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欠席委員（者）氏名 内田正美、安藤愛子、染谷多賀子
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北岡介護福祉課課長補佐兼高齢者福祉係長

事務局職員職氏名 中島健康増進部長、小林健康医療課長、真坂課長補佐兼健康企画

係長、渡部地域医療係長、冨田主事

北岡介護福祉課課長補佐兼高齢者福祉係長、北川担当主査

会 議 次 第 １　開会

２　会長あいさつ

３　議題

　（１）最近の医療政策の動向について

　（２）最近の医療政策の動向を踏まえた啓発について

４　その他

５　閉会

配 布 資 料 ・次第

・国の医療政策の動向・市の医療関係に関する今後の取組等【啓

発関係】（資料１）

・医療等に関する広報啓発活動の実施状況（資料２）

・地域における医療および介護の総合的な確保を推進する関係法

律の整備等に関する法律（概要）（参考資料）

・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基

本的な指針（案）について（当日配布資料）

会議の公開又は非公開 公開

傍 聴 人 数 なし



様式第２号（第５条関係）

審議会等会議録

発　言　者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要

司 会 （ 小 林 課

長）

冨田主事

司 会 （ 小 林 課

長）

西崎会長

１　開会

本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

　定刻となりましたので、ただ今から、第４回久喜市医療体制等推進協議会

を始めたいと存じます。

本日の司会を務めさせていただきます健康医療課長の小林と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。

会議に入ります前に、健康医療課の職員に異動がございましたので、ご報

告させていただきます。

　私、小林でございますが、昨年度までは、国民健康保険課長を務めており

ましたが、今回、健康医療課長となりましたので、どうぞ、よろしくお願い

申し上げます。

　また、本年度から、冨田主事が健康医療課に異動して参りました。

　冨田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

　合わせてよろしくお願いいたします。

　引き続きまして、本日の委員の出欠状況でございますが、２名の委員から

欠席のご連絡をいただいております。また、２名の方が遅れて見えるという

ことでございます。

　それでは、次第に従いまして、会議を進めさせていただきます。

開会に当りまして、西崎会長から、ごあいさつをいただきたいと存じます。

　会長、よろしくお願いいたします。

２　会長あいさつ

　皆様、こんにちは。

今日は、ちょっと、足元の悪いところ、また、お忙しいところお集まりい

ただきましてありがとうございます。

最近の新聞の中で、こういう記事がありました。

健康寿命と平均寿命との比較が出ておりまして、健康寿命は、

男性が７１．２歳、女性が７４．２歳。ところが、

平均寿命は、男性が８０．２歳、女性が８６．６歳。

ここの平気寿命と健康寿命の差が、９～１２歳くらいあるのですね。

これをできるだけ狭めていかないと、医療・介護の関係は大変きついのだ

という話しを伺いまして、確かに、この差というのは結構あるのだなと。

所謂、自立して、一人で何とか生活できなくなってしまうのが９年くらい。

平均寿命との間がですね。

９年から１２年あるということは、何とか改善していかなければならない。

これも、行政の仕事なのかな、また、私たち市民の生活習慣病に対する意

識を少し変えていかなければならないという部分なのではないかなと感じま

した。

今日もまた、第４回ということで、医療体制等推進協議会にお集まりいた

だきました。

事務局のほうから提案をし、内容について貴重なご意見をいただければと

思います。

よろしくお願いいたします。
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司 会 （ 小 林 課

長）

議 長 （ 西 崎 会

長）

小林課長

ありがとうございました。

議事に入る前に、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。

① 第４回久喜市医療体制等推進協議会次第

② 資料１　国の医療政策の動向・市の医療関係に関する今後の取組等

【啓発関係】

③ 資料２　医療等に関する広報啓発活動の実施状況

④ 参考資料　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する関係

法律の整備等に関する法律（概要）　等

⑤ 当日配布資料　介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する

ための基本的な指針（案）について

以上の５点になります。

本日の会議の終了予定時刻ですが、午後２時４５分頃とさせていただきた

いと考えております。ご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、議事に入らせていただきます。

議事の進行につきましては、協議会条例第７条の規定によりまして、西崎

会長に議長に就任いただき、議事を進めていただきたいと存じます。

３　議題

 （１）最近の医療政策の動向について

それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきますが、円滑な議事進行

にご協力をいただきたいと思います。

それでは、次第に入りまして、啓発のあり方につきまして、前回も少しお

話しいただいたわけですが、引き続き、今回も議題としたいと思います。

事務局の方から、内容の説明をお願いします。

それでは、お手元に配布してございます、資料１と参考資料をご用意い

ただきたいと存じます。

　参考資料につきましては、ページが前後することがございますが、ご了承

いただきたいと思います。

　議題の「最近の医療政策の動向」ということでお話しをさせていただきま

す。　

　まず、一つ目の項目でございますが、「地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」いわゆる、「医

療介護総合確保推進法」についてでございます。

資料１の１ページ、それから参考資料の１ページと３ページになります。

この法律は、名称のとおり、医療と介護を総合的に確保していきましょ

うということで、関連する法律をまとめて改正する等したものでございます。

改正の趣旨ですが、高齢化の進展が言われるようになって久しいところ

でございますが、参考資料の３ページにもありますように、１１年後の２０

２５年には、団塊の世代が全て７５歳以上に到達し、５人に１人が７５歳以

上になります。

先日、敬老の日に合わせて公表された、推計人口では、今は、７５歳以

上が人口の１２．５％、８人に１人という状況でございます。

約１０年で、この状況が、先ほど申し上げたように、急速に高齢化が進

むと予測されているところでございます。

こういった中で、地域において効率的で、かつ、質の高い医療提供体制

を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築していこうというもので

ございます。

地域包括ケアシステムというのは、高齢者が尊厳を持って、自立生活を
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送ることを支援する目的で、可能な限り、住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるように、地域の包括的な支援や

サービス、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの５つのサービスのこ

とでございますが、こういったサービスを提供していく体制のことでござい

ます。

参考資料の１０ページをご覧いただきたいと思います。

地域包括ケアシステムを構築していくためのプロセスのイメージになり

ます。

地域ごとに、課題を把握して、その地域にある在宅医療や介護の資源を

発掘する等の洗い出し作業を行います。

そして、関係者による対応策の検討を行い、具体策を決定し、実行して

いくという流れになっています。

　資料１に戻りまして、１ページの網掛けのところになりますが、第１の二、

確保を進めるための基本的な考え方ということで、基本的方向性が５つ示さ

れています。

（１）効率的で質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの

　　構築

（２）地域の創意工夫を活かせる仕組み

（３）質の高い医療・介護人材の確保と多職種連携の推進

（４）限りある資源の効率的かつ効果的な活用

（５）情報通信技術（ＩＣＴ）の活用

でございます。

　ただ今、申し上げましたことを進めていくために、「地域における医療及

び介護を総合的に確保するための基本的な方針」が国で定められております。

参考資料では７ページ、８ページになります。

　次に、　資料１の２ページに入らせていただきます。

　医療と介護の総合的な確保を進めるために、行政とサービス提供者・利用

者の役割もそれぞれ定められています。

　国は、どの地域でも切れ目のないサービスの提供が安心して受けられる体

制を構築すること。

都道府県の役割としては、既存の医療計画に地域医療構想、地域医療ビ

ジョンを策定して、病床の機能分化と連携を進めること。

この辺りのことが、前後して申し訳ございませんが、参考資料の５ページ

に記載されています。

市町村は、在宅医療と介護のサービス適用や連携に役立つ体制を整備する

こと、ということでございます。

在宅医療の推進に関してのスケジュールが参考資料の６ページにございま

す。

参考資料の表をご覧いただきたいと存じます。

平成２５年度から平成２７年度までの３年間で、市町村の地域医療再生基

金による在宅医療推進事業約３００か所というのが記載されていますが、こ

れにつきましては、久喜市は実施主体となっておりません。

また、在宅医療・介護の連携推進を介護保険法の地域支援事業に位置づけ、

平成３０年までに全国の市町村で実施する予定となっております。

恐縮でございますが、また、資料１にお戻りいただきたいと思います。

２ページの中ほどの（２）サービス提供者の役割は、切れ目のないサービ

ス提供体制を確保すること。

（３）サービス利用者は、限られた資源を効率的かつ効果的に利用するこ

と。などとされています。
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これらを、各関係者が役割に応じて実行していくことが必要となって参り

ます。

次に、参考資料の１１ページをご覧いただきたいと思います。

医療と介護連携、地域ケア会議等の充実・強化について、市町村では、介

護保険の中の「地域支援事業」として推進していくことになります。

地域支援事業は、要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要

介護状態等となったとしても、可能な限り、地域で自立した日常生活を送る

ことができるように支援するための事業でございます。

ただ今、お話しさせていただいたことについて、全体的な改革のイメージ

図が参考資料の２ページにございますので、そちらをご覧いただきたいと存

じます。

水色の部分が医療関係で進めること、ピンク色の部分が介護関係で進める

こととなっています。

医療と介護の双方で、サービスの充実を図り、連携を進めていく、そのた

めに、それぞれが行うことが記載されてございます。

また、参考資料の４ページをご覧いただきたいと存じます。

改革後のイメージ図でございます。

医療や介護を必要とされる方を中心に、左側が入院医療、右側が介護、上

の方が、在宅医療関係です。

在宅医療関係と介護の連携を強化することや、色々な関係者が、患者さん

やその家族に関わっていく姿が描かれております。

恐縮ですが、また、資料１に戻りまして、２ページの下の方から３ページ

にかけて記載してございます「第２」についてでございます。参考資料は７、

８ページになります。

これまで、お話しをさせていただいたように、医療と介護が連携して総合

的にサービスを提供していくために、医療と介護双方の計画に整合性を持た

せようということが書いてあります。

都道府県で作る医療計画は、５年間を計画期間としております。現在、平

成２５年度から２９年度までの第６次計画が進行中でございます。

一方、介護保険事業計画は、３年をサイクルとしております。

現在は、平成２４年度から２６年度の第５期計画が進行中で、第６期の計

画策定準備を行っているところでございます。

この両計画が２９年度に終わるため、平成３０年度以降の医療計画を６年

サイクルに変更しまして、在宅医療など介護と関係する部分については、介

護保険事業計画の３年サイクルに合わせて、中間年で見直しをすることとな

りました。

現在策定準備に入っている第６期の介護保険事業計画には、在宅医療・介

護の連携の取組みについて具体的に定めることとされております。

３ページの下から始まる「第３」ですが、医療・介護それぞれの計画を作

成するに当たっての基本的なことや計画に記載すること等が書かれておりま

す。

例えば、医療と介護を総合的に確保していくことを進めるための区域を設

定することについてですが、その区域を設定するに当たっては、市町村は、

日常生活圏域を念頭に設定すること。

それから、医療と介護を総合的に確保するために行うことについての目標

を設定すること等が記載されています。

これらの事業を進めていくための財源に関することが、５ページ目の第４

に記載されています。

各都道府県には、消費税の増収分等を財源とした基金が創設されることに
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なります。

この財源を使って、漢数字のニにあるような事業を行い、医療と介護の総

合的な確保を進めていくことになります。

お話しを申し上げました内容を進めていくスケジュールですが、参考資料

の９ページにございます。

２７年度には、県で地域医療構想の策定、それから、市町村においては６

期の介護保険事業計画の策定、こういったものが位置づけられているという

ことでございます。

そして、在宅医療と介護の連携を進めていった時のイメージが、参考資料

の１２ページになります。

医療側と介護側の地域で基幹となるところが連携して、在宅医療と介護の

サービスを提供する関係機関等を支援していく等、こういった体制を構築し

ていきながら、進めていくこととされております。

医療介護総合確保推進法に関する内容は、以上でございます。

続きまして、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用関係について、お話しさせて

いただきます。

こちらは、資料１のみを使用します。

資料１の６ページをご覧ください。

今、国では、様々な分野で高度情報通信ネットワーク社会の形成を進めて

おります。

　高度情報通信ネットワーク社会とは、インターネットその他の高度情報通

信ネットワークを通じて、自由に、そして、安全に、多様な情報や知識を世

界的規模で入手したり、共有したり、そして、発信することで、あらゆる分

野で、創造的でかつ活力のある発展が可能になる社会のこととされています。

　これらを実現するため、国では、首相官邸に「高度情報通信ネットワーク

社会推進戦略本部」、略称「ＩＴ総合戦略本部」を平成１３年１月に設置し

ております。

　その戦略本部には、複数の専門調査会分科会が設置されており、「医療・

健康分科会」や「マイナンバー等分科会」等がございます。

　戦略本部では、２００１年に「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」の策定を行い、ブ

ロードバンドインフラの整備等を行っています。

　また、平成２５年６月に、世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現に向けて、

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」を策定しました。

　その後、本年６月に、内容を改定しております。

　その宣言の中で、医療に関する部分について少しお話しさせていただきた

いと思います。

　Ⅲ「目指すべき社会・姿を実現するための取組」という中で、「２．健康

で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会」という中に、

「（１）適切な地域医療・介護等の提供、健康増進等を通じた健康長寿社会

の実現」ということで医療関係のことが記載されています。

先ほど、お話ししました、医療と介護の連携にも関係してくるところで

すが、①として、「効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスの展開」

が上げられております。

　それから②として、「現役世代からの健康増進等、医療・健康情報等の各

種データの活用推進」が上げられております。

　資料１の７ページになりますが、これらの具体的なスケジュールとして、

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言工程表」が宣言と同日で示されております。

　先ほどの①効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスの展開を進めて

いく具体的な手段として、例えば、「医療情報連携ネットワークの全国展
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開」が揚げられています。

　この地域では、「とねっと」による連携が進められていますが、今後、こ

の国の方針等の動向に注視しながら、「とねっと」の展開について、「と

ねっと」の協議会において話し合っていくこととなるものと考えております。

　次に、資料の８ページ、９ページについてでございますが、この工程表の

具体的な内容の抜粋でございます。

　短期、中期、長期と分けて具体的な工程、目標が記載されております。

　短期の取り組みとしては、先ほどの工程表にもございましたが、「医療情

報連携ネットワークの全国展開」ということで、国において、標準システム

の検証等を行うこと。そのために、全国のシステムの調査やこういったネッ

トワークシステムの普及促進を図ること。

　それから、患者さんや個人が、自分の医療情報や健康に関する情報を利活

用する仕組みの推進をすること。

　遠隔医療を推進すること等が記載されております。

　また、「○適切な医療・介護や生活支援サービスの提供」ということで、

先ほどの「医療介護総合確保推進法」のところでお話ししました、地域包括

ケアシステムの構築に向けた情報システムに関すること等が記載されていま

す。

　次に、中期の取り組みとしては、「医療情報連携ネットワーク」について

は、２０１８年度までに全国的な展開を行うとされております。

　それから、「医療・介護」の関係では、関係者間での情報共有や連携の仕

組みの確立をすること等が記載されております。

　こういった形で、ＩＣＴ技術を使って、医療と介護の連携を進めることや、

個人の健康管理への個人記録の活用を図ること、「とねっと」のような医療

情報の共有化といったこと等が、現在、国において進められております。

　次に、社会保障審議会の医療保険部会での審議内容をご紹介したいと思い

ます。資料の１の１０ページをご覧ください。

　こちらは、決定した内容ではございませんが、こういったことが現在審議

されているというもので、これまで、この協議会でもご審議いただいており

ました大病院とかかりつけ医の関係に関することですので、ご紹介したいと

思います。

　紹介状なしで大病院を受診する場合の患者負担の在り方ということが審議

されております。

　現在は、ご存知のとおり、初期の医療は「かかりつけ医」、高度・専門の

医療は大病院という医療機関の機能分化が進められていることから、紹介状

を持たずに大病院を受診する患者さんについては、自らが、大病院での受診

を希望したということで、選定療養費制度によりまして、特別の料金を病院

側が徴収することが認められています。

　特別の料金の徴収は、医療機関側の任意で、金額も病院によって異なって

おります。

　これについて、医療機関の機能分化を推進するために、患者さんに定額負

担を求めていくべきではないかということが議論されております。

　その額については、１万円という報道もされたことがございますが、現在、

保険診療となっている、初診料（２８２点）や再診料（７２点）を全額自己

負担にしてはどうかということ等が、議論されているようでございます。

　ただ、その一方で、２つ目の○にもございますが、そういった負担を求め

ることで、医療機関にかかることを抑制する方向に働くのではないかという

慎重論もございます。

　いずれにいたしましても、医療機関の役割分担や機能分化による、医療資

源の効率的な利用という方向性は、今後も変わらないのではないかと思われ
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議 長 （ 西 崎 会

長）

ますので、市といたしましては、この考え方や仕組みについて市民の皆様へ

の広報・啓発に力を入れて参りたいと考えております。

　また、もう一つ、医療費適正化、保険者機能を発揮するということで、先

ほどのＩＣＴの話しとも関連する部分があるかと思いますが、健診のデータ

や皆さんが医療機関を受診された後の診療報酬請求のレセプトデータ等を活

用した効果的な保健事業の展開等も議論されています。

　最後、１１ページをご覧いただきたいと思います。

　こちらは、市で行う啓発で、医療関係に関する今後の取組等でございます。

　主なものとしましては、４つございます。

　１つ目は、先ほどの社会保障審議会での議論にも通じますが、これまでも

取り組んで参りました、医療の仕組み等に関する啓発でございます。

　大病院を受診する際に、紹介状が必要らしいということの認識は、広まり

つつあるのかなという感じではございますが、残念ながら、まだまだ、な

ぜ？必要なのかという、医療機関の機能分化や役割分担といったところまで

ご理解をいただけていないということも感じておりますので、その辺りの啓

発を工夫しながら、丁寧に行っていきたいと考えております。

　それから２つ目ですが、急病時の対応に関する啓発でございます。

　これまで、小児の救急電話相談事業「＃８０００」について啓発を行って

まいりましたが、今年１０月から、大人向けの「＃７０００」事業を、埼玉

県で始めましたので、併せて啓発を行って参りたいと考えております。

先日、内閣府が公表した母子保健に関する世論調査の結果では、９割近

くの人が「＃８０００」を知らないと回答したとの報道がございました。

　このようなこともございましたので、大人向けの＃７０００事業が始まっ

たのを機に、もっとアピールして、普及に努めて参りたいと考えております。

　それから、３つ目ですが、災害時医療に関する啓発になります。

　こちらにつきましては、現在、災害時の医療体制につきまして、具体的な

動き等を医師会様等の関係者間で協議を進めているところでございます。

　協議が整いましたら、市民の皆様にも、重症度の高い傷病者の方への医療

が優先されるトリアージが行われること等、大規模な災害が発生した際には、

非常時ということで、平常時の医療とは体制が異なることや医療の面でも、

自らの備えが必要であること等を啓発して参りたいと考えております。

　それから４つ目ですが、新型インフルエンザ等対策行動計画に関する啓発

です。

　こちらにつきましては、現在、計画（案）に対するパブリックコメントを

行っているところでございますが、計画を策定した後には、先ほどの災害時

の医療と同様に、非常時であることから、例えば、イベントや集会の開催の

制限等、感染対策として、行動に制限が生じること等について啓発をして参

りたいと考えております。

　その他、具体的な方法等は、まだ、検討中ではございますが、地域の医療

を、そこで暮らす人、全員にとっての「資源」であるということを理解して

いただき、利用するだけではなく、守っていく必要があること、そのために

市民として何ができるのかということを、具体的な行動として表していただ

けるような対策と申しますか、何か、きっかけづくりができないかというこ

とを考えているところでございます。

　以上、国における医療政策の動向、それから、現在、市で考えております

医療関係の啓発につきましてお話しをさせていただきました。

　大変長くなりました。恐縮ではございますが、以上でございます。

ありがとうございました。

続いて、今日、お配りしました当日配布資料について、ご説明をお願いし
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北岡課長補佐

ます。

介護福祉課の課長補佐兼高齢者福祉係長の北岡と申します。よろしくお願

いいたします。

それでは、私の方から、お手元に配布させていただいております資料の説

明をさせていただきます。

これは、国の方で示しております資料を抜粋して集めたものになります。

　これに基づきまして、説明させていただきます。　

　それでは、久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画における地域

包括ケアシステムや在宅医療・介護連携等につきまして、国の示している資

料を基にご説明させていただきます。

介護保険事業計画につきましては、介護保険事業のサービス供給量とその

確保の方策を規定するものでございます。

つまり、予め、計画期間において、市がどのような介護保険サービスを市

民の方に提供していくかの目標を定め、それを実現するための方策を規定す

るものが、介護保険事業計画の内容となります。

市は、この計画に基づいて、各種の事業を実施していくことになります。

資料の２ページをご覧いただきたいと思います。

２ページの上段、２０２５年を見据えた介護保険事業計画の策定というと

ころをご覧いただきたいと思います。

先ほど、事務局の方から説明がありましたが、介護保険事業計画は３年毎

に策定するものとされておりまして、現在は、介護保険事業計画における第

５期の３か年目となります。

現在、策定中の第６期計画は、平成２７年度から平成２９年度の３か年度

となります。

資料の上段の１つ目の○をご覧いただきたいと思います。

第６期計画以降の計画は、２０２５年に向け、第５期で開始した地域包括

ケア実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療介護連携等の取組みを本格

化していくもの、とされております。

このようなことから、第６期介護保険事業計画においては、第５期介護保

険事業計画で盛り込まれた地域包括ケアシステムの考え方を推し進め、これ

から、一段と超高齢化が進む中で、高齢者の方々が住み慣れた地域でいつま

でもいきいきと暮らせる社会を目指し、認知症支援策の充実、医療との連携、

高齢者の居住に係る施策との連携、生活支援サービスの充実といった、重点

的に取り組むべき事項を実情に応じ選択し、段階的にその内容を充実させて

いくもので、国が示しているこの基本的な考え方に基づきまして、本市にお

いても第５期計画の実施状況を踏まえ、地域の実情を勘案して、第６期の介

護保険事業計画を策定していくものとなります。

　２ページの下段の第６期計画のポイントというところをご覧ください。

第６期計画のポイントの１つ目として、サービス水準等の推計、２つ目と

して、在宅サービス・施設サービスの方向性の提示。３つ目として、生活支

援サービスの整備、４つ目として、医療・介護連携・認知症施策の推進、５

つ目として、住まい、となっております。

これから、②から⑤までが、地域包括ケアシステム構築のための重点取組

事項となっております。

次に９ページをご覧ください。

上段に地域包括ケアシステムのイメージが掲載されておりますが、高齢者

が重度な介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしができる

よう、中央の住まいを中心に、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供

される地域包括ケアシステムの構築が重要となってきます。
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９ページの下段をご覧いただきたいと思います。

ちょっと、印刷の精度が悪く、文字が読めなくなっておりまして、大変申

し訳ございません。先ほど、事務局の使用しました参考資料の１０ページに

も同じものが掲載されております。

一番左の四角には、「地域の課題の把握と社会資源の発掘」。その隣が、

「地域の関係者による対応策の検討」。一番右の四角が、「対応策の決定、

実行」となっております。

この概念図でも示されているとおり、地域の課題抽出、対応策の検討等を

行う、多職種で構成する地域ケア会議が、地域包括ケアシステムの実現のた

めの有効なツールであると考えております。

続きまして、在宅医療・介護連携についてでございます。

資料にはございませんが、厚生労働省による介護に関する希望という調査

がございます。

その調査では、ご両親が介護が必要となった場合の介護の希望については、

「家族や介護サービスを含めて自宅で介護を受けさせたい」が、全体の８割

を占めております。

また、ご本人の希望についても、「自宅で介護を受けたい」が、７割以上

という結果も出ております。

また、居宅介護支援事業所や介護支援専門員業務の実態に関する調査とい

うのも行っておりまして、ケアマネジャーのケアマネジメント業務に対する

負担感として、医療機関、主治医との連携調整、サービス担当者会議の開催

等に負担を感じるというケアマネジャーが多いという結果が出ております。

このような中、在宅医療・介護連携につきましては、厚生労働省の医政局

施策の在宅医療連携拠点事業や、在宅医療推進事業で行われてきましたが、

今般の法改正により、介護保険の地域支援事業に位置づけられ、市町村が主

体となり、郡市医師会等と連携し、取り組むこととなったものでございます。

資料の１０ページをご覧ください。

１つ目の○につきましては、今、ご説明申し上げた内容でございます。

２つ目以降に具体的な内容が記載してございますが、２つ目の○につきま

しては、介護保険法の地域支援事業の中で、包括的支援事業というメニュー

がございますが、その中で、その包括的支援事業として、新たに、在宅医

療・介護連携推進事業を創設し、市町村が取り組むこととなったこと。

３つ目につきましては、在宅医療・介護連携推進事業については、他の事

業とは別に委託できる仕組みとしていること。

４つ目につきましては、在宅医療・介護連携推進事業のより詳細な事業や

委託に係る手続き等の情報については、今後、情報提供される予定ですが、

現時点での考え方は以下のとおりとしていること、と記載されております。

内容につきましては、下の（２）をご覧ください。

（ア）から（ク）までの８項目が掲げられております。

これらの内容につきましては、さらに詳細な例が示されましたので、資料

の１３ページをご覧いただきたいと思います。

「事業項目と取組例」というところをご覧いただくと、先ほどの（ア）か

ら（ク）までの取組例が示されております。

（ア）につきましては、地域の医療・介護サービス資源の把握ということ

で、医療機関等の把握に併せて、在宅医療の取り組み状況等の把握というこ

とになっております。

（イ）につきましては、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議。

（ウ）につきましては、在宅医療・介護連携支援センターの運営等。（エ）

につきましては、在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援ということで、

地域連携パス等の活用による情報共有。（オ）につきましては、在宅医療・
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議 長 （ 西 崎 会

長）

齋藤委員

介護関係者への研修。（カ）につきましては、２４時間３６５日の在宅医

療・介護サービス提供体制の構築。（キ）につきましては、普及啓発の例。

（ク）につきましては、二次医療圏内・関係市区町村の連携について、とそ

れぞれの項目について例示されているところでございます。

以上が、第６期介護保険事業計画、地域包括ケアシステム、在宅医療・介

護連携等についてでございます。

本市におきましても、これら国のガイドライン等を踏まえ、事業実施に向

けて、現在、研究・検討をしているところでございますので、埼玉県や医師

会等の関係団体の皆様に地域ケア会議の設置や在宅医療・介護連携の推進等

につきまして、今後、ご相談させていただきたいと考えております。

以上でございます。

ありがとうございました。

事務局の方から医療政策関係、それから介護保険関係のご説明がありまし

たけれども、本年６月にいわゆる、「医療介護総合確保推進法」が公布され

たようでございます。

高齢化の進展に伴って、慢性的な病気やいくつも病気を抱えている患者の

増加が、今、見込まれていると。

そういう中で、地域において、効率的でかつ質の高い医療提供体制を構築

するということ。それから、それを含めて、地域包括ケアシステム、先ほど

説明がありましたけれど、これを構築することで、地域において、急性期の

医療から在宅医療、介護までの一連のサービスを総合的に確保することを推

進しようというもののようです。

これまで、私たちの会でも審議されてきましたけれども、「地域完結型医

療」という考えを包含する「地域包括ケアシステム」ということで、介護と

医療とを両方考えて、取り組んでいこうという風に、流れが変わってきてい

るようです。

こういった、医療と介護の連携を進める、或いは、国民の健康管理に役立

てる等のために、ＩＣＴ技術を使ったシステムを構築していこうではないか

という動きもあるようでございます。

この地域では、医療連携のために「とねっと」が既に運用されているシス

テムがありますが、こういった国の動きで、今後、どのような方向に進めて

いけば良いのかというところも注目していく必要があるだろうと思います。

また、この審議会でも、よく議論されてきておりましたけれども、「かか

りつけ医」と「大病院」の関係について、国の方でも審議していて、最終的

な結論は出ていないようですが、患者の受療行動の道筋をつけようというよ

うな動きもあるようでございます。

その他、市でも、新型インフルエンザへの対策、災害時の医療体制等、計

画や検討もしており、それらの市民への普及や啓発を課題として行っている

ようでございます。

大変、内容的には、難しいものが沢山もられて、今後の計画が大変難しい

ところがあるのだろうと思うのですけれど、ただ今の事務局からの説明につ

いて、何か、ご質問やご意見等がありましたら、よろしくお願いしたいと思

います。

齋藤委員さん。

ここに書いてある内容は、これまで、全部、市役所の方で頑張ってやって

いるはずなのです。新しいことはひとつもないのです。

情報については、確かに、「とねっと」もやっていますけれど、あの情報

に関することについては、医療機関同士の関係がもうできていますので、シ
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ステムを使うことは殆どないのです。

ただ、「とねっと」は、もっと、区域を広げて、東京に行っても使えるシ

ステムにできれば、非常に効果的で、良いシステムですから、そういった使

い方が、国を含め広域にできればと思います。

クリニカルパスを作るときに、医療機関の中でのこだわりがそれぞれ違う

ので、心筋梗塞のクリニカルパスであっても、病院間のパスのつくりが合わ

ないでできていないとか、色々な事情があり進んでいません。

医療機関の問題ではありますが、もう少し、大雑把に合意ができれば、ど

こでも使えるシステムができると思います。

もう、高齢者が増えてまして、これからは、日本の国家予算の８割くらい

を使わなければ、今の医療を維持できないと言われています。

ですから、いかに、医療を使わないでケアできるか、医療が安くできるか、

質を落とさないでできるかというのが目標だと思います。

具体的に何をするのかということが、全然、見えていない。

高齢者が十分に入れる病床はありません。特養などを含めても、絶対に、

僕らが歳をとった時には、入る部屋があるはずがありません。

とすると、自宅でやらなければなりません。

そうすると、病気が出れば、寝たきりになってしまうので、基本的にやれ

ることとしては、予防だけになります。

確かに、切れ目ないシステムを作ることは必要です。

例えば、和光市では、歩くことが大変になりそうな方々を集めて、地域毎

に運動トレーニングをしたところ、寝たきりがガタッと減ったということが

あります。医療費や介護保険が安くなったそうです。

システムの問題もありますけれど、個々の障害を起こさない体、整形外科

で推進しているロコモという片足立ちができる、倒れないような体づくり。

骨粗しょう症では、幾ら治療しても転べば骨折しますから、基本は、転ば

ないでいられることを保てる体を作ることしかない。

医療費等を安くするには、そういうことが基本だと思います。

病気になって寝たきりになってしまったら、ケアしかないですから。そう

すると、その分の病棟が必要ですけれど、今のままの医療でやろうとしたら、

患者さんや家族の希望は在宅でやりたいというのは、在宅へと医療等を誘導

するためには、良い統計結果かもしれませんが、では、在宅でやれとなった

時に、皆さんの家庭で、誰かが寝たきりになったらどうするかというと、人

的資源がありません。

まず、仕事を辞めてケアするより仕方がない。

そういう中で、切れ目なくできるというのは、夢物語です。

ですから、本当に、転んで寝たきりにならないように、体を強くするしか

手はないです。後は、質を悪くするしか。要するに、患者さんをみる人手が

ないですから。

そういうことで、もう少し、具体的にできる方策で、これとこれが効果的

だということを選択して、メリハリをつけてやっていくことが必要ではない

かと思います。

それから、細かなことですが、ケアマネの人が、医者も一緒に入った会議

をやりたいというのがありましたが、私たちも入ってやりたいとは思ってい

ますが、カンファレンスをするための時間を作ることが、殆ど無理なのです。

私は、質問事項等を書いたファックスを送ってもらって、患者さんを診て

いるときにはできないので、空いた時間に、それに返事を書くということで

コミュニケーションをとっています。

これは、運用の問題で、システムをどうするかということであって、医者

がいなければダメだということではなく、ケア自体は、看護師さんやケアマ
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ネの方が専門性があって、専門性を生かして、その方々の決定権も含めた対

応をする。それから、介護の場面では、本当に容態が悪くなったという場合

以外には、医者が診なければならないということはあまりないですし。容態

が悪くなったときには、医者が行く必要はありますけれど、介護をしている

看護師さんがいければ大丈夫です。

今、南埼玉郡市医師会でも、在宅医療に関する研究会を立ち上げて、国立

の東埼玉病院の院長の川井先生を中心に、どう進めていけば良いかという検

討を始めたところです。

例えば、パーキンソンで、呼吸不全で、色々なことができない人であれば、

痰をとらなければならない。そうすると、２４時間のケアのできる訪問看護

ステーションがなければならないし、病気に特化したような訪問看護ステー

ションがないと対応ができないので。

都内であれば、心不全が専門だとか、神経難病の何が専門だとか、人数が

多いので対応できますけれど、こちらのような田舎になると、それができな

いので、なかなか難しいのですけれど。

これから、呼吸器難病の患者さんに対して、川井先生を中心にやっていこ

うということで、段々と、そういうことが増えてくるだろうと思います。

そういうときに、看護師さんができることを広げていって、看護師さんの

判断でできるようにしていかないと、全部、医者が診なければとしていたの

では、絶対に無理なのです。

それから、在宅療養支援診療所というのは、２４時間勤務でないと在宅医

療ができないというので、医師会ではやれる人がいないということになりま

す。ですが、実際には、在宅医療をやっているわけです。

久喜市でできていないというのは、２４時間ということが問題なわけです。

在宅に往診してやっていらっしゃる先生は沢山いらっしゃるのです。

肺炎を起こしたからといって、高齢者であれば、聴診器を当てても、分か

らないことがあります。脱水を起こしていると、聴診器を当てたからといっ

て、分からない。重症化すればするほど分からない。レントゲンを撮らなけ

ればならない。

高齢者であれば、仕方のないことで診療が必要ないということについて、

コンセンサスが得られれば、在宅でみていくこともできると思います。

その辺りをどうするか。

完璧に治療をやらなければならないとするのであれば、入院をさせたり、

病院に連れて行って、レントゲンを撮って、全てを診ながらやらなければな

らないということになります。

そうしたときに、これから、高齢者がどんどん増えていくと、なかなか難

しくなる。

例えば、昨日、救急車を使って、患者さんを病院に連れて行ったのですが、

そこのところを、ちゃんとできるようにするために、最近は、ＩＴを使って、

タブレットを使って、病院の情報を収集しています。

みなさん、スマホを持っているので、動画を撮って、病院に送れば、病院

側も患者さんの重症度がかなり分かるのです。そういうものも活用しながら、

本当の重症例があるのか、トリアージをしています。

今、救急搬送者の７割は軽症ということですから、救急車で行く必要のな

い人ばかりが救急車で行っていて、それでは、救急隊が倒れてしまいますか

ら、そういうところを上手く、ＩＴを使ってやれるような方策を、システム

を作っていただければと思います。

ですので、具体的に何ができるのかということをメリハリをしっかりした

要点をまとめてやっていただくことが肝心かなと思いました。

今、それを聞いても何もないと思いますので、これから、よろしくお願い
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議 長 （ 西 崎 会

長）

議 長 （ 西 崎 会

長）

渡部係長

します。

説明していただいた内容は、大体、久喜市の中では、進んでいますが、具

体的に今後どのようにしていけば良いのかということは、これから進めてい

く必要があるだろうということです。

時間的に、大変失礼だとは思いますが、他の項目もありますので、次に移

らせていただいてよろしいでしょうか。

 （２）最近の医療政策の動向を踏まえた啓発等について

それでは、次に、（２）の最近の医療政策の動向を踏まえた啓発等につい

て、事務局の方から、説明をお願いします。

それでは、お手元に配布しました資料２をご用意いただきたいと思います。

医療者、それから患者の相互理解による地域医療の実現に向けた広報活動

ということで、前回の会議でもお話しをしていただきましたけれど、そちら

につきまして、市の取り組みをお話しさせていただきます。

まず、１ページ目ですが、平成２５年度に市で行いました広報啓発活動の

主な内容ということで記載させていただいています。

広く市民の皆様にお知らせする手段としましては、広報を使うということ

になりますので、広報くきがメインになるのですが、６月に特定健診、それ

から、特定健診の実施計画のお知らせをしています。

それから、７月に「とねっと」に関するお知らせ。

９月には地域医療を守るのは一人ひとりの心がけというものを掲載しまし

たが、こちらは、先の救急搬送の事案を受けまして、東部北地区の行政、全

市町、ほぼ、同一の内容で、９月に発行する広報紙の方に、こういった内容

の記事を掲載しております。

実際に掲載しました内容につきましては、資料の７ページになりますが、

久喜市で掲載しました内容になります。

それから、同じ月になりますが、がん検診を受けていますかということで、

広報をしております。

１月に、保健所で主催しました救急医療の講演会がございましたので、そ

ちらの案内をしております。

それ以外に、毎月、各種健康講座ということで、保健センターで実施して

いるものをご案内しております。

次に、リーフレットですが、昨年度につきましては、本日、配布しており

ませんが、「とねっと」の啓発に関するものを作成しております。

それから、暮らしの便利帳ということで、市の公共施設の案内や各課の業

務案内等が掲載されたものを作成したところですが、その中に、救急につい

てということで、小児に関してになりますが、小児の救急車を呼んで欲しい

場合というのは、こういう症状ですというものが、総務省の消防庁のホーム

ページにあったものを抜粋して紹介しまして、そこに、さらに、各種ホーム

ページもご紹介しております。

資料の２ページになりますが、消防庁の救急車利用マニュアルです。こち

らが、小児の救急車を呼んで欲しい症状等が書いてあるマニュアルになりま

す。

その他、県の救急ミニガイドブックが掲載されているページ、それから、

南埼玉郡市医師会のお子様の応急処置及び救急体制、そちらが確認できる

ホームページをご案内しております。

それから、市民大学で、済生会栗橋病院さんにご協力をいただきまして、

１年生を対象に、医療について考えるという講座を開催しまして、そちらで
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お話しをさせていただきました。

また、市で行っている出前講座の方でも、「とねっと」や医療連携等につ

きましてお話しをさせていただいております。

それから、ホームページの方になるのですが、昨年のこちらの協議会の中

で、色々な情報があるけれども、なかなか、そこにアクセスしづらいという

お話しをいただいたところですので、先ほど、ガイドブックの方でも、色々

なホームページをご案内したということでお話しさせていただきましたが、

そちらが、一つのページで、色々なところにアクセスできるようにというこ

とで、資料の９ページになりますけれど、子どもの救急というページを作ら

せていただきまして、参考になるページということで、先ほどご紹介したガ

イドブックに載せたもののほかに、日本小児科学会のページや日本医師会の

ページ等にもお子様の救急への対処の方法が載っているということで掲載し

て、一緒に見ていただけるようにまとめて掲載したところでございます。

　続きまして、平成２６年度にこれまでに行った広報関係、それから、今後

予定のものについてのご報告になります。

　同様に、広報くきの方では、人間ドック、脳ドックのご案内。それから、

「とねっと」のご案内、特定健診、がん検診といったところを毎年継続して、

若干、内容を変更しながらお知らせをしております。

　それから、９月１５日号。

　先ほど、お話ししましたが、大人版の救急電話相談、「＃７０００」事業

が始まりましたので、１０月１日から電話相談が始まりますということをお

知らせしております。

　また、１１月１日号、これからの配布になりますが、医療機関を上手に受

診しましょうということで、片面１ページを使いまして、医療関係の啓発を

掲載しております。

　それから、資料３ページの一番下パンフレットになります。

　こちらも、これからの発行予定になりますが、東部北地区の羽生、加須、

久喜、蓮田、幸手、白岡、杉戸、宮代で共同して、救急医療に関する普及啓

発パンフレットというものを今、作成しておりまして、１月の広報と合わせ

まして全戸配布することを予定しております。

　こちらは、今申し上げました、東部北地区の行政区域内全部に全戸配布す

る予定で、今、進めております。

　それから、資料４ページになりますが、市民大学で、今年も済生会栗橋病

院さんにご協力をいただきまして、１年生を対象に講座を開設しまして、お

話しをさせていただいております。

　また、出前講座ということで、先週の日曜日にございましたが、「とねっ

と」や医療連携についてお話しをさせていただきました。

　それからホームページの方になりますが、先ほど申し上げました大人版の

救急電話相談事業が始まりましたので、そちらをホームページに掲載したほ

か、併せて、ツイッターで情報発信を行っております。

　それから、お話しをしなかったものですが、資料の５ページは、平成２３

年に広報に掲載しました医療関係の啓発記事、それから、６ページは２４年

に掲載しました啓発記事になります。

　８ページは、現在、市のホームページの方で、救急医療というカテゴリー

で掲載している内容になります。

　こちらは、随時、色々な情報を載せるようにしておりますけれど、資料の

左側に○を付けました、「子どもの救急」、「病院・診療所のかかり方」、

「医療機関を探す・相談する」ということで、９から１２ページに現在掲載

している内容を参考に資料として付けてございます。

　急ぎになりましたが、市の方で行っている啓発ということで、ご報告させ
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議 長 （ 西 崎 会

長）

齋藤委員

渡部係長

齋藤委員

議 長 （ 西 崎 会

長）

中村委員

ていただきました。

　ただ今、医療等に関する広報啓発活動の実施の状況、２５年度、それから、

予定を含む２６年度ということでお話しをいただいたわけですが、最近の医

療政策の動向を見ていきましても、「連携」という言葉がよく使われており

ます。

　医療機関等の連携を推進するために、どういう内容で、市民に対する啓発

活動を行うかということを、今後の広報くきの中で、医療機関を上手に受診

しようということについて、どういった内容を掲載していったら良いのかと

いうところについてご意見をいただきたいのが１つ。

　それから、インターネット、ホームページにどういった内容を掲載して

いったら良いのかということについてご意見をいただきたいと思います。

　時間があまりなくて、申し訳ありませんが、広報くきにどういった内容を

掲載したら良いのか、それからどういった内容のホームページを立ち上げた

ら良いのかということについてご意見をいただければと思います。

　齋藤委員さん。

　ホームページでお願いしたいのですが、暮らしから救急と２つ選択しなけ

ればならないようになっていますけれど、救急は、凄く、急ぐわけですから、

枠を１つ、最初のページに作っていただければと思います。

　はい。

　本日の資料には付けていなくて申し訳ないのですが、市のホームページの

トップページを開きますと、左上の方に「救急・医療」というところがござ

いまして、そちらからも入れるようになっています。

　この資料だと、２つ進まなければ見えないようになっていたのですが、そ

れができれば、非常に良いと思います。

　そらから、色々な情報がリンク貼ってありますが、厚生労働省のＱ＆Ａ等

もあると、色々と探せると思うので、それもリンクがあると良いと思います。

　厚生労働省や感染症研究所等もリンクしておくと親切かなと思いますので。

　＃７０００が始まったので、僕も自分のところで、院内で張り出して見て

もらおうとやっているのですが、沢山の人に知っていただいて、無駄な心配

や医療がなくなるように。

　不安になるから行ってしまうのが殆どなので、そこを上手く、安心させて

あげられるように、そして、良い医療が提供されるようになることが凄く大

事なことですので、市のホームページに行けば助かるということが実績とし

て多く出てくるようにお願いします

　他の委員さんから、何かありますか。

　中村委員、お願いします。

　

　今、一人暮らしで生活をされている高齢者がどんどん増えてくる中で、良

い資料ができていても、難しい。

　それを砕いて、自分で理解できるかというと、非常に難しいことだと思う

ので、分かりやすい言葉で、もっと分かるようにというのをお願いします。

　住民に色々な人がいる中で、高齢者が一人で暮らしている方が、まず、自

分が困ったときに、一番に、どこに連絡をとったら良いのかということ等が

凄く良く分かるような内容のものを入れて欲しいなと思います。
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議 長 （ 西 崎 会

長）

齋藤委員

中村委員

議 長 （ 西 崎 会

長）

齋藤委員

議 長 （ 西 崎 会

長）

久保委員

　大変、難しい言葉が多い。

　高齢者の困りごと相談というのが、どこかにあると良いと思います。

　こういう時には、誰が手伝ってあげるよというのが分かるのがあれば。

　そういうのが、項目で１つホームページにあって、色々なところにリンク

されていれば良いと思います。

　そのとおりです。

　

　広報くきの方で、何か掲載した方が良い内容等はございますか。

　頑張っていただいて、凄く良いものが出ているのですが、実際に読んでく

れる人が、なかなかいない。

　自分にとって必要があれば、パッと見てくださるのですが、なかなか見て

もらえない。

　それから、前回、久保委員さんがおっしゃったように、市が発行した広報

やリーフレット等をちゃんとまとめてとっておいて下さる人は、１割もいな

いと思うのですよね。

　凄く大事なことが書いてあるのですが、殆どの方が、そのまま捨ててしま

う。

　リーフレットも、便利帳をもらっても、その時は良いなと思うのですが、

しまい込んで、後で、分からなくなってしまうということが殆どで、前に

作った認知症のリストも、皆さん、覚えてもいない。

　作るのは、凄く大変だったのですが、見てもくれないことが多くて。

　幸い、ホームページができたので、そちらで見ることができるようになっ

たと思います。

　ですが、情報をちゃんと伝わるようなシステムというのを、広報だけでは

なく、地域でネットワークを作るように、スポーツ少年団の保護者等を通じ

て、文書で出す等しないと正しく伝わらないので、そういったシステムを

作っていかないと大事なことが伝わらないと思うのです。

　新しい情報伝達のネットワークを作らないと、今、市の方が、本当に頑

張っていただいて、頭の下がる思いなのですが、実際には情報が広がってい

かないのです。

　講演会には同じ人ばかりが来ていて、内容が、来た人から外に伝わってい

かないのです。

　ですから、講演会に来た人等が中核となって、何とか指導員とか、講習を

受けた人ですという認定をして、地域で進めてくださいというのをしっかり

やっていかないと、何回やっても同じになってしまいます。

　来てくれない人に、どうやって情報が伝わっていくかということに取り組

んでいただければと思います。

　大変、難しいところですね。

　関心のある方は、何か自分の体に異変を感じるとか、何かの時には情報を

見るかもしれないが、健康状態の時には、あまり、そういったものを見ない

というのが、今の状況じゃないでしょうか。

　他にございますか。

　久保委員さん。

　広報の内容というのとは、趣旨が違うのですが、今、齋藤先生が言われた
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齋藤委員

久保委員

ように、見やすいとか読みやすいというのがあって、最近発行された９月号

を見てみますと、主な内容ということで表紙に「受けようがん検診」という

記事が２，３ページにあると書かれています。

　その次の４，５ページには、介護サービスについての記事があって、ジェ

ネリック医薬品の記事が８ページというように、医療や介護、健康といった

関連する記事が飛んで掲載されているのです。

　また、１１ページにワクチンの定期予防接種の記事が掲載されているので

す。

　これは、シティプロモーション課の編集でこうなったのであって、健康医

療課のこととは違うのですが、関心のある人は関心のあることを見るのだか

ら、関連記事を続きのページで掲載をするようにレイアウトしていくように

したら良いと思います。

　広報の最後の方に、健康コーナーとか、保健事業とかが掲載されているの

で、医療関係は最後の方に掲載されているものと思って見ているのです。

　こういうようなことが、もっと酷かったのが４月号です。

　後ろの２２ページ、２３ページが保健や健康関係なのですが、１０ページ

には、人間ドックの健診費用の助成の記事が下の方に出ています。

　飛び飛びで掲載されています。

　この月は、主な内容ということで、今、耐震工事をしているので、庁舎内

の引越し記事が優先されるのは理解できますが、１５日号のお知らせ版のよ

うに、分類ができれば良いのではないかと思います。

　無理だということも、半分くらいは理解しますけれど、内容が、写真の説

明よりも、医療関係は何ページとか、救急関係は何ページとか、そういうよ

うな分類別で広報も編成すれば、関心のある人は、関心のあるページに辿り

つけるのではないかと思います。

　それから、ホームページの方ですが、正直に申し上げて、私は、久喜市の

ホームページを見たことがない。

　先日、ふるさと納税のページが見にくいとか、不親切とか、だいぶ、酷評

されていたのですが、ホームページは、見やすいようにというのもあります

が、見る人が限られるのかなと思います。年齢的に。

　かかりつけ医の話しにしても、平成２３年１１月に、市の広報に紹介状の

話しが載っていて、１年後の広報に、事前の予約が必要な場合があるという

話しが載っています。

　でも、紹介状だけあれば良いと思っている人がいるということを、最近、

耳にしたのです。

　病院に行ってみたら、予約が必要だったということを話していた人が、何

人かいたのです。

　先ほどの、ふるさと納税じゃないですが、ホームページ等には書いてある

のですけれど、資料にもありますが、事前に予約の有無を確認してください

ということが書かれていますから、これを見ている人には、さっきのような

問題は起きないのでしょうけれど、やはり、高齢者が、こういったことに

引っかかってしまうのだから、その辺を、先ほどの話しでもありましたが、

分かりやすくというところを一考したらどうかなと思います。

　私の場合は、紹介状を書いたときに、予約をとって、その日にちを書いて

患者さんに渡しているのですが、医療機関の方でも、なるべく、予約の日を

確認して書いて渡すということをやれれば、患者さんの方にそういったご苦

労がないかと思います。

　前に、髙木先生が、そういったことをされているというお話しをされてい
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長）

井坂委員

たので、そう思っていたのですが、この先生に何曜日の何時というコンタク

トをとって紹介状を出されているのだと思っていたのですが、そういう話し

をちょっと耳にしましたから。

　先生によって、そういったところの理解が、ちょっと違うのかもしれませ

ん。

　先生が不在のときに行かれても診てもらえませんので、必ず予約をとって

いただくことですね。皆さんの方でもご周知願えれば助かります。

　色々な情報紙についてのお話しがありましたが、いずれにしても、市民に

読んでもらえる、関心のない人にも読んでもらえるようなものにしていかな

ければならないだろう。

　これは、場合によると、医療・福祉関係だけで特集を組んでみるというこ

ともあるのではないでしょうか。１年に１回くらいとか。

　費用がかかったとしても、私は、医療や介護関係の広報について、お金を

かけても良いのではないかと思います。

　そんな気もします。

　全国の医療関係の広報の例では、何ページにも渡って、色々な医療関係の

情報を掲載したり、或いは、色々な医師のディスカッションを載せている広

報紙もあります。

　ですので、できるだけ、市民の読みやすいことを入れ込むということも必

要なのかなと思いました。

　他に、何かありますか。

　この包括的な医療と介護の連携という中で、国の設計図、改革の姿がある

のですが、大事なことが一つ抜けているなと思いました。

　このままですと、誰も、あの世に行かないなと思いました。

　納得のいく最期があって、その先に天国があるということを、一部の人、

結構多くの人が忘れている世代ですので、知っていただくという意味では、

この久喜市が先例となってでも出して欲しいなと思いまして。

　これは、やはり、医療・介護、病気が治って、良い生活をしてもらいたい

という前向きな行動が前提ですから、極、一部の裏の部分ですが、隠しては

いけないことなので、西崎会長が言われているように、特集号のようなもの

を作ってもらえたら、一番最後のページの４分の１にでも、そのくらい載せ

ていただけたらなというようなことを思いましたので、ちょっと、言わせて

いただきました。

　今、皆さん、どこで最期を迎えるかというと、８割以上の方が病院で最後

に心臓が止まって、死亡するというふうな現状がありますけれど、実際には、

多くの人が、介護保険関係の施設等に入っている方は、そこでお終いを迎え

たいというご希望が、非常に強いのですよね。

　ただ、色々な障害があって、そこで終いが迎えられないので、病院まで運

ばれるという時代になっていますので、まず、当事者たる本人若しくはご家

族の方達は、お終いがいつか来る、その時に、自分はどういう風なお終いを

迎えたいということを文書にしておいていただければと思います。

　典型的には、尊厳死協会のリビングウィルという文書が簡単に手に入りま

すから、そういうようなものを自覚していただけたら、余分な医療もしない

し、本人を苦しめない、ということになりますので、そこはアピールさせて

もらいたいですし、また、行政側の課題としましては、今、私は、久喜総合

病院から、近隣の特養ホームに嘱託医で時々伺って、入所者の方の健康管理

に携わらせていただいておりますけれど、高齢で障害を持って、寝たきりの
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議 長 （ 西 崎 会

長）

小室委員

議 長 （ 西 崎 会

長）

司 会 （ 小 林 課

方も多いという中では、年に何人も、ちょっと気がついたら、息が止まって

いましたという方が発生します。

　大往生ですから、そのままで良いのですが、今のこの国で、その先はどう

なるかというと、そこで、死にましたということを確認することはできませ

んので、救急車を呼んで病院に運んで死亡診断をします。

　救急車は、そういう方たちについては、事情が分かれば、助からないし助

けてはいけないのだろうと思うのですが、今の救急隊の救急搬送上の義務と

して、心肺停止患者さんは蘇生をして運ぶべしという国の大ルールがありま

す。

　ですから、救急隊員も情けのある普通の人ですから、無理をして高度医療

による生命延長を目指さないということも分かっていますから、そこそこに

やってくれますけれど、この国の不備なところは、心臓を止まったら何もし

ないでくれということを言っている人が施設で息が止まっても、蘇生をして

運ばなければならないという矛盾を抱えているということもありますので、

地方からでも発信していって、お終いの迎え方をもっと尊厳のある合理的な

形にしたいということを皆の声で出していけば、救急隊の運用ルールも国で

変えていくという日がやがて来ると思うのですけれど。

　そこについてまでは良いと思うのですが、この会に出ている人には知って

おいてもらいたいと思うのですけれど。

　賢いお終いの迎え方というのも、包括的なケアシステムのジ・エンドのと

ころで必要なのではないかと思っていますので、よろしくお願いします。

　確かに、どこで看取るかということは、それぞれにまちまちのことですか

ら。

　救急隊にお世話になったり、或いは、お医者さんのお世話になったり、老

人ホームの方にお世話になったり、色々な形があるようですけれど、いずれ

にしても、ただ今いただいたご意見等を考えて、広報紙またはインターネッ

トの方も少し改善をしていただければと思います。

　他にありますか。

　時間も過ぎているようですけれど、何かあれば。

　すみません。

　ホームページのことなのですが、救急の時に、パソコンを開けて、ホーム

ページをわざわざ見るということは、一般市民はあまりないと思うのですけ

れど。

　昨日、スマートフォンでホームページを見てみたのですが、かなり字が小

さくて、探せないのです。

　ですから、ページ毎に、スマートフォン用のページを作成するということ

もあるのではないかと思うのです。

　そういったことを抜粋で、救急のところだけでも見やすいように工夫して

いただけると、助かると思います。

　通常のホームページだけではなくて、そういった改善をしていただきたい

というご意見でした。

　他に、なければ、時間が過ぎてしまいましたので、議題の方の審議は、以

上で終わらせていただきたいと思います。

　ありがとうございました。

４　その他

　ありがとうございました。
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長） 　大変、お疲れ様でございます。

　次に、４のその他でございます。

　事務局から２点ご報告させていただきたいと存じます。

　１点目は、救急医療に関する取り組みでございます。

　２点目は、「とねっと」に関する取り組みでございます。

　まず、救急医療に対する取り組みでございますが、埼玉県の救急医療情報

システムの機能強化ということでご紹介したいと思います。

　救急医療情報システムの機能強化につきまして、本年度、県のシステムが

更新されました。

　現在、新しいシステムが運用されております。

　診療科目ごとの情報に加えて症状ごとの情報が閲覧できるようになったほ

か、随時情報としまして、搬送の実績が分かる、それから空きベッドの状況

が分かる、そういったような変更、更新がされております。

　そして、また、救急車に配備されたタブレット端末で、救急車内からシス

テムにアクセスするようになっております。

　それから、先ほど、資料２にもございましたが、「＃７０００」というこ

とで、１０月から開始されております。

　それから、救急医療に取り組むということで病床を許可した病院との間に、

受入要請回数や待機時間が基準を超えた患者さんを受け入れること等につき

まして協定を締結しているとのことでございます。

　県が中核的な医療機関との間にそういった協定を結びまして、受け入れの

方をしやすくするようにするという風な取り組みをしております。

　協定を締結した病院は、平成２９年度までに順次病床を整備していくとい

うことで、協定に基づく受け入れ開始が順次されていくとのことでございま

す。

　それから、続きまして、東部北地区の取り組みでございますが、前回の会

議において、５つの取り組みをご報告させていただきました。

　そのうち、「とねっと」の活用促進につきましては、継続して実施して参

ります。

　それから、輪番参加病院の当直表の救急隊への情報提供につきましては、

埼玉県のシステムが新しくなるまでの経過措置でございましたので、現在は、

救急医療情報システムで確認できることになっております。

　それから、輪番病院への補助金についてでございますが、救急搬送の受け

入れ実績を考慮した補助とすることでございまして、今年度の補助金から、

定額部分と受け入れ実績に応じた部分の２階建てに変更してございます。

　医療機関の適正受診等の啓発につきましては、先ほど、資料２でお話しい

たしましたが、昨年度９月発行の各市町の広報紙において、同様の内容で一

斉に啓発を行ったほか、今年度は、先ほどお話ししましたように６市２町で

の啓発用のパンフレットの作成ということで、全戸配布を計画して準備して

いるところでございます。

　それから、今後も、こういった東部北地区の行政におきまして、関係機関

等と連携をしながら、救急医療に関する継続的な協議を進めるよう、努めて

参ります。

　救急医療に関する主な取り組みについてのご報告は以上でございます。

　それから続きまして、「とねっと」でございますが、「とねっと」の状況

につきまして、ご報告させていただきます。

　今年の１０月１日現在で申し上げますと、利根保健医療圏全体で、

２１，９５６人の参加、そのうち、久喜市民の方は、３，７８６人となって

おります。

　昨年同時期と比べますと、約８，７００人の増加、
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司 会 （ 小 林 課

長）

髙木副会長

久喜市では約１，０００人の増加となっています。

　また、今年４月１日時点で、医療圏全体で１８，８５７人でございました

ので、半年間で約３，０００人増加しております。

　市としての「とねっと」の普及啓発活動でございますが、食物アレルギー

を持つ子供が増加しているということで、児童生徒の保護者向けに、「と

ねっと」の案内をしたところでございます。

　「とねっと」に参加して、アレルギー情報を「とねっと」に登録しておく

ことで、重篤なショック症状等を起こした場合、救急搬送時等にその情報を

役立てていただけるということで、案内をしてございます。

　今後につきましては、毎年、小学校就学予定者の保護者向けに、同様の案

内をしていく予定でおります。

　また、現在、「とねっと」の手続きは、私どもの健康医療課か各保健セン

ターで行っていただいておりますが、試行的に、１０人以上の市民の方が集

まる会場に、職員が訪問して、説明と受け付けの手続きを行う出張申し込み

の募集を１１月の広報で行ってまいりたいと考えております。

　「とねっと」につきましては、先ほど、国の医療政策の中で、ＩＣＴによ

る医療連携システムの全国展開も検討されているようでございますので、そ

ういったところを見ながら、協議会において、医療機関、市民の双方にとっ

て、利便性の高いものとなるように検討していければと考えております。

　報告は以上でございます。

５　閉会

　皆様には、約２年前に、委員としてご就任いただきました。

　委嘱期間が来月１５日を以って満了となります。

　本会が最終となります。

　皆様には、これまで、市民の方への啓発に重点を置きまして、様々な検討

をしていただき、色々なご意見をいただいたところでございます。

　私どもの保健や医療に関する様々な事業の成果を上げていくためには、ま

だまだ、市民の皆様への啓発に地道に取り組んでいかなければならないと感

じております。

　この久喜市医療体制等推進協議会につきましては、引き続き、開催をしま

して、市の医療体制等につきまして、市民の皆様や医療関係者の皆様等から

ご意見をいただきたいと考えております。

　つきましては、委員の方を改めて募集、ご推薦いただきまして、新しく、

年明けには、会議を開催したいと考えております。

　現在、協議会の公募委員を募集しているところでございます。

　お知り合いの方等にご案内いただきまして、皆様も含めまして、是非、ご

応募いただければと思っております。

　今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。

　最後になりますが、本日の会議録を作成しましたら、皆様に確認をお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　以上でございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　閉会に当たりまして、髙木副会長から閉会のごあいさつをお願いしたいと

思います。

　長時間に渡りましてご審議いただきまして、ありがとうございました。

　なかなか、皆様のディスカッションの時間がなかったのですが、その中で

も貴重なものが３つくらい私の中で感じることができました。

　まず、１点目は、最初に会長がお話しした健康寿命と平均寿命の差ですね。

　それと最後に井坂先生が仰ったこと、内容は全く同じだと思います。
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　動けない、食べられない状態で、何年も生きるということが、果たして、

その人にとって幸せなのか、望む人生なのか、ということですね。

　まず、そこから、考えていくということが必要だと思います。

　それから、２番目で、言葉は分かりやすく。

　特に、高齢者の方がやはり、読みやすい、理解しやすい言葉を使うという

ことが非常に大切なことだと思います。

　今日、資料１に関して、非常に長時間に渡って解説していただきましたけ

れども、皆さん、理解できたでしょうか。

　私も見て、国が何をやりたいのかさっぱり検討がつかなかったです。

　ですから、専門用語は使わずに、誰にでも分かりやすい言葉で、難しい漢

字は使わずに、大きい文字で説明する。

　まず、それをやらないと受け入れられないと思います。

　それから、３番目です。

　もちろん、基本は、在宅だと思います。

　在宅を希望される方が８０％いらっしゃるという統計がありましたけれど

も、果たして、それができるのか。

　というのは、最近の家庭の色々な事情を、私も患者さんたちを通して拝見

させていただきますと、高齢者世帯と若い世帯がなかなか同居もできない、

コミュニケーションもとれない、或いは、親子関係も親と子でコミュニケー

ションがとれないで、果たして、誰が面倒を見てくれるのだろうか。

　そこを考えると、今の家庭環境から考えていかないと、この在宅医療は成

り立たないのではないか、幾らお金をかけても。

　そんなことを危惧しました。

　これが、また、次期の委員会のテーマになると思います。

　これまでの救急医療は、我々医療側が主になっていましたけれど、この在

宅介護に関しましては、市民の方々が主役になって、市民の方々が要望する

ものに対して、医療側が用意するという、そういう風な形になると思います。

　是非、また、市民の委員の方々も積極的にご発言いただきたいと思います。

　本日は、ありがとうございました。

　ありがとうございました。

　それでは、以上を持ちまして、第４回の医療体制等推進協議会を終了させ

ていただきます。

　大変、お疲れ様でございました。

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。

　 平成 ２６ 年 １１ 月 １８ 日

　　　久喜市医療体制等推進協議会

　　　　会 長　　西 崎　道 喜　　　　　　　
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