□腎臓病□肝臓食□心臓食□その他（　　　　　　　　　　））

□制限食□無□有　エネルギー　　　　cal　蛋白質　　　ｇ　塩分　　　ｇ　その他（　　　　）
□普通□軟菜　□きざみ □嚥下食　　□0j□1j（L1）□1j（L2）□2－1□2－2□3□4

　　　　　　　　　　　　　　　　　□水分のみトロミ□その他（　　　　　　　　）

□妄想□不潔行動□異食□うつ状態□その他（　　　　　　　　　　　　）

認知度

精神行動

日常生活自立度（寝たきり度）：□正常 □J1 □J2 □A1 □A 2□B 1□B2 □C1 □C2

寝返り

座位保持

立位保持

□自立 □一部介助  □全介助

□自立 □一部介助  □全介助

□見える □見えにくい(眼鏡 □無  □有　コンタクト □無  □有）見えない

□ 聞こえる　□聞こえにくい（補聴器　　□無　　□有）□聞こえない

□無  □有(□構音障害  □失語  □その他(　　　　　　　　　　　）

食事　　　□自立□一部介助（　　　　　　　　　）□全介助　　体位□椅子□車椅子□端坐位□ギャジベット□その他

診療情報提供書　様式1の(2)　　　（患者番号　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　記載日　2022年　　　月　　　日

看護・処置情報等（患者氏名　　　　　　　　様)　(　　　　　)病院(　　　)病棟　記載者(　　　)承認者(　　　　)

身体状況

特別な医療行為　□輸血（　月　日）内容（　　　　）□リザーバー管理あるいはCVポート（留置：　　種類：　　　）

□点滴管理　□中心静脈栄養　□人工透析

□酸素吸入(□経鼻　□マスク)流量安静時：　　労作時：　 　　)   □人工呼吸器(種類　　  　　サイズ     　)

□疼痛看護(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　□気管切開      □吸引　      　回/日

□経管栄養(  /　 ～)　□胃ろう・腸瘻(造設　　　　　　交換日　　　　　　　種類

□インスリン(□自己注射□不可)インスリン種類・量(　　　　）×回

□褥瘡の処置　サイズ　　　×　　　　□創処置。部位(　　　　　　　　)　サイズ　　×　　　　□その他(　　　　　　　　)

□自立 □一部介助  □全介助 □杖 □歩行器 □車いす □ストレッチャー

□その他(　　　)

身長　　　　　cm　　体重　　　　kg(　　/    現在  )

麻痺　□無　□有　　(□右上肢 □左上肢 □右下肢 左下肢 □その他(　　　　　　　　)

関節拘縮 □無 □有(部位　　　　　　　　　)

□自立 □一部介助  □全介助

□自立 □一部介助  □全介助

□自立 □一部介助  □全介助

一部介助の状況

一部内容を紹介します。
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動き出そう、いのちや暮らしをまもるために ～災害への備え～
昨年末からこれまで、各団体で災害関係の研修が多数開催されました。

令和 6年 3月までに介護保険・障がいサービス事業所ごとにBCP（業務継続計画）作成が義務付け

られたこと、また、昨夏には松江市でも豪雨災害があり、「災害時のケアマネジメント」について、ど

うすれば一歩を踏み出せるかを、松江地域介護支援専門員協会、松江市地域包括支援センター、松江市

在宅医療・介護連携支援センターで協議しました。

その結果、松江市内の介護支援専門員ひとりひとりが同じ目線で利用者の「災害時リスクアセスメン

ト」ができるよう、松江市版の共通シートを作成しましたので、紹介します。

●災害時リスク・アセスメントシート
　（松江市版）の一部
�

�

これらのシートは「松江市在宅医療・介護連携支援センター」ホームぺージ「松江市内医療介護の共通
書式」からダウンロード可能です。

在宅医療・介護連携支援センターにいただいた問合せ、
相談です。お気軽にご相談ください。

内　　　容 対応・結果
病院の連絡先が複雑でわからない。連絡内容により、連絡先
の相違がある。どうしたらよいか。

問い合わせのあった病院へ連絡を取り、相談内容の情報提供
を行う。病院内で、調整し、相談窓口一覧の情報提供あり。

抗がん剤治療中の方。自宅が病院から遠く、通院困難。病院
近くで抗がん剤治療中のケアが可能な施設を探している。該
当の施設はないか

当センターのホームページ医療・介護の資料集より、医療対
応状況一覧有料老人ホームを参照を紹介する。

コロナワクチン接種状況について、情報提供書に情報として、
入れて欲しいが、どうしたらよいか。

訪問看護所長会・ケアマネ協会役員会・病病連携推進会議に
て検討

●非常用持ち出し品　チェックリスト
　（掲載は一部）
利用者さんに災害への備えのため使っていただ

くために、作成しました。個々の利用者さんによ

り、持ち出し可能な荷物には限りがありますので、

ご配慮をお願いします。

①平常時に個々の利用者の災害時のリスクを予測できることで、利用者の命や生活を守る事に繋がる。
②シートを使用し、聞きとりを行うことで、利用者・家族にも災害時の対応について考えるきっかけづくり

にしてもらう。
③事業所の BCP を作成する中で、利用者の安否確認の優先順位を判断する上で利用するシートとする。
④不足している情報、明らかとなった課題を、ケアチームで共有し、平常時に解決できるものは解決を図る。

目　的
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Information 〜活用しよう!いろいろな情報〜
☆施設や訪問看護、訪問リハビリの情報についてはこちら
施設やサービス事業所の皆様のご協力をいただき、松江市内のすべての施設の医療等対応について調

査が終了しました。松江市在宅医療・介護連携支援センターのホームぺージ内に掲載しています。ご活
用ください。

☆支援に関わる機関のための松江市身寄りがない人への支援ガイドライン
松江市においても「家族と連絡がつかない」「家族の支援が得られない」などのケースが増加してい

ます。身寄りのない人が、たとえ判断能力が不十分になっても、最期まで安心して自分らしい暮らしが
送れるためには、医療や介護の専門職のみならず、本人に関わ
る多様な人による協働関係を構築することが求められます。
チームでご本人の意思を実行し、特定の機関に負担が偏ら

ないよう、今年度、松江市社会福祉協議会が事務局となり、医
療・福祉・司法等関係者の皆様、松江市で構成される策定委員
会での話し合いをもとに上記のガイドラインを作成しました。
4月以降、関係機関に配布される予定ですので、どうぞご活

用ください。

☆松江市版ケアマネマニュアル令和3年度の改訂
この度、松江地域介護支援専門員協会がケアマネマニュアルの改訂作業をされました。
このマニュアルは、「松江でケアマネジャーの業務を始める方、または現在業務をしている方」に活

用していただけるよう、松江市介護保険課の協力を得て作成されたものです。
今回、マニュアルの中で、下線の引いてある箇所については、リンク先を設定していますので、自動

的に該当するホームページが表示される便利な仕組みになっています。
医療・介護関係者の方が松江市の各種制度や相談窓口を見られる際にも役立つものだと思います。

【アクセス方法】
松江地域介護支援専門員協会ホームぺージ>お知らせ

サービス種別 事業所数

ササ 訪問看護ステーション（安来も含む） 35

ササ 訪問リハビリテーション 13

ササ ショートステイ 20

ササ 医療系ショートステイ 8

介介 認知症対応型共同生活介護 39

介介 介護老人保健施設 7

介介 介護医療院 2

介介 介護老人福祉施設（地域密着型を含む） 24

介介 特定施設入居者生活介護 3

福福 ケアハウス 5

福福 養護老人ホーム 2

有有 有料老人ホーム（サ高住以外） 34

有有 サービス付き高齢者向け住宅 31

ササ：サービス 介介：施設 福福：福祉施設 有有：有料施設

【内容】
・支援者役割分担シート
・ 身寄りがない人に役立つ社会資源
   （生活の不安、生活上の困りごと、災

害への備え、身体の不安、入院・入
所に関する支援と手続き、ご葬儀の
不安）

・資料編


