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第 3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 3月 11日（金）15：00～16:10 

場所：明石市役所 3階 303会議室 

 

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） 

    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） 

■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） 

 

 

欠席者 ：西村委員、松本委員、友國委員 

 

 

1 開会 

 

〇事務局 

平成 22年度第 3回明石市安心の医療確保政策協議会を開催致します。 

 

～配布資料確認～ 

 

〇事務局 

それでは信友会長、議事進行を宜しくお願い致します。 

 

〇信友会長 

前回の協議会では、がん対策部会からの報告を受けて必要な議論はすべて行われたかどうか

検討し、報告内容について要望を提示しました。その後、アンケートの結果等を踏まえてさら

に検討を重ねたと聞いています。本日は、まず譜久山部会長より報告いただき、市長への答申

をまとめたいと考えています。 
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2 議事 

 

～譜久山部会長より報告～ 

 

〇信友会長 

報告内容を聞くと、かなり熱心に論議をされた印象を持ちました。この報告を受けて、当協

議会として検討すべきことがすべて論議されたかどうか、委員の皆さんよりご意見をお願いし

ます。 

 

〇髙橋委員 

  今後この報告内容を進めることは大変だと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。特に看護師の人材育成は時間や経費もかかると思いますが、行政と一緒に進めていただき

たいと思います。がん対策において、このようなシステムが構築できれば、他の疾患にも応用

できるので市民としては心強い事です。 

 

〇信友会長 

  国民のイメージとして、がんの治療・療養は、がん以外の疾患と比較すると手厚く対応して

もらえるという印象があります。答申では、がんの療養システムをきっかけとして、他の疾患

にも普及していくという表現になるよう工夫してください。 

 

〇黒澤委員 

行政の予算の状況はどうなっていますか。 

 

〇譜久山部会長 

残念ながら必要な予算の大半は確保されていない状況です。毎年実施している訪問看護師の

育成プログラムについては、150万円程度の予算は確保されていると聞いています。 

 

〇黒澤委員 

  今回検討された、がん対策の予算はどうなるのですか。 

 

〇事務局 

  来年についても検討を継続し、計画を具体的に実行したいと考えています。 

 

〇信友会長 

  事務局として、予算要求に有効となる記載事項の漏れはないですか。 

 

〇事務局 

具体的に言えば、グーグルの地図を援用した医療連携マップの作成を検討しました。医療連

携マップは、ウェブの地図上から市内の各病院、各クリニックにリンクを張るものですが、各
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病院、クリニックに協力いただかなければ完成することができません。今後実際に取り組んで

いきながら、来年、再来年と、医師会とも協力しながら完成させたいと考えています。 

 

〇信友会長 

予算要求のきっかけとなる事項は、すべて答申の中に盛り込まれているのですね。市民病院

が報告の中でたびたび出てきましたが、「在宅支援型の緩和ケア病棟の設置を検討」についてで

すが、平成 21年度の答申では、緩和ケア病棟を設置するということでした。今回の報告にあっ

た、「在宅支援型」とは新たな取り組みと認識してよろしいのでしょうか。 

 

〇門谷委員 

前回の協議会で申しあげたとおりで、在宅支援を主眼として、できるだけ在宅で診ることが

可能なバックアップ体制の構築を考えています。特に患者が急変した場合や緩和ケアを中心と

した診療を行うための病棟、診療科の設置を考えています。 

 

〇信友会長 

市民病院については、例えば、休日に急変し入院を希望する年間あたりの患者数を踏まえて、

緩和ケア病棟の設置数を検討するといったような、量的目標の記載がありませんが、いかがで

しょうか。 

 

〇譜久山部会長 

  急変の患者数などを把握できてなかったので、量的目標については検討には及んでいません。 

 

〇信友会長 

量的目標の記載があると、市民病院は整理しやすいと思います。 

 

〇日下副会長 

現在がんセンターで行っているクリティカルパスは、緩和ケアを必要とする患者を対象とし

ていませんが、今後、緩和を必要とする患者が現場で増えてくると、緩和ケアの対象となる患

者にもクリティカルパスの適用が必要になってきますが、緩和ケアが必要な状態にまでなると、

パスを受ける側も難しい状態になると思います。病状が進行していない患者は、スムーズにク

リティカルパスに乗ることができ、在宅においても負担が尐なく問題はないでしょう。緩和ケ

アまで病状が進んだ患者に対してどのように対応するかが議論の主眼になってくると思います。

そのような患者について、今回の議論ではチーム医療が取り上げられていますが、実は、昭和

63年～平成 4年にチーム医療を試みた経験があります。メンバーは 7名程度、患者の自宅にパ

ソコンを持ち込んで症状を入力し、患者の自宅にパソコンを置いておくといった取り組みを実

施しましたが、3 年程度で続かなくなりました。その理由は、ひとつの医療機関が集中して患

者を抱え、その他の医療機関は 2、3 名程度という状況だったため、チーム医療を掲げながら、

その他の医療機関は多くの患者を抱える医療機関の補助ばかりをしないといけないことになり、

この取り組みは途中で立ち消えになってしまいました。 
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  答申案について、2ページの下から 8行目、「がんは市民の概ね半数が罹患する」これは間違

いではないか。また、支援診療所も問題になっていますが、必要に応じて設置すればよく、支

援診療所でなければ対応できないとうわけではない。ちなみに、平成 22年 8月現在ということ

ですが、尐なくとも当方の施設にて 1件増えていますので、35件以上あります。 

 

〇信友会長 

チーム医療は様々な地域で取り組まれているが、全体を調整する人がいないため、関係者に

任せっぱなしになっています。 

 

〇日下副会長 

調整は医師会の役割ではないでしょうか。 

 

〇信友会長 

チーム医療の提供体制整備の進行管理を医師会の誰が担うのか、答申に明記してください。 

 

〇譜久山部会長 

急変の患者の受入れを表明している中小病院が 5 病院ありますが、チーム医療体制について

ピラミッド構造を作ろうというわけではありません。病院とクリニックという関係だけでなく、

クリニック間でのチーム編成など多様なチーム編成ができたらと考えています。 

 

〇日下副会長 

  先に述べたチーム医療体制の取り組みでは、7 名の開業医の医療チームがおり、一つの病院

が後方支援を担うという方法を取っていました。様々なチームの組み合わせで取り組んだら良

いと思います。一つの所が多くの患者を抱え、尐ない所がそのフォローをしないといけないと

いうことでは具合が悪いので、お互いに自分の時間が確保できるスタイルで取り組む必要があ

ります。 

 

〇信友会長 

  調整が難しいですよね。 

 

〇譜久山部会長 

  一番公平な立場から調整できるのは医師会ではないでしょうか。 

 

〇信友会長 

  特定の地域単位において、数名のドクターでチーム体制を組むよう医師会が指導することが

可能です。また、チーム医療を持続的に取り組むためには、事故が起きたとき誰が責任をとる

かなど、リスクや、利益の共有について詰めておく必要があります。 

 

〇日下副会長 
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取り組みを進めていくうえで、適宜訂正する必要がありますが、最初からすべてをシステム

のように決めなくても、ある程度ファジーでよいと思います。 

 

〇信友会長 

最初はファジーで良いと思いますが、そのうち限界がきて調整する人が必要になります。尾

道のケースでは、人徳のある片山先生がその調整役を担っています。病院で患者を受けきれな

いので、病院の空きベッドを作るために地域の町医者が努力した結果、患者がうまく回るよう

になった。そういったキーパーソンが各地域にいるはずですから、中学校区単位でそういった

人が一人いれば回っていくのではないでしょうか。 

 

〇日下副会長 

24時間体制の訪問看護ステーションを尐人数で回すことは限界があり、小規模のステーショ

ンが増えても、地域医療の改善にはつながりません。既存のステーションに人数を加えるとい

った訪問看護師の集約といったことを考える必要があると思います。 

 

〇譜久山部会長 

  訪問看護ステーションの事業所数のみを増やすことを考えているのではなく、まず事業所単

位において訪問看護師の人数を増やすことが課題だと思っています。 

 

〇日下副会長 

  訪問看護ステーションの事業所数のみが増えるという意味で、国の規制緩和は逆の方向性に

なっていますね。 

 

〇信友会長 

  他市では、訪問看護ステーションの大幅な統合例があります。数十人の看護師を複数医療機

関で共有することで、看護師の休暇をスムーズに回すことができ、また安心して研修を受ける

こともできるようになります。さらに、訪問看護ステーション併設の託児所を作れば、より働

きやすくなります。こういった公的扶助について、行政にはぜひ検討してもらいたいと思いま

す。 

 

〇日下副会長 

  医師会では、2つの訪問看護ステーションを併せて 13名程度の規模で保有していますが、な

んとか 24 時間対応している状況です。各病院が併設するような 2、3 名規模のステーションだ

と非常に運営が難しいと思いますし、採算面でも厳しいかと思います。 

 

〇信友会長 

  基幹病院の看護師をヘッドハンティングして訪問看護ステーションへ配置すると、非常に機

能します。どの基幹病院からリクルートするかは、市民病院次第と思いますが、訪問看護ステ

ーションのため、また患者のためにも検討に値する方針ではないでしょうか。 
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〇門谷委員 

  それもひとつの方法だとは思いますが、そこまで検討に至っていません。 

 

〇信友会長 

在宅担当医と地域病院のドクターの二重担当制について、より詳しく記載してください。患

者に疾患とは別の病気が生じた場合、相手側のドクターの同意がないと検査ができなければ、

二重担当制は機能しません。患者の検査方法や治療方針に変更が生じた場合、双方がどのよう

に対応するかといったように、標準化した形態を示す必要があると思います。レスパイトケア

入院のケースでは、病院の先生は在宅担当医のプログラムに沿ってフォローするだけで、新た

な治療は一切行いません。新たな治療が生じた場合、新規の一般入院とみなしレスパイトケア

のプログラムから外すというルールで運用されつつあります。 

「在宅」イコール「自宅」の前提になっていないでしょうか。グループホームや中間施設に

おける在宅も考慮すべきではないでしょうか。 

 

〇譜久山部会長 

  老健やグループホーム等の施設も含んだ形で考えています。 

 

〇信友会長 

  他地域において、今後 10 年間で亡くなる患者の看取り場所が無いという議論がありました。

明石における患者の看取り場所は十分に確保されており、そのうちのひとつが在宅であるとい

った認識を市民に持ってもらうことが必要です。そのためには、市民に病院の現場を見学して

もらうと一番理解してもらえるのではないかと思います。例えば、ある年齢に達したら病院訪

問やボランティアの実施を義務付けて、現場見学を兼ねるといったような方法が考えられます。 

 

〇事務局 

  今回は、アンケート調査の結果を付けさせていただきました。資料の 5 ページにありますよ

うに、115 名の市民の方から回答があり、患者が希望する療養場所は時間の経過とともに変化

することが分かりました。信友先生のご指摘どおり、基幹病院の退院後においては、療養場所

を自宅に限定するのではなく、患者が希望する療養場所をどのように確保するか、検討させて

いただけたらと考えております。 

 

〇信友会長 

  一方通行、Ｕターンといった様々な表現がありますが、患者が希望する場所が時間の経過に

よって変化するというのは、大事な資料だと思います。 

 

〇髙岡委員 

  資料７ページ、「介護施設入所者へのがん医療提供体制が不十分」という課題に対して、資料

14ページの「多職種チームの連携図」に介護事業者が記載されています。しかし、連携図には
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「介護施設」、介護ヘルパーなどを含めた「介護関係者」が記載されていません。また、自宅以

外で介護施設の関わりが出てこない点が気になります。 

転移がんの患者の例ですが、医療機関に治療拒否をされたため、介護施設を自身で選択し入

居されました。介護施設は、医療機関が機能できない場合の代替的な選択肢としての役割があ

ると思うので、連携チームのシステムに入れてはどうでしょうか。 

 

〇日下副会長 

  介護施設には、がん患者が増えてきたと聞いています。 

 

〇信友会長 

  急性増悪でも病院に行かず、介護施設で亡くなられる方が増えてきています。 

 

〇譜久山部会長 

  ご指摘ありがとうございます。資料 15 ページ、②、3）では、特養、老健、高齢者住宅につ

いて記載していますが、具体策が欠けております。 

 

〇信友会長 

  具体性の過不足については議事録が残るので、答申は十分発表が可能であると思います。 

 

〇髙岡委員 

  資料 2ページの中央部で、「治療後の緩和ケアや、再発や転移等で治療が困難になった後の療

養の支援」について、治療後の緩和ケアは急性期治療からの導入が必要ですが、ここは、急性

期治療における緩和ケアの導入は済んだうえで、急性期治療後の緩和ケアが十分ではないとい

う認識でよろしいですか。 

 

〇譜久山部会長 

  急性期治療からの緩和ケア導入の必要性は認識していますが、そこまで議論は踏み込めてい

ません。今の時点では、急性期後から終末期直前までの緩和ケア提供体制が不十分である点に

ついてのみ検討しました。 

 

〇佐々木委員 

  二重担当制について私の理解としては、治療した病院の主治医と地域のクリニックの先生の

両者を示した考え方と認識しています。一方、今回検討した明石の二重担当制は、地域病院の

先生と地域のクリニックの先生を示した考え方となっています。この二重担当制では、地域病

院の先生が退院前のカンファレンスに参加され、救急もまず地域の病院が受けるなど、地域の

病院の役割が非常に大きなものとなっていますが、これらの話は実現可能なのでしょうか。 

 

〇譜久山部会長 

  情報が無い状態で「この人は胃がんです」ということだけで、救急患者が病院に運ばれるこ
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とが多々あり、これを受けているという現状があります。地域病院の先生が、その患者の退院

カンファレンスに参加できなくとも、かかりつけ医のクリニックの先生から事前に患者の病状

等を知らせる紹介状を受けることができれば、救急対応がスムーズになるかと思います。これ

が実現すれば、受け入れる救急病院側も助かりますし、患者・家族の安心につながると考えて

います。 

 

〇佐々木委員 

  中核病院もバックアップするというスキームになっていますので、実際は二重担当制という

より三重担当制ですね。 

 

〇門谷委員 

  救急の対応も緩和ケアのひとつと考えています。緩和は、痛みをおさえるだけでなく、がん

の告知の時点からはじまり、精神的なものまで含めたすべての苦痛を緩和することです。緩和

病棟設置に関する量的目標について、市民病院だけで考えるのではなく、救急時に対応しても

らえる地域病院も含めて、地域全体で考えていくべきことだと思います。 

 

〇信友会長 

  尾道では、病院の主治医と町医者によるカンファレンスを通じて、病院の患者から尾道の患

者にします。非常に分かりやすい表現だと思います。 

 

〇門谷委員 

  困ったときどこで診てもらえるのか、地域の中で情報の共有は大切だと思います。 

 

〇信友会長 

  尾道のカンファレンスでは、医療スタッフであれば誰でも参加できます。「尾道の患者」とい

う言葉は、日本には非常になじむ表現だと思います。地域に存在する医療、看護、介護支援の

すべてが、患者の為に使われる。これはまさに、「一人ぼっちにさせない」ということです。明

石でも、「病院の患者」ではなく「明石の患者」と認識してもらうことで、患者には安心しても

らえます。 

 

〇佐々木委員 

  がんの患者について、退院の時から緊急時に受けてもらえる病院を決めておくことは、多尐

乱暴な言い方をすると緊急二本体制のようなイメージとなってしまう。がん以外の疾患は対応

してもらえないが、がんになれば診てもらえる病院がある、と担保されることとなれば、この

連携システムの本来の趣旨と異なってくるのではないでしょうか。 

 

〇譜久山部会長 

  そのあたりの整合性は議論されておりませんが、脳出血でもがんであればうちに来なさいと

いうことにはならないと思います。それは専門病院でということになると思います。 
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〇日下副会長 

  患者情報を患者自身が持ち歩くという話は、今回の目的に一番合うと考えています。患者カ

ード、ノートで行うのか、ウェブ情報として共有するのか、情報の保有形態は検討中ですが、

個人情報の取り扱いとなるので難しい部分もあります。患者の側に置いておくことがベターと

考えています。 

 

〇足立副部会長 

  がんのクリティカルパスでは、患者の自己管理で必要な患者情報だけを持ち歩いてもらい、

受診の際に担当医へ渡してもらうことで連携、情報共有を行っている。今後はウェブ情報での

共有も検討していますが、地域連携システムと併せて地域連携パスにも応用していきたいと考

えています。 

 

〇信友会長 

  県立がんセンターを退院した患者は、患者情報を全員が持っているのですか。 

 

〇足立副部会長 

  全員ではありません。将来的には進めていきたいと考えていますが。 

 

〇信友会長 

  現在は、退院された方の何％程度の患者が持っているのですか。 

 

〇足立副部会長 

  現在は、胃がんが 9 例、肺がん 1 例です。明石市のみご理解いただいて実施していますが、

他地域の方ではまだ導入されていません。 

 

〇信友会長 

  連携パスの有無に関係無く、母子手帳のようなお守りになれば良いと思います。 

 

〇足立副部会長 

  患者には、自分の健康管理のためのノートを保有してもらい、そこへ患者情報を挟んで持ち

歩いていただくと情報共有が可能となります。 

 

〇信友会長 

  そのノートを持っている人は、1 番先に診療してもらえるなどどうですか。 

 

〇足立副部会長 

  まだそこまでは至っていません。 

 



 10 

〇日下副会長 

  ノートではなくカードで情報を集約できたらよいと思います。 

 

〇信友会長 

  加古川では 10年ほど前にこのような取り組みを行ったが、コスト面の原因から取り止めにな

ったと聞いている。明石では、この取り組みが無くならないようにしていただきたいと思いま

す。今回検討した取り組みが進むと、明石は他地域のデモンストレーターのようになりそうで

すね。 

本協議会を通して、答申に対して大きな修正が求められませんでしたので、答申書（案）を

答申とし、補足事項については議事録として提出するという案でいかがでしょうか。 

 

 

       委員一同異議なし 

 

 

それでは、この答申書（案）を協議会の答申書にしたいと思います。 

 

 

3 閉会 

 

〇信友会長 

  第 3回の安心の医療確保政策協議会は終わりにしたいと思います。 

 

 

以上 


