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第 2 回 明石市安心の医療確保政策協議会 

会議録（詳細版） 

日時：平成 23 年 1月 13 日（木）14：00～15:30 

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 

■医療関係者 ：信友会長 （福岡市医師会成人病センター院長） 

日下副会長 （明石市医師会会長） 

西村委員 （兵庫県立がんセンター院長） 

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） 

■学識経験者 ：川合委員 （神戸大学大学院医学研究科特命教授） 

■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 ：髙岡委員 （兵庫県東播磨県民局加古川健康福祉事務所長） 

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） 

■がん対策部会：譜久山部会長（譜久山病院院長） 

足立副部会長（兵庫県立がんセンター副院長） 

1 開会 

〇事務局 

只今より、 平成22年度 第2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ところ､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｡ 

お手元の資料の確認をさせていただきます。 

～配布資料確認～ 

〇事務局 

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。当協議会の議長を信友 

会長にお願いしております。それでは、信友会長、宜しくお願い致します。
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2 議事 

（1）ワーキンググループ（がん対策部会）からの報告について 

ア ワーキンググループ（がん対策部会）のこれまでの取り組みについて 

イ 明石市の現状及び課題について 

ウ 課題解決のための施策案について 

〇信友会長 

半年振り 2 回目の協議会となります。昨年度は、市民病院のあり方について検討しました。 

今年度は、安心できる地域医療の確保と、地域のみなさんの緊急性も重大性もある、罹患率が 

高いがんに対してどのようなあり方が望ましいか、ワーキンググループを設けて検討をお願い 

してきました。部会の記録を見ると、毎月 1 回実施されており、非常に気持ちの良い部会では 

なかったのではないでしょうか。それらの報告を伺いながら、部会の親委員会である協議会と 

して、さらに応援すべきことは何か、また取り組みに必要な予算確保等に向けた注文をいただ 

く会になるのではないでしょうか。そのあたりが、本日の協議会の課題ではないかと考えてい 

ます。早速、部会の取り組み内容について報告を受けながら協議してまいりたいと思います。 

事務局から説明お願いします。 

～資料 1 説明～ 

〇信友会長 

ワーキンググループでは、急性期医療後の在宅医療にターゲットを絞った作業が行われたと 

いうことでした。続いて資料 2 に基づいて説明してください。 

～資料 2 説明～ 

※ 事務局から「現状の把握」、「課題の整理」の説明後、譜久山部会長より、「施策の構築」（資 

料 3～7 ページ）について説明あり。 

概要は以下のとおり。 

・ 明石市は、5～10 年後に在宅医療の先進地として取り上げられるポテンシャルを持っている。 

・ 医師の数は多くないが、中小病院・クリニックが多い。また、患者が基幹病院から在宅療養 

に移行した際、受け手のクリニックを中小病院がバックアップできる体制が整いつつある。 

・ 一方、24 時間体制で連絡可能な在宅療養支援診療所が不足している。中小病院・クリニック 

等地域にある医療機関で力をあわせ在宅医療を充実させたい。 

・ 訪問看護ステーション数が少なく、各ステーションではぎりぎりのところで運営している。 

スタッフ数を充実させ、強い訪問看護ステーションを整備したい。 

・ 実践の場である県立がんセンターと教育の場である県立大学看護部が隣り合っていること、
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また、明石・垂水地域には在宅医療に造詣の深い医師が多いことを活かして訪問看護師育成の 

モデル地域にしていきたい。 

・ 情報提供ツールとして医療連携マップの作成を考えており、情報の整理を行いたい。 

〇信友会長 

ワーキンググループが検討したように在宅医療を強化し、患者さんの期待に応えられるよう 

な地域医療を確保するという課題を設定している。この課題設定に対する課題抽出と、目標設 

定の妥当性を親委員会である協議会が検討する必要があります。 資料 2 の 1～3 ページで示され 

た枠組みで妥当かどうか、また検討漏れがないかどうか皆さんから意見をいただきたいと思い 

ます。 

ワーキンググループでは、 がん患者代表の方はどのようなご意見をおっしゃっていましたか。 

〇譜久山部会長 

がん患者本人あるいは家族の方、また亡くなられた患者の遺族の方から成る「ゆずりは明石」 

代表の方ですが、以前は看護師をされていたこともあり、患者の立場、医療の立場の両方から 

意見を頂きました。 

〇足立副部会長 

自宅療養をする際、急な痛みが発症して救急で対応してもらうためにはどこに行ったらよい 

のか、対応可能な病院をマップに示すといたったように、目に見える形にしてほしいという患 

者の視点から意見をいただきました。また、訪問看護ステーションとの関わり方についても意 

見をいただいています。 

〇信友会長 

譜久山先生が言われたように、在宅療養が可能なシステムを作ることは大前提ではないでし 

ょうか。自宅で亡くなりたいと望むがん患者の割合は 13%とあるが、これは少ないと思われた 

のでしょうか。 

〇譜久山部会長 

13%というのは現在の実績値ですが、希望する人で考えればもっと多いと考えています。 

〇信友会長 

部会長として、この割合を何%に設定したいと思われますか。 

〇譜久山部会長 

今回目標値として設定した 20%（平成 27 年）および 30%（平成 32 年）というのは、「本当に 

自宅で亡くなりたい」と強く希望する人のみを考えています。「できれば自宅で亡くなりたい」 

というような希望を持つ人まで考えると、2 倍程度あるのではないかと思います。家族に迷惑 

をかけてしまうという理由で、在宅療養を希望するがん患者は、がんが進行し末期になればな
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るほど減少しており、病院で亡くなることを希望するようになります。当初「自宅で亡くなり 

たい」と希望している患者は 60%であるが、実際には 3 分の 1の 20%になってしまいます。参考 

資料として OPTIM（緩和ケア普及のための地域プロジェクト）のパンフレットをつけさせても 

らいましたが、こういったパンフレットも活用しながら、自宅で最後を迎える患者が 60%の半 

分である 30%にでもとどめることができたらと思っています。 

〇信友会長 

会長としてより委員としてのコメントが多くなりますが、家族への負担が大きく、患者さん 

は家族に対して申し訳ないという気持ちがあります。私の病院ではレスパイトケア入院を開始 

しました。患者の家族には、2 週間家族旅行へ行ってもらい、介護を休んでもらいました。ま 

た、在宅医療を行っているクリニックの先生にも休んでいただきました。これはものすごく評 

判が良かったです。休んだ後は、皆活き活きして帰ってこられました。レスパイトケアを県立 

がんセンターが実施することは贅沢なことだと思いますが、中小病院が多いというのは明石の 

強みでありましたね。ワーキンググループでは、中小病院において少なくとも 2 床から 4 床の 

レスパイトケアを設けようというような検討はされましたか。 

〇譜久山部会長 

レスパイトケアと銘打って検討はしていません。今回検討したのは緊急時の対応ができるか 

どうかです。ワーキンググループに来ていただいているメンバーに加えて、より多くの病院に 

も参加していただければ、レスパイトケアも含めて十分対応できると考えています。 

〇信友会長 

対応したいと思われるか。 

〇譜久山部会長 

対応したいと思いますし、実際に動いている部分もあります。 

〇信友会長 

レスパイトケア入院は診療報酬上はどのくらいですか。 

〇譜久山部会長 

一般入院と同じと考えています。病状のコントロールが中心となりますが。 

〇信友会長 

レスパイトケア入院とは、在宅医療を担当する先生からそのまま引き受けるだけで、追加検 

査や治療を全く行わない入院です。追加の治療や検査があると、その病院のドクターから、専 

門外の対応は難しいという意見が出てきます。在宅医療を担当する先生と、我々の病院のドク 

ター並診という形態をとっています。診療のリードも在宅医療のドクターがとっており、極端 

な言い方をすると病室貸しみたいなものです。ぜひ、レスパイトケア入院がどこでもだれでも
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実施できるようなムード作りをしていただきたいと思います。 

それから、 明石の患者さんが期待しているのは医療連携マップということですが、 もう 1 つ、 

我々の取り組みとして、24時間相談可能なコールセンターを設置しています。そこで患者さん 

の振り分けをするというものです。どちらが明石にふさわしいかという選択肢もあるのではな 

いかと思います。静岡は静岡、尾道は尾道のやり方があると思いますが、明石らしい取り組み 

はマップなのか、コールセンターなのか、という検討事項があると思いますが、どうでしょう 

か。 

〇譜久山部会長 

その点も検討しました。具体的に相談窓口をどこに設置することが望ましいのか、市役所な 

のか、市民病院なのかという議論も行いました。例えば、他地域でがんの治療を受けた後、明 

石に戻ってきて行き先がなく困る場合に相談する先として相談窓口を作ってはどうかという議 

論を行いました。その議論の中では、患者さんが実際どうするかといえば、近隣の医療機関を 

受診されて、症状を把握し紹介状を持って受診されるため、あえてコールセンターのようなも 

のを設置する必要がないのではないか、または独自に市役所の中に相談窓口を立ち上げる必要 

はないのではないかという結論になりました。 

〇信友会長 

コールセンターを設置しても、だれがそのコストを払うかということを考えると、病院が持 

つことは限界があると思います。いかがでしょうか。 

〇西村委員 

私はワーキンググループの検討内容を逐一聞いてきました。本日の資料に書いてあることは 

すべて正しいことで誰からも反論は無いものと思います。しかし、実際に、具体的にどうする 

かということが書かれていません。訪問看護ステーションについて、明石では医師会が頑張っ 

ておられる中で、それを倍増したいという目標を設定していますが、どうやって倍増するかと 

いう方法論が必要だと思います。 

コーディネーターがキーを握るのは明らかですが、どこに、どういう形で存在して、どうい 

うアプローチをするのかということが不明確です。 

在宅支援型の緩和ケア病棟を市民病院が持つということについて、具体的なビジョンが見え 

ていません。医師や看護師は確保できるのか、またそこに訪問看護ステーションに派遣できる 

ような看護師はいるのかどうかが不明確です。地域連携パスに乗る患者さんは問題ありません 

が、現在療養中というパスに乗らない方が大半を占めるわけで、その患者さんの行き道を示す 

事が非常に重要です。 

ひとつ、 具体方策を提案させていただきます。 がん看護実務者研修という研修がありますが、 

毎年 30 人程度が受講しており、兵庫県を中心に現在活躍中の看護師が、がん介護の実際を 2ヶ 

月にわたって学ぶものです。この研修に訪問看護研修を入れてはどうでしょうか。訪問看護に 

ついては、明らかな資格といったものはありませんが、県立大学看護学部とも連携して、実際 

に動く人材を育てることで人数をとにかく増やす必要があります。在宅医療については、医師



6 

よりも看護師がキーを握っています。がんに関する看護師の育成は、県立がんセンターの責任 

と考えていますし、 具体的に動かないと絵に書いた餅で終わってしまう可能性が高くなります。 

市民病院の緩和ベッドについても、 ぜひ具体的なビジョンを示していただきたいと思います。 

医師はどのような体制で組成するのでしょうか。実際、加古川の医療センターは苦戦しており 

難しい問題です。こういった取り組みを行う用意が明石市にあるのかどうか、具体的に人材は 

存在するのか、緩和ケアに取り組むにしても人材が少なく足りない状態ではないでしょうか。 

現在、緩和研修会という研修会が、がん拠点病院では義務付けられており、当院も年に 2 回 

実施しています。兵庫県は全国でも進んでいる方ですが、すべての医師が動けるようになるま 

で 10 年程度かかります。そういった状況の中で、市民病院はがん拠点病院としてその役割を担 

っていくのかどうか。厚生労働省はこれ以上がん拠点病院を指定しません。代わりに兵庫県が 

指定するわけですが、今年は新たに 3 件の指定を行いました。市民病院は、がん拠点病院の指 

定を取るために取り組みを進めていく準備はあるのかどうか、そのあたりを具体的に詰める必 

要があります。これらの問題について、実際には、譜久山先生ら特定の先生方の自己犠牲のも 

とに取り組まれてきたわけですが、いつまでもそれに頼っているわけにはいかないので、シス 

テム作りをする必要があると思います。そのキーになるのが、明石市では県立がんセンターと 

市民病院だと思いますので、今日はこの場で具体的な提案をさせていただきました。 

〇信友会長 

西村先生より、プライオリティの高い、重点的でもっと具体的に詰める必要がある事項につ 

いてご指摘いただきました。訪問看護師のこと、緩和ケア病棟のこと、この 2 つが在宅医療を 

進めるうえでキーになるだろうというご意見でした。では、そのパートナーである門谷先生、 

進捗状況、あるいは今いただいた意見と同じような認識をお持ちかどうか、お伺いしても宜し 

いでしょうか。 

〇門谷委員 

前回の協議会でも申し上げましたが、当院は中核病院であり、がんの診療についても県立が 

んセンターだけにお任せするだけでは、これからどんどん増えていく患者さんに対応すること 

は難しいと思っています。当病院としては、がん診療も取り組んでいくというスタンスで考え 

ています。 

兵庫県のがんの拠点指定病院についてですが、 これはぜひ参加したいと考えています。 現在、 

参加に向けて資料の確認等準備を進めているところです。 

緩和病棟につきましては、この後報告があると思いますが、ご承知のように今年の 10 月に、 

私どもは地方独立行政法人に移行します。それにあたって、中期目標の作成、それに対しての 

中期計画を立てているところですが、その中で本協議会の協議結果を受けて緩和病棟を設置す 

るかどうか検討したいと思っています。 方向性としては、 明石に緩和病棟が無いということで、 

現在、市民病院としましても緩和チームを作って準備しております。基本的にはいわゆるホス 

ピスではなく在宅を支援するような形で、疼痛の管理、終末期の急変、合併症などに対応する 

ような緩和病棟というものを考えております。これにつきましては前向きに、中期目標・中期 

計画の中で具体的なことが決まっていくと考えています。医師の確保等につきましては、実際
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に計画が決まり次第、確保に向けた努力をしていかざるを得ないと考えています。 

〇信友会長 

西村先生、地域医療連携についてはコーディネーターと言われましたが、県立がんセンター 

で医療連携室において、例えば MSW（医療ソーシャルワーカー；以降 MSW とする）を 20 人確保 

することは現実的なのでしょうか。 

〇西村委員 

MSW の費用は、拠点病院として国がある程度負担してくれる部分があるのですが、1 人か 2人 

分というのが現状です。現在、当院も一生懸命取り組んでいるところですが、やはり看護師と 

ともに MSW が非常に大きな存在となっています。幸い、譜久山先生も自信をもって言われたよ 

うに、かなり前からこれらの取り組みが進んでおり、私も講演を頼まれるくらいです。地域連 

携が充実していきていることは認めているのですが、それでもやはり不足しているのが現状で 

す。当院に緩和ベッドが無いということもそうですが、最近は MSW と看護師の教育・人材育成 

を中心に頑張って取り組んでいきたいと思います。なお、当院には、MSW が現在 3 人おります。 

〇信友会長 

市民病院は、MSW が何人ですか。 

〇門谷委員 

2 人です。 

〇信友会長 

明石市内の中小病院ではどうですか。 

〇譜久山部会長 

1 人か 2 人です。 

〇信友会長 

ということは、明石市では延べにすると MSW が 20 人程度存在するということですね。先ほど 

の地域連携の話では、これらの MSW を情報化によって、地域で見えるようにして皆で共有でき 

るような状況にするとおっしゃっていましたから、 これだけの MSW がいれば心強いと思います。 

今回の議論のターゲットである在宅医療において、訪問看護ステーションの優秀な看護師を 

引き抜いてきて、連携室に配置するとものすごく機能すると思いますが、現場からは恨まれて 

しまいそうです。 

〇日下副会長 

現実、訪問看護ステーションでは、24 時間体制で電話を受けて在宅がん患者を診ているわけ 

です。そこが主治医と病院との橋渡しをするわけです。それを引き抜かれると大変です。
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〇信友会長 

プライオリティの高いテーマとして訪問看護師が不足しているとあるのに、なぜ訪問看護師 

がここへ来てくれないのでしょうか。 

〇日下副会長 

一番大きな要因は、激務だと思います。 

〇譜久山部会長 

この点に関して、訪問看護のその部分だけ加算の点数をあげるということは難しいと思いま 

す。私たちも、国の施策で決まった枠内で取り組んでいかなければならないと思います。 

〇西村委員 

訪問看護師を生業として、天職としてやっている方もいらっしゃいますが、それだけでは少 

なく、足りない状態です。実際に病院の看護師の方に聞きましたが、子育てといったように、 

家庭内の事情によりパートタイマー的な働き方をする人が多いようです。 

〇信友会長 

そのような調査をしたうえで、実情としてこのように報告されたのでしょうか。 

〇譜久山部会長 

現在、訪問看護ステーションに勤務されている方にお聞きしますと、管理者の方が一週間の 

平日は常に携帯電話を持ち、すべて自分で受けられるようです。あとは、先ほど西村先生が言 

われたように、日勤は数名のパートさんがおられて、普通に定期的に回る場合はこの方達で対 

応されます。緊急時の対応は、ほとんど管理者の方であるとかサブの人を含め 2～3 人の方が 

24 時間、365 日対応する。看護師さんに比べるとそのあたりの責任であるとか自分ひとりで判 

断しなければならないとか、そのあたりの部分が、負担となっているようです。 

〇信友会長 

急性期病院の看護師の方々が、訪問看護ステーションにおける看護師の仕事のことをあまり 

よく承知しておられないことを鑑み、人材交流をしようかという話もあります。そうすると、 

訪問看護の方が、「1 人の人をずっと看てあげることができるのでおもしろい」ということもあ 

るのではないでしょうか。明石全体での看護師の研修教育を、県立がんセンターが担うことが 

必要ではないでしょうか。 

〇西村委員 

先ほども申しあげたように、実際にそういったことを取り組もうとしているところであり、 

毎年、がん看護実務者研修を 2 ヶ月ほど実施しています。厚労省の委託事業の予算で取り組ん
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でいますが、政府の事業仕分けによって事業が廃止されそうになっておりますが、廃止になっ 

てもこの取り組みは続けようと思っています。場合によっては明石市に支援をお願いしたいと 

思っております。 

〇信友会長 

協議会はそういった注文を出す場ですので歓迎です。 

〇西村委員 

この研修に取り組めば、今、会長が言われたように、実際に現場で働いている訪問看護師に 

訪問看護について教えてもらう機会を提供することができます。院内での議論では、このよう 

な研修であれば 2 週間程度の期間で実施できるということですので、ぜひこれに取り組んでみ 

ようと、まさに本日院内で協議してきたところです。 

〇信友会長 

これだけマンパワーがあるわけですから、相互交流や研修を実施し、人事交流を図る。この 

ようなところまで行きそうな感じがするではないですか。 

〇日下副会長 

訪問看護について、「24 時間」という言葉を国が声を大にして言うものですから、それがネ 

ックになっています。そこのところをどうクリアしていくか。そこでワークシェアリングをす 

る必要があるのではないでしょうか。 

〇信友会長 

そうですね。ワークシェアリングもありますし、患者さんと家族の教育研修も必要かと思い 

ます。訪問看護師が家政婦のような役割になれば、やはり看護師は辞めたくなってしまうでし 

ょう。 

〇譜久山部会長 

今の議論については、ワーキンググループで取り上げられなかったので、この意見は私見に 

なりますが、患者の方には簡単な用事では訪問看護師を呼ばないことをお願いしたい。患者さ 

ん、ご家族に対する、ある意味での教育というのは、セットで取り組むべき事項と思います。 

〇信友会長 

行政の補助金で様々な事業が立ち上がりますが、継続のためにはなかなか予算がつかない。 

そのため、当該事業のコストはだれが負担するのか、きちんと検討してほしいですね。利用す 

る人が負担するということをきちんと認識してほしい。我々は今、コールセンターについて取 

り組みを実施し勉強をしているところですが、コールセンターを使いたいのは在宅医療支援を 

している診療所の先生だとすると、例えば、「1 件相談したらいくらを自分達で負担します」と 

いったように、だれがそのコストを負担するのか、だれが楽になるのかということです。患者



10 

さんのご家族が楽になるのであれば、ご家族に負担してもらっていいじゃないですか。こうい 

ったことは、 地域完結型の中で対話がないといけないものです。 私見でもなんでもなくて、 堂々 

と主張したら良いと思います。人を雇えば必ずコストがかかるわけですから。西村先生がたび 

たび言われるように、その費用をだれが払うかというのも明確にすべきだと思います。具体的 

に行動するためには、この議論無くして事は進まないと思います。地方には財源が無く、政権 

も不安定な状態のため、予算の状況がどうなるか予想できません。この点を頼りにしていては 

いけないと思います。 足元をみて、 横をみて取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。 

国にはアイデアも無ければ、 お金も無いということを前提にして取り組まなければいけません。 

それから、私個人的に気になるのですが、このがんの対策は、西村先生のところから始まる構 

図ですよね。福岡市のケースでは、がんの予防も在宅も診療所から始まり、診療所で終わるの 

だということを県の医療審議会で定義していました。また、その後、同じようなことを千葉県 

でも定義されていました。尾道のケースもそうですよね。病院ドクターと町医師が協同カンフ 

ァレンスを行えば、その患者さんは尾道の患者さんとなる。こういう分かりやすい理念という 

か方針が必要ではないでしょうか。このような構図であれば、簡単に流れていきますので。 

〇西村委員 

おっしゃるとおりで、クリティカルパスの一番のキーは医師会との協調でした。実際に連携 

システムを使うのは、医師会の先生方です。ですから、医師会の先生方のコンセンサスを得ら 

れないと良い仕事が出来ません。現在クリティカルパスが始まってから 3 ヶ月程度しか経過し 

ていませんが、今のところうまく機能しており安心しております。診療所でも中小病院でも同 

じことだと思いますが決してうちから始まるとは考えておりません。 

〇信友会長 

がん対策は、診療所から始まり診療所に終わる、という構図にしなければならないと思いま 

す。計画の川上部分を担う人が一番辛い思いをして、すべてのことを引き受けてしまうという 

イメージにならないようにする必要があります。ですので、住民の方も、診療所の先生と一緒 

に、がんとどのように共存していくか、亡くなるかということをイメージできることが大切だ 

と思います。 

〇西村委員 

診療所の先生が一番お困りになる急変や、ターミナルの看取りといった時に、県立がんセン 

ターで受けることができないのではないかという心配がいつもありました。しかし、再三おっ 

しゃっているように、明石がうまくいっているのは、そういった患者さんを、譜久山病院をは 

じめとした中小病院などで受けていただいているので上手くいっています。ですから、そうい 

った役割を市民病院にも担っていただきたいと思います。このようなことが拠点病院の役割だ 

と思いますので、その病院を示すマップを作って、患者さんが路頭に迷わないようにすること 

が必要です。今、それができつつあると思っています。 

〇信友会長
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西村先生がおっしゃったように、福岡市のケースでも、福岡市民を路頭に迷わさないという 

ことを理念と目標にしています。全く同じ考え方ですね。 

〇日下副会長 

ひとつ宜しいでしょうか。資料の 2 ページの真ん中、診療連携システムが患者家族の目に見 

えていないということですが、これは、患者さんの方も、見ようとしていないという点もあり 

ます。この点については、患者さん教育ということもありますし、現実に主治医のいない患者 

さんは多くはおられないので、ほんの一握りの患者さんの事を示していると、私は理解してい 

ます。 

〇信友会長 

今の話の延長で、私も毎週、病院を回診していますが、必ずドクターがやるべきことと、患 

者さんがやるべきことをいつも切り分けるようにしています。してもらう、してあげるという 

のは、救急では行うことはあっても、それ以降は「あなたが選択しないと始まらないよ」とい 

うことにしています。そういった対応をすると、恐がる患者さんと、ニコニコし始める患者さ 

んがおられます。 これを繰り返しやっていくと、 今、 日下先生がおっしゃられたようなことは、 

例外的なこととなり得ます。 

〇西村委員 

先日参加した県の委員会で、病院は治療法についての情報を発信する必要があるといった意 

見が出ていましたが、逆に、情報の受け手側にも情報を得るための行動が必要であるとの意見 

もありました。 

〇信友会長 

情報が必要な人はコストを払うということ、これは徹底しないといけません。情報は授けて 

もらうというのは違うと思います。川合先生、一言お願いします。 

〇川合委員 

西村先生がおっしゃったことについて述べさせて頂きます。大学の貢献度はあまり大きくな 

いですが、大学も昨年度から、コ・メディカル育成プログラムというものを県の連携事業とし 

て行っております。これは、明石だけではなく、兵庫県全体で取り組んでおり、また、がんだ 

けではなく、眼科医療、救急医療、高齢医療、出産医療などの部門に分けて、年間に二十数名 

のコ・メディカルの方にエキスパートになっていただこうというプログラムを組んでいます。 

その中のひとつのテーマはがんであり、このような取り組みをしている状況です。 

〇信友会長 

今のような情報というのは、必要な人がコストを払って取りに行くものだという方針でしょ 

うか。 

〇日下副会長
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少し、こちらの方から情報発信していく必要があるというケースです。 

〇信友会長 

ぜひ、大学の方からも情報発信していただきたいと思います。 

〇松本委員 

県は、 がん検診の受診率を上げる必要があるということで、 県立がんセンターと明石市と我々 

（明石健康福祉事務所）の三者で、がんの講演会を、今年度 4 回行っております。明石駅の近 

くで、１回あたり 100 人弱程度で、市民に無料で提供しているということをお伝えしておきた 

いと思います。 

〇信友会長 

黒澤委員、いかがですか。 

〇黒澤委員 

本日の資料を読ませて頂きまして、 明石モデルということですが、 中身を見たら大変立派で、 

がん患者にとっても、市民にとっても是非推進して頂きたいと思います。この中で、在宅専門 

診療所の開設という画期的な事項がありますが、 ぜひ開設できたら良いなと思います。 例えば、 

24 時間体制でこういう事が本当にできれば良いと思います。 

〇日下副会長 

今、現実には、在宅療養支援診療所は届出が必要となっており、現時点でも動いています。 

ただし、この届出を提出すると 24 時間対応しなければならないという制約が課され、その制約 

が大変で、その点数を取らずにやっている方がいらっしゃいます。点数が非常に高いのです。 

往診の場合、 点数で考えると 3～4 倍の違いがあります。 それを患者さんに請求すること自体が、 

非常に心苦しいというようなことがあり、実際は在宅療養支援診療所の届出ができていない。 

今、在宅療養支援診療所の資格を持っていて、在宅療養支援診療所の点数を適用しようとして 

いる医師は、例えば 10 人中 1人程度しかいないはずです。 

〇高橋委員 

私は民生児童委員も兼ねていますが、明石市でも 1 人暮らしの高齢者が増えています。身内 

がおられるものの、遠くに住んでいるケースが多い。このような方たちは、かかりつけ医も持 

たれていて、支援センターと連携してやっているようです。自宅で亡くなられる方が推計 90 人 

程度ということで、たいがいは病院等で亡くなられている方が多いと思うのですが、実際はこ 

れだけおられるということにびっくりしております。 

〇松本委員 

1 人で、自宅で亡くなるということは少し無理だと思います。高齢者施設であるとか、介護 

施設で亡くなられる場合も、在宅死に数えることになっています。今のところは病院で亡くな
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るということで問題はありませんが、今後そのような方が増えてくると病院が満杯になり、病 

院で亡くなれない状況になってしまいます。そこで、中間施設でも看取りを引き受けて欲しい 

という方向に話を持っていかなければいけません。 

自宅で、高齢者 2 人というケースが多いので、介護もかなり充実しなければいけません。い 

わゆる医療と介護を繋がないといけない。 脳卒中での取り組みが最初に始まっていますが、 我々 

のところでは、MSW とケアマネージャーなどを一堂に会して会議を行い、互いの意思の疎通を 

図っています。 

〇佐々木委員 

先ほどから、縦の連携が大事であると同時に、横の連携が非常に重要であり、チームでやる 

べきだというお話もありました。そうすると情報の共有において、情報のセキュリティの問題 

が出てくると思います。ゆくゆくはインターネットを介して、ということも考えていると、後 

の方に出てきますが基盤整備にも費用がかかり、そう簡単には行かないと思います。とりあえ 

ずはマニュアル的な運営ということになると思います。そうすると情報をどこかに集約するセ 

ンターのようなものが必要ではないでしょうか。例えば、往診する先生の都合が悪くなり、代 

わりの先生が往診するとなっても医療情報が共有できるシステムが必要ではないでしょうか。 

それから、がん患者会のゆずりはさんのご意見で印象に残ったこととして、がん患者さん同 

士が集まって共同生活をする。そこに看護師やリハビリの人もいて、ひとつの一軒屋を借りて 

お互い助け合って生活するというものも近くに出来てきていると聞きました。最近、マスコミ 

でも取り上げられているようですので、そのような施設整備もひとつの方法ではないかなと思 

います。 

〇信友会長 

自宅がアットホームということになるのですが、アットホームなのは必ずしも自宅ではあり 

ません。しかし、アットホームな場所は必要です。グループホームがアットホームだと思う人 

もいるし、特別養護老人ホームがアットホームだという人もいます。それくらい議論を広げて 

いくと、アットホームな関係を作ることが大事である、ということが、明石であれば普及して 

いくと思います。情報の基盤について、佐々木委員が言われたことについて、ワーキンググル 

ープでは検討されましたか。 

〇足立副部会長 

現在、情報共有を検討しようとしていますが、やはり個人情報保護と、どこまで開示するか 

というバランスの問題でなかなか進んでいないというのが現状です。現段階では、紙ベースの 

書類での運用をして、手紙なり情報提供書でのやり取りがほとんどです。 

〇日下副会長 

地域包括支援センターなど介護を行っているところでは、情報というのは患者さんのところ 

に有るという認識です。患者さんのところへ、必要な情報を置いておけば、訪問した時に見れ 

ばいいわけですから、そういう方法で少しマニュアルを使って、取り組もうとしています。現
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実には、情報を自宅の何処に置くかという問題はあるのですが、例えば、冷蔵庫のところに貼 

り付ける、必ず冷蔵庫の中に入れるなど、どこに情報があるかということを共有しようとして 

います。だから、情報の共有という意味では、情報をどこかにストックするのではなく、患者 

さんの側にあればいいと考えています。 

〇足立副部会長 

そういった意味で、現在、我々が進めているがんの地域連携パスでは、患者さんにお持ちい 

ただく連携ノートというものに情報を集約しています。それをきっちりと患者さんのところに 

置いておけば、全ての情報が集まっているという形にはなると思います。とりあえず当面それ 

で運用して、ゆくゆくはインターネットなりコンピュータを用いた電子保存の共有化を図りた 

いと思います。 

〇佐々木委員 

連携ノートはカルテではないと最初に記載していますよね。確かにその通りですし、患者さ 

んには知られたら困る情報も、中にはあるのではないでしょうか。患者さんのところに置く情 

報というのは限られてしまうと思いますが、いかがでしょうか。 

〇日下副会長 

情報をそれほど制限する必要はないと思います。 

〇佐々木委員 

例えば検査結果が非常に悪くて、死期が近いといったような情報などはいかがでしょうか。 

〇日下副会長 

そのあたりは、患者さん、ご家族が許容して自宅で療養されていると思いますし、お知りに 

なっても構わないと思います。それらの情報によって、患者さんが不利にはならないと私達は 

認識しています。 

〇松本委員 

カルテ開示の問題は、基本的には患者から請求されれば全部見せるようになっています。た 

だし、カルテを見せることによって、非常に病状が悪くなるという場合だけ開示してはいけな 

いということになっているので、知られてはいけない情報と言うのは非常に少ないというふう 

にお考え頂いた方がいいと思います。 

〇黒澤委員 

ひとつ宜しいでしょうか。ワーキンググループでの患者会からのメンバーは、がん患者さん 

だけでしょうか。一般の、病気でない方もおられますか。 

〇譜久山部会長
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いえ、がんに関わる方のみで、がん以外の患者さん、あるいは患者さんがおられた遺族の方 

や、病気でない方はおられません。 

〇黒澤委員 

先日、大腸がんは年齢とともに罹患率が高くなるという、がんの恐ろしさを目の当たりにし 

ました。そのようなことを考えると、患者会の方に加えて、例えば老人会といったような立場 

の方をワーキンググループに参加いただくことも一考ではないでしょうか。 

〇信友会長 

部会の参加者以外の方の現状把握については、アンケート調査の結果が活きてくることと思 

います。他にいかがでしょうか。 

〇高岡委員 

実は私の知人で、再発がんで亡くなった方がおられました。資料を見ていますと、再発がん 

の方についての受け入れの流れは、この全体像へ落ち込まないと思います。再発がんの方は、 

治療を受けたもとの病院での治療もなかなか難しい状態です。しかし、地域の医療機関でも再 

発がんについては対応が非常に難しいため、なかなか受け入れてもらえる病院がないというこ 

とが問題になっています。結局その方は、公立病院で治療を受けて、経過をずっと追っている 

中でがんが再発しました。 そうすると、 公立病院ではこれ以上の治療は出来ないということで、 

入院もできないという状況になりました。今回、そういう再発がんの方も含めた、いわゆるが 

ん療養というものをどのように進めて行くかについて主眼を置いて作られていますので、少し 

再発がんの視点も持っていただければと思います。その時に本人が言われたのは、やはり何処 

に相談したらいいか、相談するところが無い、治療を受けた病院の先生には相談しても、「基本 

的にはこれ以上やることはできないので難しいとしか答えられない」ということで、非常に困 

っておられました。先ほどもお話しがありましたように、がん患者にとって何でも相談できる 

ところ、それは主治医かもしれないですが、そういうところが必要だと思います。 

〇信友会長 

再発がんについてワーキンググループで検討はされましたか。 

〇譜久山部会長 

このがん対策全体は、まさに今おっしゃったようなことに対応するために取り組んでいるも 

のです。この全体像の構図を定めて、実際にかなり以前から取り組んでいたにも関わらず、未 

だにそのような事例があることは本当に残念です。そのようなことが起こらないように、そう 

いう方と医療との距離が出ないように対処したいと思います。 

〇足立副部会長 

再発がんの方への対応ということで、相談支援センターみたいなものを整備してはどうかと 

いうような話もワーキンググループで検討されました。実際には拠点病院の中で相談支援セン
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ターがありますので、院内の相談以外にも、他施設からの相談もお受けするということになっ 

ています。 まずはそこで相談をお聞きして、 適切なところに指示するということにしています。 

いずれにしても、患者の方の状態を把握しないと次の手を打てませんから、どこかに来院いた 

だいて次をご紹介するようにしなければなりません。再発で他施設にかかられていた方は、が 

んに関して知識の多い方が結構いらっしゃって、どうしても県立がんセンターで治療を受けた 

いというようなことを言われると、なかなか厳しい場合もあります。そういったところで積極 

的に対応できなければ、ＢＳＣ（ベッドサイドカンファレンス）や緩和ケアなりをお勧めする 

など、まずは病気の現状を把握し、その病気を受容していただく。そして、安心できる適切な 

手段をとっていただくよう順次お願いする、こういった流れを作ろうとしています。 

〇信友会長 

以上をもって、ワーキンググループで検討されたことはすべて議論いただいたかと思います 

が、すべて答申に向けて記載もれが無いように、事務局には頑張っていただくようお願いしま 

す。 

〇門谷委員 

最後に宜しいですか。再発がんにつきましては、基本的には治療を行ったところが責任をも 

ってやるということが当然だと思います。当然、県立がんセンターのように県の中心の病院が 

その役割を担うことが、なかなか難しいというところはあると思います。そういう場合には、 

再発がんに対する、例えば化学療法ですとか、積極的な治療を行おうと思えば、がん診療をや 

っている病院でないとなかなか対応が難しいと思います。他地域で治療を受けられた後、明石 

に転宅してこられた方に対して、当院で前回の治療結果を拝見し、診察、再発治療を行うとい 

うこともあります。このような対応については、市民病院が担うべき役割のひとつかと思って 

います。 

〇信友会長 

以上でひとまず、ワーキンググループからの報告を受けまして、強調すべきところ、答申を 

提出するときに配慮すべきところが出てきたかと思います。これらを取りまとめて、答申に向 

けた作業を事務局にお願いしたいと思います。 

もうひとつの議題で、その他として、市民病院に関わる報告をお願いしたいと思います。 

～資料 6 説明～ 

〇信友会長 

独法化に向けての進捗状況の報告がありましたが、何か質問はごさいませんか。 

〇高岡委員 

独法化の設立は今年の 10 月をもってということですか。
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〇事務局 

はい、そうです。 

〇高岡委員 

それに向けての中期目標と中期計画を作成して、その後の手続きについては、国に対して法 

人認可の申請をするだけということになるのですか。 

〇事務局 

実際、市の場合は認可の申請対象は県になるのですが、県との協議を踏まえて認可の申請を 

させていただくということでございます。 

〇信友会長 

引き続きまして、次の救急医療体制について報告を受けたいと思います。 

～資料 7 説明～ 

〇信友会長 

質問ございますか。無いようであれば、もし気づかれたことがあれば、また事務局の方に FAX 

等で質問を出していただければ、我々全体で認識を共通にできるかと思いますので宜しくお願 

いします。 

最後に、次回開催について事務局よりお願いします。 

〇事務局 

次回の協議会は、今回いただいたご意見を踏まえまして、来月 2月 10 日にがん対策ワーキン 

ググループの開催を予定しておりますので、こちらで市への答申案を検討し、その結果を協議 

会へご報告いただきたいと考えております。開催の時期と致しましては、2 月下旬から 3 月上 

旬でお願い出来たらと考えておりますが、後日調整の上、文書により改めてご案内を差し上げ 

たいと思いますので、何かとお忙しいこととは存じますが、ご出席のほど宜しくお願い致しま 

す。 

〇信友会長 

予定された議事はすべて検討されました。みなさんの方から何か提案等はございませんか。 

何も無ければ、第 2 回の明石市安心の医療確保政策協議会を閉会します。ご協力ありがとうご 

ざいました。 

以上


