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【明石市におけるがん対策の全体像】 

第２回協議会への報告資料 
資料 2
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Ⅰ 現状の把握 Ⅱ 課題の整理 

n需要と医療提供体制 

目的 

l【受療側】がん在宅医療の需要 

•明石市のがん死・在宅死の実態（平成20年） 

全死亡者数 2,295人/年 

がんによる死亡者数 735人/年 (全死亡者数の29.6% ①) 

自宅での死亡者数 299人/年 (全死亡者数の13.0% ②) 

→がんによる自宅での死亡者数 約90人程度と推計 

(①×②) 
•明石市のがん死の将来予測 

75歳以上人口 26,668人（平22) → 43,881人(平42) 

がんによる死亡者数 735人(平20） → 1,007人(平42) 

急性期病院の入院短期化で在宅ケア必要量が増加 
•がん療養の希望と実態の調査 

12/8時点で42件回収。自由意見の概要は別紙 

l【提供側】市内のがん在宅医療の診療体制 
•市内医療機関の診療体制 

①在宅療養支援診療所34ヶ所、在宅療養支援病院0ヶ所、 

がん治療連携指導料届出医療機関15ヶ所、在宅末期医 

療総合診療料届出医療機関28ヶ所 （H22/8現在） 

②訪問看護ＳＴ･･･市内10ヶ所、看護職40.6名、がんの訪問 

患者実数142人、ターミナルケア加算46件 

③調剤薬局・・・回答102ヶ所のうち麻薬取扱可能62％、が 

ん患者の訪問薬剤管理指導実施9ヶ所、がんの訪問患者 

実数5人 
•がん在宅療養に関する診療報酬の算定件数（平成21年度） 

国保レセプトデータでは在宅末期医療総合診療料5件、 

訪問診療料のターミナルケア加算1件、同ターミナルケア・ 

看取り加算4件、訪問看護のターミナルケア加算なし 

l国や県の政策（主要部分） 
①国 がん対策推進基本計画 

• 治療の初期段階からの緩和ケアの充実 
• がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での 

療養を選択できる患者数の増加 
②県 がん対策推進計画 

• 医療機関の整備と連携の推進 
• がん患者の療養生活の質の向上 

（１）患者・家族側の課題 
①がんの予防・早期診断（検診受診率向上）・早期治療の推進 ⇒ 市民への情報提供、地道な啓発活動 
②がん療養に関する知識・情報の不足 

◇治療困難となった後の病状展開、それを支える診療体制、経済的な負担、相談する所などが分からない（全体的な状況を知る機会が少ない、またはない） 
ことから不安が拡大。 

③患者の意思確認の不十分さ、家族や周辺への周知不足 
◇患者本人の意思・意向の明示または確認が不十分 （一旦確認しても、意向は変化する）。 
◇家族等が急変時対応、疼痛コントロールなどの説明を受けていない、または一部にとどまっていることで、病状進行に伴う混乱・不安が拡大し、本人の意思・ 

意向に従えない。 
④地域や家庭の看護力・介護力の低下 

◇高齢者のみ世帯や高齢者独居世帯の増加による介護力の低下、見守り不可時間の増加。 

（２）医療提供体制の課題 
①在宅療養サービスの提供体制の不足 

◇必要に応じて頻回訪問できる訪問医が必要。一部の医師に負担が集中しており、明石市の特長を活かした体制の充実、提供量の拡大が求められる。 
（診療所のグループ化による対応、在宅専門診療所の設置、地域病院による対応など） 

◇24時間訪問・対応、ターミナルケア時の頻回訪問を安定的に提供するための訪問看護師が不足 ⇒ 「訪問看護師の人手不足克服が急務」 
（県立大学看護学部や県立がんセンターなど地域の資源を活かして、全国から人を集めること。 地域に根ざした訪問看護師の育成が必要） 

②在宅療養をバックアップする入院機能の不足 
◇在宅支援型の緩和ケア病棟が必要。 
◇在宅患者の合併症や急性増悪時等の緊急入院先が不足、または事前未確定による患者側の不安。 

③高齢者のみ世帯・高齢者独居を見据えた包括ケアシステムが未整備 
◇ケアマネ、訪問介護等の介護サービスとの情報連携、協業が不十分。 介護施設入所者へのがん医療提供が不十分。 

（３）連携の仕組み、システム面の課題 
①診療連携のシステムが、患者・家族の「目に見えて」いない 

◇どこに、どんな医療機関があるのか、患者・家族に分からない。 
◇療養に入る前に、往診医・訪問看護・バックアップ病院・介護サービス等の「チーム」を見せられていない。 
◇療養の「今後」を理解しやすい説明資料（療養手帳）等のツールが未整備。 
◇患者・家族にとって、一元的な相談窓口がない、または分からない。 

②早い段階から「患者主体の連携」を進めることが必要 
◇患者の意向を踏まえた、早期のカンファレンス実施が必要。 
◇関係事業者間の患者情報共有、そのための同意書などツールの整備・共通化が必要。 
◇ケアマネなど介護サービスの当初からの参加、情報やツールの共有が必要。 

③治療病院、後方支援病院、在宅医の間の医師同士の協働 
◇治療病院から地域病院や在宅へ移る前からの、治療内容（薬剤、診療材料等）の調整が必要。 
◇患者・家族に対して主治医をリレーすること、リレー後は複数担当医となることの伝達が必要。 

④在宅・ターミナルケアを包括コーディネートする機関が不在 
◇連携が個々の関係に終始しており、全体的な顔合わせ・調整・改善を図る機関が不在。 
◇市外の医療機関で診断・治療を受け、市内に戻る患者へのサポートが必要。 
◇長期的には在宅がん医療の専門人材の育成も要検討。 

⑤医療従事者や介護従事者への、がん終末期医療・緩和ケア等に関する教育研修、情報提供 
⑥長期的には、各医療機関を結び情報共有・参照が可能な情報システムの整備 

（４）その他の課題 
①増加する精神・認知症合併患者への対応 （平成20年患者調査によると悪性新生物の精神合併患者は5.3％） 

（５）制度面の課題 
①末期がん患者の状態変化に、要介護認定のスピードが追いつかない 
②65歳未満は医療保険が３割負担のため経済的負担が大きくなる（事前の説明が不可欠） ⇒ 自己負担額を条件別に整理、分かりやすく情報提供 
③高額な薬品・麻薬・診療材料等の在庫負担、廃棄ロスの軽減 ⇒ 負担・ロスの軽減（例：共同購入など） 

「患者の意向に沿った“がん療養”を支える体制の整備」 

～がんによる療養と最期を、あなたが望まれる方法で平穏に送ることができるよう在宅 

ケア・緩和ケア・ホスピスケアなどを整えます。痛がらせません、独りにしません。 

n部会のゴール 

市全体として進める、医療提供体制整備や環境づくり施策の答申 

l部会メンバーの問題意識 

• 個別ヒアリング、各部会後のアンケート 

l先進地の取組み例 
①静岡市静岡医師会 

医師会主導による病院医と診療所かかりつけ医の2人主治医 
制、連携カード、在宅医療推進に向けた各種取組み 

②尾道市医師会 
在宅主治医（開業医）を中核とした在宅療養を支援する長期 
支援ケアマネジメントプログラムを展開、高齢者総合評価 

（CGA)を基盤とする独自のケアカンファレンス 

これまで個々の医療機関が取り組んできたことを、市全体の施策として体系付け、行政は必要な支援を行う。 
がんの体制・システムに先行して取り組み、他の疾患を含む全体的な環境整備につなげる。
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n目標 

l量的目標 

①平成27年のがんによる死亡者推計約860人のうち、患者・ 
家族の希望に従ったうえで、20％（約170人）程度を自宅や介 
護施設・高齢者住宅など病院以外で看取ることができる体制 
を構築すること 

②平成32年のがんによる死亡者推計約940人のうち、患者・ 
家族が希望に従ったうえで、30％（約280人）程度を自宅や介 
護 施設・高齢者住宅など病院以外で看取ることができる体 
制を構築すること 

③最期の場所だけでなく、終末期に至る各段階において、患者 
の希望する場所や方法で医療が受けられること 

l質的目標 （仮称：明石モデル） 

①明石市の医療資源を活かし、地域事情に合った取組みを推 

進すること 

②診断・治療後の早期の段階、その後の進行段階等において、 

本人の意向を十分に確認し、その意向に沿った療養を安心し 

て送ることができるようにすること 

③家族の意向や理解にも配慮し、家族への支援や情報提供を 

充実させること 

④在宅担当医・地域病院・訪看・介護による多職種チームを編 

成し、患者・家族を支援すること。訪看・担当医と地域病院に 

よる看診病担当制により、緊急時入院などバックアップ体制 

を事前に明確化し、不安を解消すること 

⑤早期に多職種チームの編成・相互の顔見せを行い、患者か 

ら多職種チームによる診療体制が見えるようにすることで、患 

者・家族の不安を解消すること 

⑥全体的な連絡・協議・調整の機関を設置し、市全体で問題解 

決にあたること。 

⑦医療提供体制の充実や従事者の資質向上などが早期に実 

現するよう、行政が支援すること。 

Ⅲ 施策の構築 （目標設定と、施策の全体像） 

施策1 
地域の在宅医療 

提供力の強化 

目標達成のための4つの施策 

施策2 
訪問看護の提供力拡大と 

訪問看護師の育成 

施策3 
情報基盤の整備、 

患者の意向確認と生活支援 

施策1～3を推進し、必要な連絡・協議・調整を行うため、関係者によって構成される機関（会議） 

【11】 

在宅がん医療提供力の拡大・充 

実

【12】 

訪問看護・担当医・地域病院の 

看診病担当制および多職種チー 

ム

【13】 

地域医療連携室の機能強化 

【21】 

訪問看護ステーションの増設お 

よび訪問看護師の増員 

【22】 

地域病院による訪問看護提供の 

拡大 

【23】 

関係機関と連携した訪問看護師 

の募集強化および育成支援 

【31】 

在宅医療提供システムの広報と 

情報システムの整備 

【32】 

予後や在宅医療の仕組み、経済 

的負担の周知 

【33】 

患者本人の意向の確認 

【34】 

生活支援・介護サービス提供の 

充実 

施策4 
関係者が連絡・協議・調整を行う機関（会議）の設置
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施策1  地域の在宅医療提供力の強化 

■明石市の医療資源を活かしたネットワークの構築 

（１）在宅担当医の増加、充実 

①在宅がん医療を提供する診療所の増加 

②診療所によるグループ編成等による相互カバー体制 

③在宅担当医のがん医療や緩和ケアについての知識・技術の向上 

④在宅専門診療所の開設 など 

（２）地域病院による合併症や急変時の緊急入院受け入れの事前担保 

（３）がん治療病院から医療従事者への、連携診療・在宅医療・緩和ケアに関する情報提供 

医療従事者へのがん医療情報の提供、緩和ケア研修の実施 （がんセンター） 

■地域全体の緩和ケア提供力の拡大 
（１）市民病院に在宅支援型の緩和ケア病棟設置を検討 

①市民病院は緩和ケア病棟の設置を検討 

②緩和ケア病棟は、本答申に基づいて整備する在宅療養・終末期ケアシステムの方針に基づいた 

診療を行う 

・在宅患者の疼痛管理のための入院、終末期における急性増悪時の入院 

・レスパイトケア（看護する家族の負担を軽減するための短期入院） 

（２）市が緩和ケア医療機関を広く周知 

①緩和ケアを提供できる医療機関を市が周知 

②周知基準の案 

・緩和ケア研修を修了した常勤医（病院、診療所） 

・がん看護実務者研修を終了した看護師が１名以上（病院、訪看） 

・市指定の訪問看護研修を修了（病院、訪看） 

・緩和ケアチームがある（病院） 

・医療機関として、明石市の緩和勉強会に参加（全て） 

・標準の緩和ケアマニュアルを使用（全て） など 

Ⅲ 施策の構築 （主要施策と、その詳細） 

1-1．在宅がん医療提供力の拡大・充実 

■訪問看護・在宅担当医・地域病院・後方支援病院・介護による多職種チーム 

（１）急変時、他疾患の入院治療などの担当病院の事前確定 
①在宅担当医と地域病院の垂直・二重担当制 

訪看・在宅担当医と地域病院がペアとなって患者の診療、家族のケアにあたる 
②入院治療を担当する病院を事前確定 

「急変時の対応に不安」という問題に対して、在宅担当医や訪問看護師等からの連絡・要請に基づき、 
「原則として」入院する病院を事前に確定 

③定期的検査や入院・外来の化学療法などは担当病院 
・早期の段階で、定期的検査や化学療法などを治療病院から地域病院に確実に連携 
・地域病院の患者で、診療録のある状態とすることで、入院時のスムースな受け入れを可能にする 

（２）多職種チームの早期編成と早期カンファレンス 
①治療病院での治療（入院・手術等）の早期にチーム編成 

患者のかかりつけ医を原則に、かかりつけ医不在の場合は市内の診療所が参加して多職種 
チームを早期に編成 

②治療病院や介護事業者も加わったカンファレンスの早期実施 
関係者によるカンファレンスを早期（治療後、療養の意向が示されてから日を空けず）に実施 

（退院時までに体制を整えることを可能にする） 
（早期カンファレンスを実施することで、退院直前のカンファレンスは短時間で済む） 

1-2. 訪問看護・担当医・地域病院の看診病担当制および多職種チーム 

1-3. 地域医療連携室の機能強化 

患者・家族 

訪問看護 

在宅担当医 

地域病院 

在宅介護 

がんセンター・治療病院による後方支援 

“あなたの” 
多職種チーム 

（看診病チーム） 

■地域医療連携室による多職種チーム編成の支援 

（１）地域医療連携室の役割 
患者本人の意向を基に、家族との調整を経て、多職種チームを編成すること 

既にかかりつけ医を中心に療養支援体制が整っている場合を除く 
※ 地域医療連携室は、自院の患者以外であっても多職種チーム編成などの患者・家族支援を行う。 

（２）地域医療連携室の設置医療機関 
在宅移行の発生する治療病院と地域病院 

（３）地域医療連携室の設置医療機関や連絡先の市民への周知 

イメージ図
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施策2  訪問看護の提供力拡大と訪問看護師の育成 

■訪問看護ステーションの増設 および 既存ステーションの訪問看護師の増員 

（１）必要とされる訪問看護師数 

①現状と将来推計の比率からの見込み数 

平成27年に現状の２倍（約100名）、またはそれ以上 

平成32年には現状の３倍（約150名）、またはそれ以上 

②その他 学会や協会等が目安値を示している場合 

（２）訪問看護ステーションの増加、訪問看護師の増員 

①既存ステーションの規模拡大 

小規模ステーションが増加するより、既存ステーションが訪問看護師数を増員し、多人数で患者 

や時間を分担することが望まれる 

②ステーション間の相互支援 

（３）特別養護老人ホームや老人保健施設など、居住系施設での療養支援や看取りの拡大 

Ⅲ 施策の構築 （主要施策と、その詳細） 

2-1．訪問看護ステーションの増設および訪問看護師の増員 

■地域病院による訪問看護の提供・拡大、そのための訪問看護師の増員 

（１）地域病院による訪問看護実施、または訪問看護ステーション増設 

明石市の特長（中小規模で小回りの効く民間病院が充実）を活かし、入院機能を持つ地域病院 

が訪問看護提供力を拡大 

（２）地域病院による独立型ステーションの後方支援 

教育研修・人材育成のほか、職員都合等で訪問体制が低下したときの代替や短期入院受け入 

れなどで後方支援 

（３）特別養護老人ホームや老人保健施設など、居住系施設での療養支援や看取りの拡大 

2-2. 地域病院による訪問看護提供の拡大 

2-3. 関係機関と連携した訪問看護師の募集強化および育成支援 

■オール明石による訪問看護師の募集・育成・定着 

（１）インターネット等による共同ＰＲ 

①がん部会の施策や、既存の脳卒中ネットワークなど、明石の在宅医療の方針や取組みを紹介し、 

地域看護に関心を持つ看護師に訴求 

②市と医師会合同による求人ＰＲ 

別記の研修支援策、地域一帯の多職種チーム医療などをＰＲするホームページやリーフレット作成等 

（２）県立大学看護学部・県立がんセンターと連携した募集・育成 

市内に勤務する訪問看護師に対する、がんを始めとした専門知識・技術の研修をプログラム化 

し、それを広報。研修には同大学や県立がんセンターの協力を求める。人材育成や研修支援・定着へ 

の支援の一部を市が助成することを検討。 

（３）表彰等による育成や定着の促進 

一定年数の勤務経験を積み、教育研修を行える水準の知識・技術を持っている者で、管理者が 

推薦した訪問看護師を市長または医師会長が表彰すること等を検討。
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施策3  情報基盤の整備、患者の意向確認と生活支援 

■広報の実施と、必要な情報システムの整備 

（１）本答申に基づき整備する在宅医療提供システムの広報 
①市の広報誌によるＰＲ 
②フォーラムなど、市民に直接説明する行事の開催 
③リーフレットの作成、市の施設や医師会の会員病院・診療所などを通じた配布 
④市や医師会のホームページへの掲載 
※がんに限定する必要はなく、脳卒中リハビリなども含めて行う 

（２）在宅・終末期医療を提供する医療機関の情報提供 
①機能ごとに検索・表示できる「マップ」の掲載 

・在宅療養支援診療所の有無 ・緩和ケア研修受講医の有無 
・緩和ケア実施の有無 ・在宅ターミナルケア提供の有無 
・緩和ケア機能を有する薬局 など 

②上記の「マップ」は市民向けと医療者向け詳細版の二段階で作成 
※ がんに限定する必要はなく、脳卒中リハビリなども含めて行う 

（３）多職種チームが共用する情報システム開発の支援 
患者の診療情報や関連情報を共有し、相互に記録参照等が可能な情報システム整備の支援 

・訪看や訪問介護のスタッフが操作しやすいことが必要 
・既存のハードウェアを使用し、メンテナンスや機器の追加・更新が容易であることが必要 
・各医療機関の保有するデータと、容易に接続できることが必要 
・情報保護のため、セキュリティの確保が必要 

Ⅲ 施策の構築 （主要施策と、その詳細） 

3-1．在宅医療提供システムの広報と情報システムの整備 

■患者・家族へのがん療養に関する個別情報の提供 

（１）これから起きることの患者・家族への周知 

①説明に使用する共通資料を用意 

②治療病院での診断後、または在宅担当医や地域病院での診療開始時に、説明のうえ手渡す 

（２）地域の連携診療システムの患者・家族への周知 
①治療早期の段階から、連携診療や在宅医療のシステムを説明・周知 （初療医や治療病院） 
②共通リーフレット作成 

明石市の連携システムの説明、情報取得先、相談窓口の案内など 
③治療病院での診断後、または在宅担当医や地域病院での診療開始時に、説明のうえ手渡す 

（３）個々のケースに応じて作成し手渡すもの 

①わたしのカルテ 

（別紙 「わたしのカルテ」を参照） 

②多職種チーム（後述）の構成員を明記した案内資料 

構成する医療機関の名前、担当するスタッフの名前を明記 （顔写真についても検討） 

③受ける予定の医療・介護サービスに基づいた経済的負担の資料 

個々の条件に応じた自己負担額（月あたり）、保険外の費用など 

3-2. 予後や在宅医療の仕組み、経済的負担の周知 

■高齢者のみ世帯や独居世帯等への生活支援・介護サービス提供の充実 

（１）要介護認定の早期化 

治療病院や地域病院が、がんの部位や進行度合い等に応じて、病状の進行を見通した診断書・意見書を 

作成（とくに、終末期の在宅介護提供が滞らないための対策） 

（２）がん患者サロン（仮称）の設置 

①訪看ステーションや患者会、市民団体・ＮＰＯなどが設置 

②市は保健センターなどの施設を提供、要請に応じて市民病院の医師・看護師や保健師等を派遣 

（３）がん患者の家（仮称）の設置 

①独居患者や高齢者のみ世帯など、家庭の看護力・介護力が弱い患者が共同生活するグループホーム 

のような住宅 

②訪看ステーションや患者会、市民団体・ＮＰＯなどが設置 

3-4．生活支援・介護サービス提供の充実 

■患者本人の意向（どの段階、どこでどのような医療を受けたいか、終末期の延命治療 
の可否など）の確認と対応 

（１）意向確認の時期、実施者 
①治療病院での治療を終える前 → 退院調整の中で、地域連携室や担当医、看護師が行う 
②在宅療養に移り、訪問診療・看護を受け始めるとき → 在宅担当医が行う 

（２）意向確認の明石市共通様式 
①意向確認書 （別紙、国立長寿医療センターの例を参照） 
②文書による意向確認の可否、問題点 

・患者や家族の抵抗感が懸念される 
・意向確認書には法的拘束力はない（患者側と医療側の従前からの信頼関係が重要） 
・家族の意向との調整 ・意向を事前に知らない別居等の「家族」に対しては有効 

（３）意向の保管・管理 
①医療機関による保管 → 原本は、在宅・入院に応じて、主たる担当医が保管 （通常は在宅担当医） 
②患者・家族による保管 → 家族は写しを保管 （家族の範囲が問題だが、それぞれに任せるしかない） 

（４）意向の使用 
①病状が変化、または状態が変わったとき 

・従来の意向と同じかを確認し、変わった場合は、確認書を再度作成し、担当医と家族が保管 
②病状悪化や他の疾患等により、本人の意向確認が困難となったとき 

最後に示された意向を基に、在宅担当医が家族等と相談のうえ、必要な対応を講じる 

3-3．患者本人の意向の確認
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施策4  関係者が連絡・協議・調整を行う機関（会議）の設置 

Ⅲ 施策の構築 （主要施策と、その詳細） 

■施策1～3を推進し、必要な連絡・協議・調整を行うための、関係者によって構成される機関 

（１）機関（会議）で行うこと 

①この答申に基づいて進める対策の進捗の確認 

②上記の問題点の収集、対応策の検討 

③関係機関相互の現状報告、負荷状況等の情報共有 

④緩和ケア研修など、地域全体で行う人材育成策の検討や周知 

⑤説明用資料やわたしのカルテなど、共有ツールの作成 

⑥各医療機関・介護事業所および各専門職・従事者間の相互理解 

⑦その他、問題点の処理 

（２）機関（会議）の構成員 

①医師会 （地域病院、在宅担当医） 

②治療病院 （県立がんセンター、市民病院、明石医療センターなど） 

③訪問看護ステーション 

④薬剤師会 

⑤歯科医師会 

⑥介護事業者 （ケアマネージャー、訪問介護） 

⑦地域医療連携室 

⑧患者会や市民代表 

⑨行政 （明石健康福祉事務所、明石市） 

（３）機関（会議）の運営 

①定例的に開催 
２ヶ月に１回程度 

②市が運営を支援 
会場の提供、運営経費の支援、ツール等作成の実務の担当など 

施策1 
地域の在宅医療 

提供力の強化 

施策2 
訪問看護の提供力拡大と 

訪問看護師育成 

施策3 
情報基盤の整備、 

患者の意向確認と生活支援


