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平成 22 年度 第 1 回 明石市安心の医療確保政策協議会 

会議録 

日時：平成 22 年 7月 1 日（木）13：30～ 

場所：明石市役所議会棟 2 階 第 3 委員会室 

出席者 ： 協議会委員 

■学識経験者： 信友会長 （福岡市医師会成人病センター院長） 

川合委員 （神戸大学大学院医学研究科特命教授） 

■医療関係者： 日下副会長 （明石市医師会会長） 

佐々木委員 （明石市医監） 

門谷委員 （明石市立市民病院院長代行） 

西村委員 （兵庫県立がんセンター院長） 

■市民代表 ： 髙橋委員 （公募市民） 

黒澤委員 （公募市民） 

■行政関係者： 松本委員 （兵庫県東播磨県民局明石健康福祉事務所長） 

友國委員 （明石市副市長） 

※ご欠席 ： 髙岡委員 （兵庫県東播磨県民局加古川健康福祉事務所長） 

1 開会 

事務局 ：定刻となりましたので、只今より平成 22 年度第１回明石市安心の医療確保政策協議 

会を開催させていただきます。 本日は何かとお忙しいなか､当協議会にご出席いただきま 

して、誠にありがとうございます｡なお、当協議会は公開とさせていただきますので宜し 

くお願いいたします。お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

～配布資料確認～ 

事務局 ：当協議会の進行については信友会長にお願いしております。信友会長よろしくお願 

いします｡ 

2 議事 

（1）平成 20・21 年度の取り組みの総括について 

信友会長 ：協議会も 2 年目となりました。協議事項として 4 つほどあります。明石全域の医 

療のあり方、10～15 年後の年齢構造・疾病構造の転換によって需給ギャップがどれだけ 

出てくるか、何を医療機能として供給するか明らかにすること、その実現のために市民
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病院が何を担っていかなければならないのか、担うためのギャップは何か、どのような 

経営形態が必要であるかということです。市民病院の有り方に関しては、昨年度までで 

答申ができており、本年度からは明石全域のあり方について検討していきます。我々が 

担う宿題について、事務局からお話いただきたいと思います。 

～資料 1、資料 2 説明～ 

信友会長 ：協議会で取り上げたテーマについての進捗状況、今年度取り上げるべき点につい 

て整理していただきました。このような背景のもと、協議会を実施することについて、 

皆さんには納得していただけるものと考えております。副会長からコメントをいただけ 

ますでしょうか。 

日下副会長 ：これで良いと思います。市民病院の独法化については実行あるのみと考えてお 

ります。これまでの全体の流れを見直すと、地域内における必要性や要望などを含めて 

解決する必要があると思います。事務局に説明いただいた取り組み方で進めていけたら 

と思います。 

信友会長 ：協議会のテーマは、 優先度の高い取り組みが選ばれているということでしょうか。 

日下副会長 ：そうです。 

信友会長 ：強く推してくださった西村委員、このような取り組み方でいかがでしょうか。 

西村委員 ：今年の 4 月の診療報酬の改定で、がんの医療連携の加算ができました。現在、医 

師会との連携も積極的に進めていこうとしているので、市民病院もこの中に入って一緒 

に取り組んでいただき、ともにがん患者を診ていけたらと思っております。期待してお 

ります。 

信友会長 ：話題になっている、がんの在宅ケアについて、市民がどの程度強く望んでいるの 

か、また、どこがテーマとなるか、説明いただけませんでしょうか。 

西村委員 ：市民病院のあり方や、 在宅ケアに市民病院がどれだけ関与していくかというのは、 

また別の問題となってくると思いますが、明石市医師会は、在宅ケアに積極的に取り組 

んでおられまして、かなり進んでいる状況です。市民病院の役割としては、在宅ケアを 

行っている患者の急変・急性での治療を要する際に対応するといったように、在宅ケア 

の支援を行うことだと思います。日下先生、それでよろしいでしょうか。 

日下副会長 ：緩和医療のことは患者会からも要望を聞いていますので、市民病院にはこのこ 

とを意識していただきたいと考えています。
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西村委員 ：緩和医療のことにつきましては、 がんセンターも緩和ベッドがありません。 また、 

4 月から加古川医療センターの 25 床のうち十数床が稼働しはじめたところですが、緩和 

ケアを担当する医療スタッフ不足のためベッド数を十分に配置できない状況となってい 

ます。そういった面での人的な補償ができれば、ぜひとも市民病院に緩和ケア病棟を置 

いていただけるとありがたい。ただ、看護師・薬剤師・医師等の専門性が求められるた 

め、市民病院の中で人材活用をお願いしたいと思います。 

信友会長 ：その領域は、川合先生の領域ではないでしょうか。 

川合委員 ：西村先生がおっしゃったとおりで、がん緩和ケアには高い専門性が必要なため、 

専門性の高い医療スタッフを探しながらその土台を作っていくことが非常に重要だと考 

えています。 

信友会長 ：専門家のリストアップが必要ですね。私も 4 月から病院長をやっておりますが、 

現場からの要望としては、急性増悪だけでなく、在宅ケアの家族が疲れた、旅行に行き 

たいときなどに患者さんを預かることができるレスパイト入院というものがあり、早速 

実施しようと考えております。地域でこまめに情報のやり取りをして、病院ができるこ 

とを示せばどうにか前に進みます。前に進めば、長期的な人材育成などが可能になる。 

行動を起こすことが大事だと思います。 現場の声は生々しいですね。 様々な個別事例や、 

人材はまだ育っていないということを理解していただいて、この協議会に期待していた 

だけたらと思います。髙橋さん、市民代表として、これくらいのタイムスケジュールで 

我慢できますでしょうか。 

髙橋委員 ：在宅ケアでやっていければよいですが、開業医の先生は夜間は帰宅される先生も 

多いですし、実際に患者が急変した場合に対応が難しい場合が考えられ、具体的に在宅 

ケアを進めていくことは心配に思っています。 

日下副会長 ：西村委員がおっしゃったように、がん地域連携システムが、胃がんを皮切りに 

スタートしています。医師が地域連携システムに登録することで、胃がんにしっかり対 

応していこうというシステムですが、登録者数はまだ少ない状態（十数名）です。この 

システムは 6 月から始まったばかりですが、これから登録者数を増やしていきたいと思 

っています。このように、少しずつ対応できるところからスタートしております。 

信友会長 ：在宅医療を担っていた新任の先生に休んでもらうために、私の病院では、准夜と 

深夜の間は 24 時間体制のコールセンターで受けて、 適切なところに患者を紹介するとい 

うことをやっています。 

髙橋委員 ：そのような医療機関は、医師会からもオープンにして知らせていただけるのでし
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ょうか。 

日下副会長 ：現在、取り組もうとしているのは、拠点病院である、がんセンターからのつな 

がりということです。 

西村委員 ：まず、当院の患者さん限定の話。 

日下副会長 ：つまり、がんセンターの連携拠点という位置づけとなっています。脳卒中も含 

め 4 疾病 5 事業それぞれのマニュアルがあり、ひとつずつ異なっているため非常に複雑 

であるが、できるだけ統一して動きやすくしたいが、まだ取り掛かったところです。 

信友会長 ：一例一例丁寧にやっていかないと、パンクがおき、混乱が起きてしまいます。 

松本委員 ：脳卒中も在宅医療を担っていただける先生の登録を募っているところです。脳卒 

中のケースで、在宅医療のためには、開業医の診察と同時に介護も受けられないと自宅 

で過ごすことができません。明石市内では、介護のほうも同時に登録していこうとして 

います。がんと脳卒中のいずれにしても、患者さんが家で過ごすには登録された専門の 

医師と介護が必要であり、 脳卒中はがんより一歩先を進んで介護を一緒に考えています。 

今は医療と介護で別々になっているが、最後は融合させていくべきであると考えていま 

す。うちの事務所でも、2 ヶ月 1 回、病院と介護の施設の会議、両者の顔合わせを、一 

昨年から進めています。 

信友会長 ：地域包括支援センターも含めてですか。 

松本委員 ：含めてです。がんと同様に、脳卒中も 4 月から診療報酬がつきました。以前は、 

急性期回復期までは診療報酬がついていたが、回復期から在宅医療はついていませんで 

した。そのため、どの病院も積極的に取り組まなかったので、私の事務所において 1 年 

前から取り組みを始めていました。 

信友会長 ：脳卒中（の取組み）が先行しているということですね。 

松本委員 ：脳卒中自体が先行しているというのと、我々のところではこれを見越して、一年 

前から取り組んでおり、明石市では、それ（回復期病院と開業医、介護施設の連携）が 

利用できるだろうと考えています。もう一点は、逆に医療機能が分化しすぎて、落ちこ 

ぼれる患者の方が出てくるのではないでしょうか。つまりどういうことかというと、例 

えば、がんの手術を受ける必要があるが、透析を受けているといったケースです。そう 

なると、がんセンターでも対応できなくなってしまいます。例えば、今日もありました 

が、脳卒中の回復期の患者の方が結核の薬が必要となったが、その病院にはその薬がな 

いということです。このようなケースが目に付いて問題になってきておりますので、こ



5 

ういった患者さんを救うためにも、古き良き総合病院というのも必要ではないかと考え 

ています。 

信友会長 ：そうですよね。西村委員。 

西村委員 ：一般市民の方に誤解の無いように申し上げたいのですが、今始めようとしている 

医療連携は、診療報酬の加算条件としてあらかじめ登録されている病院同士の連携に限 

定されています。患者さんを出す側の病院は、制定されたプログラムを患者さんに説明 

したうえで連携先の病院へ紹介すること、また、患者さんを受け入れる側の医院の先生 

方も、その機能と役割を認識したうえでお互いに登録し、はじめて加算が付くので、ま 

だまだ限られた状況の取組みであります。在宅医療における開業医の先生方は、診療報 

酬が付かないなか、非常に献身的な働きをしていましたが、今まではそれに対して加算 

が無かったということでしたので、大きな進歩であると思います。今のところは、そう 

いう状況であるということをお分かりいただきたいと思います。 

信友会長 ：市民一人一人の方が信頼できる、かかりつけ医を持ち、また、そのかかりつけ医 

と急性期病院との医者同士の信頼関係があってはじめて、がんのシームレスな医療サー 

ビスが提供できるのですね。市民は早くかかりつけ医を持って欲しい。飛び込みで病院 

に行けば、入院医療に専念しなければならない医師が外来も対応しなければならいとい 

うふうに、パンクするだけでなく非常に中途半端になってしまいます。私の病院でも、 

かかりつけ医がいない方には、かかりつけ医を持たせる、紹介するような運動をやって 

いる。患者さんが自分の勝手な思いで病院に行ってしまうと、病院を混乱させて疲れさ 

せてしまう。 西村先生は、 そういうことを理解いただきたいということを言っています。 

他にないでしょうか。 

佐々木委員 ：明石市はがんセンターを擁しており、3 割ががんで死ぬこともあり、がんを中 

心にモデルケースを作っていくという意味ではこの案に賛成します。ですが、先ほど松 

本先生も言われたように、同じようなことが心血管病でも当てはまり、特に脳卒中では 

寝たきりになる方が多いこともあります。大西脳神経外科病院というのは急性期の脳梗 

塞の治療では全国でも有名な施設となっています。そういう意味で、明石市は脳血管疾 

患に関してもモデルケースになる素地・ポテンシャルを持っており、それも視野に入れ 

てシステムを作っていただきたいと思っています。 

信友会長 ：すごく心強いですね。我々が、がんで取り組むにしても、先行している脳卒中の 

取組みには実績がありますし、それを県がバックアップしながら作っています。ここで 

ワーキンググループを作って整理する必要はないと思います。本協議会では、このよう 

なことを整理しながら、明石及び東播磨で展開している取組みにて市民に知らせるとい 

う意味で、 作業課題に挙げておきましょう。 ありがとうございました。 他にありますか。
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門谷委員 ：この協議会では、地域のがん疾患について地域でどう取り組んでいくかについて 

強調しているということですね。明石はがんセンターがあるわけですが、これは県の拠 

点です。2 人に 1 人ががんになるという時代ですから、市民病院の立場としては、がん 

診療も診療の柱のひとつとして考えています。もちろん、がんセンターだけではパンク 

してしまうので、我々としてもがんの診療を行っていきたい。そのようななかで、市民 

病院が緩和ケアということで何ができるかと考えると、緩和医療はがんの診療から同時 

にスタートするものです。精神的なものや、いろいろなことをやっていくものなので、 

そういうところに関わっていく。それから、例えば、再発などで腸閉塞を起こしたとき 

に、化学療法・手術を含んだ急性期の治療の必要性が考えられる。我々病院として、が 

ん診療の再発での急性期の緩和医療を担うというのがスタンスだと思います。いわゆる 

ホスピスを市民病院が担っていくというのは、当院の性格には合わない。在宅の先生方 

には負担が非常に大きくなるが、我々としては、基本的には在宅で穏やかに終末期を過 

ごしていただくということが、患者さんや家族にとっても大事なことだと思います。こ 

れを基本として、最終的に患者さんの状態が悪くなったときや、入院治療が必要になっ 

たときには我々が対応するという緩和ケアを考えていきたい、市民病院の立場ではその 

ように考えています。 

信友会長 ：それぞれの病院がそれぞれ地域のなかで活きてくることが大事ですので、肩書き 

に沿ってそれをかたくなにやれば良いということではありません。 

西村委員 ：その点についてですが、がん拠点病院は現在県内に当院（がんセンター）を含め 

て 14 あります。私のところは、都道府県型と東播磨の地域型の両方兼ねているわけです 

が、それでは少ないということで、兵庫県版のがん拠点病院の疾病要件を先週決めまし 

た。それに基づいて、恐らく兵庫県が、がん拠点病院に準ずる病院を 10ほど認定する予 

定であるが、それがもうすぐ募集されますので、ぜひそれに入って応募していただきた 

いと思います。と申しますのは、拠点病院の連携の要件として、がん拠点病院に準ずる 

病院という指定要件が国から出ていますが、その準ずる要件というのは各都道府県によ 

って定義することとなっており、現在その要件ができているのが東京と大阪だけとなっ 

ています。兵庫県は現在、この要件を定義中で、1 ヶ月以内にホームページにて公開さ 

れる予定ですので、ぜひ見ていただいて、要件に当てはまればぜひ応募してください。 

それを県知事が認可して、兵庫県版の地域拠点病院となれます。兵庫県内に拠点病院は 

多くありますが、その中でも拠点病院に入っていない病院で要件に該当しうる病院はた 

くさんあり、今回はそのような病院に対する呼びかけでもあります。市民病院も要件に 

相当していると思いますので、ぜひ応募していただきたいと思います。認可はどうなる 

かは分かりませんが、私は大丈夫だと考えておりますので、認可されれば、また市民病 

院を拠点病院とした連携が組めるようになります。最新情報ですが、県庁のホームペー 

ジを注視して見ていただきたいと思います。 

信友会長 ：今年度の協議会の諮問事項として、地域医療を守るシステム、あるいは疲弊させ
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ないための基本的な考え方・方策について相当具体的なことが話し込まれたと思います。 

政策の流れと、明石市の流れのそれぞれをここに出していただきながら、絵にしていく 

ことをこの協議会で担っていきたいと思います。 （1） について、 さらに追加すべきこと、 

検討すべき事項はありませんか。はい、松本委員。 

松本委員 ：脳卒中もがんも同じだと思いますが、在宅で過ごす方が急に具合が悪くなる、例 

えば、脳卒中を治療した方でもう一度脳卒中が再発すれば、もちろん急性期病院へ戻れ 

ばよいわけですね。それから、がんに関連して具合が悪くなったらまたがんセンターに 

帰ったらよいのですが、例えば、脳卒中の患者さんが肺炎になったとか、がんの患者さ 

んがそれと関係のない疾患で入院しなければならなくなったような時に、結構活躍して 

いただいているというか、小回りが利くというのは、中規模レベルの病院なのです。明 

石市は幸い、JR の駅ごとぐらいに 100 床から 200 床前後の中規模病院があって、本来の 

専門病院ではなくて在宅の方が急にその日入院したい時に、結構活躍していただいてい 

るということが分かりまして、それらの病院をこの計画の中に入れるかどうかは別とし 

て、やはりそういうところは考慮に入れて考えていく必要があるかと思います。 

信友会長 ：松本委員が言われたのは、非常に日常化している事例ですよね。わが病院でも当 

たり前です。がんだけとか、そんな珍しいことなんか無い状況ですからね。だから入院 

調整だとか入院計画をどう作るかという部門、あるいはその企画版を明石市あるいは東 

播磨で作っておかないと、患者さんが診られないなど、相当混乱すると思われます。こ 

れは大事なテーマだと思います。 

松本委員 ：結構、脳卒中なんかで大西脳神経外科病院に行かれる方が多いが、肺炎だったら 

大西脳神経外科病院には入れないし、当然そのような患者がたくさん来たら疲弊してし 

まうので、疲弊させないためにということも含めて、その辺のところを考えていかない 

といけないと思います。 

信友会長 ：若い頃からそういうところにいると、人が育っていきますね。ひとまず、（1）の 

議事については、 何をやらなければならないのかということが明らかにされましたので、 

次の（2）本年度の取組内容について (3)今後のスケジュールについて 事務局の方か 

らご説明お願いします。 

（2）本年度の取組内容について 

（3）今後のスケジュールについて 

～資料 3、4 説明～ 

信友会長 ：この協議会では、ワーキンググループを設けて、がんの急性期後の在宅医療を中 

心とした医療システムを提言していきたいということです。それ以外に関しては、他の
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部署で行っているので、協議会に報告を受けるという説明ですね。それから、先ほど松 

本委員からご説明があった脳卒中に関しても報告を受けるということでよろしいですね。 

事務局 ：入り口の部分と重なる部分もございますので、それについてもある程度分かる形で 

ご報告させていただきたいと考えております。 

信友会長 ：よろしいですか、松本委員。 

松本委員 ：結局、急性期が、がんセンターであるか、大西脳神経外科病院であるか別として 

も、回復期はあまり変わらないと思うので、がんだけでなく「がん等」と入れていただ 

いてはどうかと思います。 

事務局 ：ワーキンググループの中では、そこも含めた形で議論させていただきたいと考えて 

おります。 

松本委員 ：タイトルだけ、 「がんの…」となっているので、「等」と入れてみてはどうか。 

信友会長 ：先行している事例を積極的に取り入れながら、参考にするという発想で、がん以 

外について取り組むということではないので、このままで良いのではないでしょうか。 

事務局 ：がんと脳卒中と分かれるのでなく、ほとんど出口は一緒なので、ワーキンググルー 

プでは２つとも合わせて検討させていただきたいと思います。 

信友会長 ：「がん等」と言ってくださいましたが、谷間に埋もれている神経難病という少数派 

の患者群があります。皆敬遠しがちだが、ものすごく猶予期間が長い病気です。そうい 

った患者さんにはなかなか光があたりづらい状況です。「がん等」ということで、埋もれ 

がちな病気に光を当てていただきたいと思っております。 

事務局 ： （資料 4 の活動スケジュールにおける）ワーキンググループの編成→課題の抽出、と 

いうところで、 そこのところを議論させていただくという形でお願いしたいと思います。 

松本委員 ：明石は神経難病も結構進んでいます。我々は、神経難病の方を要援護者として把 

握しておりますが、それ以外にも嚥下障害など、医師会の戸田先生を中心に取り組んで 

いただいております。 

日下副会長 ：（戸田先生は）県の難病対策の勉強会にも結構参加されているので、そういう意 

味では（がんと神経難病の）両方教育していくと思います。現実に、呼吸管理の問題な 

ども話題に出てきています。
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松本委員 ：陽がまったく当たらないというわけでは無いですね。 

信友会長 ：ワーキンググループでいろんな疾患に関して、こういったことが展開されている 

といったように各取り組みに関する情報のレビューをしておいてほしいと思います。嫉 

妬心ではありませんが、現場に行くと、がん対策の充実振りにうらやましいという声を 

聞くことがあります。ご意見、市民代表の方いかがでしょうか。 

黒澤委員 ：こういう取組み方で良いと思います。ただ、ひとつ聞きたいのですが、かかりつ 

け医の登録ですけども、その方法は診察券を持っていたら登録ということになるのでし 

ょうか。 

西村委員 ：登録は患者さんが行うのではなく、医者同士、病院同士で行うものです。まず、 

それぞれの病院が、「うちでは○○の診療が可能です」ということを表明します。それを 

お互いに医務局に届けて、がんセンターと協力しますということで、医者同士、病院同 

士が登録を行い、その中で患者さんに他の病院へ動いてもらえるかどうか説明を行いま 

す。 例えば、 胃がんの患者さんについて言うと、 がんセンターで手術を受けるとします。 

その段階で患者さんへの説明が始まります。担当医は、患者さんへ、がんセンターで治 

療した後の術後の経過は、○○の病院で診てもらいます、という旨を伝えます。ルート 

が決まっているわけです。そして、患者さんの同意がいただけたら、○○の病院に移っ 

ていただくことになります。ただし、がんの再発やがんセンターでの検査など必要に応 

じて、がんセンターに戻ってくるといったこともあります。このように、患者さんが登 

録を行うのではなく、医療機関同士が調整し治療を行っていきます。 

信友会長 ：がんセンターの先生が、患者さんを責任もって最後まで診ますよ、ということに 

なれば、 がんセンターの先生が、 その患者さんの、 かかりつけ医になるわけでしょうか。 

西村委員 ：がんセンターで最後まで診てほしいとお考えの患者さんがたくさんおられます。 

現在、がんセンターは再来の患者さんでオーバーし、パンクしている状態です。患者さ 

んにしてみれば、手術してもらった先生に最後まで診てほしいというお気持ちがあると 

思いますが、まず、我々医者同士がきちんと連携していることをご理解いただけたらと 

思います。手術の後は、○○先生の病院で診てもらって、がんが再発した、あるいは、 

がんセンターの治療が必要であれば引き取ります、といった流れです。こういった役割 

を市民病院に担っていただきたいと思っています。ですから、門谷先生がターミナルの 

患者さんのみを診るのではないとおっしゃられたのもそういう意味です。再手術や再検 

査が必要だという場合には大きな病院が必要ですし、がんというのはそういう恐れを持 

った病気です。こういった病院同士の連携が上手くいくことで、患者さんが安心して医 

療を受けていただくことができると思います。これまでの「がん難民」というのは、病 

院に行ったが受け入れてもらえず、行く所が無くなるという、良くある話なのですが、 

こういったことを無くそうという取り組みです。
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信友会長 ：最後まで責任を持って診ますよというけれども、この検査をして異常が無ければ 

何もせず、異常であれば少し薬を増やしてみるといった、通常の定型化された診療は患 

者さんの身近なところの先生を複数紹介し、そこで診てもらう。半年に１回は大きい病 

院で診させて下さいと。それが、かかりつけ医ということですね。 

西村委員 ：病状のケースごとに、対応方法がきちんと整理されています。それをパスといい 

ますが、そのパスに従って治療を受けていただけたら良いと思います。他の病院に行く 

ことは、追いだされるということではなくて、連携している医師皆で患者さんを診ると 

いうことで、診る方が増えるということをご理解いただきたいと思います。ただし、こ 

れは入院した時すぐに説明しないと、治療の途中や退院の際にこの話を出すと非常に誤 

解が生じてしまいます。連携における役割分担は大分できてきたと思いますが、本格的 

には今月（7月）から始動します。パンフレットも作成し万全の体制です。 

黒澤委員 ：開業医の先生も登録していますか。 

西村委員 ：そうです。その登録しておられる先生に受け入れをお願いするわけです。「○○と 

いった患者さんがおられますけど、受けてもらえますか。」「わかりました。」となれば、 

三者で話をして連携をどうするか決める。 

信友会長 ：登録している先生のリストがあるのですか。 

西村委員 ：ええ。全部揃っています。 

信友会長 ：患者さんは、そのリストを見せていただいて、その中から選ばれたらいいと思い 

ます。 

日下副会長 ：開業医の立場から申しますと、飛び込みでがんセンターに直接行く人は少ない 

と思います。 紹介があって行くはずなので、 一番はじめのスタートは開業医となるので、 

開業医はかかりつけ医であって当然だと思います。 

信友会長 ：これが定着すれば、一番皆がハッピーになります。千葉県では、明らかにがん医 

療は開業医から始まると定義しています。開業医を介さないで勝手に行かないでくださ 

いということです。 

西村委員 ：がんセンターも、実は、原則は情報連携という書類が無ければ診療しないように 

しています。時々、この連携をご存知無い方にはお叱りを受ける場合もありますが、基 

本的に、診察を受けるために患者さんは開業医の先生からの紹介状を持ってなければな 

らないし、開業医の先生は、あらかじめ連携室を通して予約を取る義務があります。開
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業医の先生に紹介を受けた時点で、患者さんが来られる前にあらかじめ我々に誰がいつ 

くるかという情報が入ってくるようになっており、そこから連携が始まっているという 

ことです。 

佐々木委員 ：胃がんから登録医療の連携を始めているという話だったのでが、肺炎などパス 

から外れた症状の場合はどうするかという話ですが、 ある程度の救急も 24 時間受けると 

いう前提なのでしょうか。 

西村委員 ：もちろんそうです。バリアント（例外の場合）は必ずありますから、その対策は 

ちゃんと打ってあります。もちろん、それは減らしたいわけですが、がんセンターで一 

番弱いのは救急で、救急を受け入れられないこともたくさんありますので、そこが一番 

問題となっています。スタートしてみないとわからないということで、100%救急を受け 

入れられるとは思っていませんが、幸い明石市の先生方は非常に協力的なので、まずは 

明石市でやっていこうということで、やっております。これはやってみないと分かりま 

せん。 

日下副会長 ：それを担うのが、先ほどおっしゃっていた 100 床ほどの中規模病院の強みです 

し、その機能を担おうと手を上げていただいている病院もあるので、そこへつないでい 

ただいて、また移動する。 

西村委員 ：そうです、今それを考えています。がんセンターは夜になかなか対応できません 

ので、夜は中規模病院で面倒を診ていただいて、がんセンターで手術が必要ならば次の 

日に引き取るということを考えています。 

信友会長 ：ワーキンググループでのテーマとなるかもしれませんが、在宅のがんの医療にお 

いて、高額な機器の準備の問題があります。年に 1 回程度の機器の使用のために、高額 

な負担あるいはリースをすることはなかなか大変です。地域の在宅医療を勧めるための 

方策として、たとえば、ある地域の中で、補助金によって医療機関などが在宅医療用の 

機材を購入し開業医などへリースするといったスキームも考えられるのではないか。 

西村委員 ：先生がおっしゃった千葉のがんセンターの話ですけど、非常に進んでおり我々も 

参考にさせていただいておりますが、ものすごく赤字ですね。千葉のがんセンターは、 

全国のがんセンターの中でも最も赤字額が多く、兵庫のがんセンターの倍ほどになって 

います。やはりそういう医療にお金がかかることも考えておかなければいけないと思い 

ます。 

信友会長 ：市がそういった覚悟ができるよう、情報を集めることが我々の作業ではないでし 

ょうか。こういった市民のための赤字は活きてきますからね。税金が有効に公平に使わ 

れているということです。他に、今後のスケジュールのなかでワーキンググループの位
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置づけについて、追加、修正すべきことはありませんか。なければ次のその他ですが、 

協議会で答申したその後どう進捗しているか、報告を受けたいと思います。 

（4）その他 

ア 明石市立市民病院の地方独立行政法人化に係る進捗状況について（報告） 

～資料 5 説明～ 

信友会長 ：門谷委員から補足はありますか。 

門谷委員 ：今説明があったように、今のところ計画通りに進んでいると思っています。一番 

問題になるのは職員が安心して移行できることが大事だと思っておりますので、そのた 

めの説明会や質問に対する答えなど、キッチリと着実にやっていきたいと思っておりま 

す。 

信友会長 ：先ほどご報告ありましたように、理事長が決まって中期計画、中期目標を作ると 

いわれたのですか。中期計画、中期目標をできた後理事長の意向も踏まえて微調整する 

ということですか。 

事務局 ：素案として作成して参りますが、当然理事長のご意向等をその中に盛り込むことが 

必要となってきますので、素案をもとに理事長のご意向を盛込んでいきたいと考えてお 

ります。 

信友会長 ：スケジュールの中に理事長就任時期というのが入っていないのは、そういうこと 

なのですね。 

事務局 ：そうですね、具体的にはまだ入れておりません。 

信友会長 ：この中期目標・中期計画は門谷さんも入って作っているのですか。それとも本庁 

側だけで作っておられるのですか。 

事務局 ：当然、 現場にいらっしゃる医師の方のご意見も伺うというのも当然のことですので、 

ある程度の素案は本庁事務局が作りますけども、現場の方にもご意見を伺うということ 

で、そのスケジュールで進めさせていただいております。 

信友会長 ：他に質問等はございますか。 

日下副会長 ：理事長が決まるのは、11 月から 2月の間には決まるということですか。
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事務局 ：理事長の人事につきましては、できるだけ早く決まることが望ましいと考えている 

が、この中期目標・中期計画の審議の中に理事長の候補者にはできるだけ携わっていた 

だきたいと考えているので、できるだけ早い段階で理事長候補者を早めに決めて参りた 

い。ただ、理事長の就任は、あくまでも法人の設立の段階です。 

信友会長 ：他に、質問、問い合わせは。よろしいですかね。では次の報告を受けたいと思い 

ます。救急医療体制について。 

イ 救急医療体制について（報告） 

～資料 6 説明～ 

信友会長 ：加古川医療センターは機能し始めていますか。 

西村委員 ：思ったより順調に頑張っています。 

信友会長 ：では、市民病院とすみわけをしながら、パートナーとして位置づけられるところ 

なのでしょうか。 

門谷委員 ：そうですね、加古川医療センターの取組についてはどこまでやっているのでしょ 

うか。 

西村委員 ：ホスピスまでやっています。まだ始まったばかりでフルオープンまでいってない 

と思いますが、そのうち分かりますのでご連絡してご相談したいと思います。 

門谷委員 ：地域の医療緩和病棟としてどの程度必要となってくるのか、どのような役割を受 

け持つのかというところで変わってくるかと思いますが、我々も先ほど申しました形で 

緩和医療に関わっていきたいと思っております。 

信友会長 ：同時に、急性増悪のときの救急医療として加古川医療センターが機能していくだ 

ろうということですね。どうですか、市民の皆さん。こういう状況を把握しながら、申 

し合わせしながら、展開しているという報告でしたが。行政の方も救急医療に対して、 

緊急に取り組まなければいけないという認識ですか。この協議会が出したような、組み 

立てでよいでしょうか。 

事務局 ：小児の 2 次救急につきましては、明石市では輪番制という当番で行っています。加 

古川市民病院にお願いしながら、また、市内のほうも明石医療センターと市民病院にい 

ろいろ協力依頼をしながら、調整をしているところです。
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日下副会長 ：小児救急は 2 次以降が本当に悩ましい。とにかく医師がいない。県と大学の意 

向が一致しておらず、配置の問題などいろいろ苦労しています。 

松本委員 ：強制ができませんからね。この地域では、加古川市民病院は一番大きな守備範囲 

を持っているが、加古川市民病院は明石市を外した 2 市 2 町を自分の守備範囲と考えて 

おり、一方で県の医療計画は明石市も入れて 3 市 2 町となっていますが、それを強制は 

できませんので。それから大学の派遣も絶対数が少ないので、要請の数だけ派遣できな 

いため、非常に苦しいところではあります。なんとか乗り切っていかなければと考えて 

おります。 

信友会長 ：県と市というよりは、プールしている神戸大学と加古川市民病院がどのように明 

石市を考えているのか、川合先生。悩ましいですよね。何を教授が考えているか明かさ 

ないので。 

松本委員 ：神戸市には大きな病院ができるので、そこに人が集まると、他の病院が不足する 

と。結局、医師数の絶対数は決まっていますので。それはよくわかっていますが。 

日下副会長 ：人数からいえば、加古川市民病院には小児科は 17，18 人います。そこで新生児 

を扱う方がいて、そこに人が取られてしまうので、なかなか救急には人を回せなくなり 

ます。そうなると、大学の方からは、救急は加古川市民病院がすべて行うという意向で 

人を集めているのに他へ移動してしまうという、その辺がなんとも悩ましい。 

信友会長 ：行政で本件のミニ協議会を作る予定はないですか。 

日下副会長 ：作っても前に進まないのではないでしょうか。 

事務局 ： （小児科輪番制度の中で）木曜だけは明石市は明石市で（担当病院を）考えてほしい 

ということで、21年度中までは日曜と水曜は、明石市は明石市内で診療を行っていたの 

ですが、22 年度からは加古川市民病院で診療してもらえることになった。木曜だけ市内 

で何とかしてくれないかとのことで、第 4 週までは明石市で（担当病院が）決まってい 

るが、今後も話を進めていきます。 

信友会長：お話したかもしれませんが、心臓血管外科医も貴重な人材ですが、分散しすぎてレベ 

ルを維持できず若い人を育てることができないので、学会自ら医者の集約をしはじめて 

います。大学の医局に委ねると、医局の陣取り合戦という意欲があるためなかなか調整 

が進まないので、この領域に学会がどれだけ取り組まないといけないか問題意識は分か 

りませんが、本当悩ましい問題ですね。これについては、ここの課題にはなりませんが 

留意しておくテーマであると思います。救急医療体制の報告を受けました。他の取り上
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げたテーマ、事業で報告すべきことがあれば、今おっしゃってください。無ければ、次 

回開催について。 

ウ 次回開催について 

信友会長 ：次回の協議会は 11 月頃を予定したいということです。 

4 閉会 

信友会長 ：その他、委員の方々から要望事項ありませんでしょうか。無いようであれば、こ 

れで平成 22年度第 1回協議会を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

以上


