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様式第１号（第５条関係） 

 

会 議 概 要 

 

会 議 の 名 称  第２回久喜市地域医療推進協議会 

開 催 年 月 日  平成３０年７月２０日（金） 

開始・終了時刻  午後１時１５分から午後２時３５分まで 

開 催 場 所  久喜市役所 ４階大会議室 

議 長 氏 名  会長 西崎 道喜 
出席委員（者）氏名  

岩部 正彦、小田 摩世、小林 恵子、羽柴 直子、小山 有一朗 
西崎 道喜、淺川 実、関谷 栄、吉田 信一、杉原 義昭、 
小松 由美子、熊懐 真吾 

欠席委員（者）氏名  堀中 直明、田中 良明 
説明者の職氏名  真坂参事兼健康医療課長、小勝主任 
事務局職員職氏名  

健康増進部長 山﨑 智子 
健康増進部副部長 杉村 正 
健康増進部参事兼健康医療課長 真坂 八重子 
健康医療課 地域医療係 主任 小勝 法嗣 

会 議 次 第  

○ 第２回久喜市地域医療推進協議会 

 １ 開  会 

 ２ 議  題 

 （１）久喜市の医療について 

 （２）その他 

 ３ 閉  会 

配 布 資 料  

・会議次第 

・久喜市地域医療推進協議会委員名簿 

・資料１ 久喜市の医療等の現状について 

・資料２ 地域医療フォーラムについて 

・資料３ とねっとシステムについて 
会議の公開又は非公開 公開 
傍 聴 人 数 １人 
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様式第２号（第５条関係） 

審議会等会議録 

 

第２回久喜市地域医療推進協議会 

１ 開  会 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要  

司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。 

本日は、お忙しい中、第２回久喜市地域医療推進協議会にご出席をいただき

まして、誠にありがとうございます。 

本日の司会を務めさせていただきます、久喜市健康医療課長の真坂でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、出席委員についてご報告申し上げます。 

本日、堀中委員、田中委員から欠席のご連絡をいただいております。 

ただいまの出席委員は１３人中１１人でございますので、久喜市地域医療推

進協議会条例第７条第２項の規定によりまして、定足数に達しておりますこと

をご報告申し上げます。 

また、本日は久喜在宅クリニック院長でいらっしゃいます熊懐先生にご出席

をお願いしております。 

熊懐先生には、本日の会議におきまして、ご意見を賜りたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 
 

 次に本年４月１日の人事異動により、事務局職員が変わっておりますので、

改めて自己紹介をさせていただきたいと存じます。 

（事務局職員の紹介） 

 

続きまして、会議の開催に先立ちまして、委員会の運営、会議の開催に関す

る事項について、説明と確認をさせていただきます。 

はじめに会議の公開についてでございます。 

本市では、会議の公開につきましては、「審議会等の会議の公開に関する条

例」に基づき、会議を行っております。 

会議は原則公開とし、開催にあたりましても市内の公共施設の市民参加コー

ナーやホームページ上に掲載し、会議の傍聴のご案内をしております。 

会議の結果につきましては、１ヵ月以内を目途に会議録を作成し、市民の皆

様に公開しております。 

 そのため、会議録作成のための録音について、ご了承いただきますようお願

いします。 

次にこの会議は、久喜市審議会等の公開に関する条例第３条に基づき公開と

なりますことから、傍聴を希望される方がいる場合には受け入れるものでござ
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司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

西崎会長 

 

司会（真坂参事） 

 

います。 

次に配布資料の確認をさせていただきます。 

・会議次第 

 ・久喜市地域医療推進協議会委員名簿 

 ・資料１ 久喜市の医療等の現状について 

 ・資料２ 地域医療フォーラムについて 

 ・資料３ とねっとシステムについて 

  また、本日、机の上に置かせていただいております。 

・食育セミナーチラシ 

以上、６点ですがお手元にそろっておりますでしょうか。 

 

会議資料は事前に送付させていただきましたが、不足している資料等がござ

いましたら、お声掛けください。 

 

（不足等なし） 

 

 また、本日の会議終了予定時刻は午後２時４５分を予定しておりますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、開会に当たりまして、西崎会長からご挨拶を頂戴したいと存じま

す。 

 西崎会長、よろしくお願いいたします。 

 

（挨拶） 

 

ありがとうございました。  
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２ 議題 

（１）久喜市の医療について 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事）  それでは、議題に入らせていただきます。 

会議の進行につきましては、協議会条例第７条第１項の規定によりまして、

西崎会長にお願いするところでございます。 

西崎会長、よろしくお願いいたします。 

 

西崎会長 それでは、議長を務めさせていただきます。 

 議事が円滑に進行いたしますよう、皆様方の特段のご協力をお願いいたしま

す。 

 早速、議題に入らせていただきます。 

議題の（１）「久喜市の医療について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（小勝主

任） 

 

本市の状況等になりますが、本市の総人口に占める、６５歳以上高齢者の割

合は、平成２７年度、２６．６％でしたが、平成３７年度（２０２５年）には、

約３０％に上昇することが見込まれています。 

このような高齢化の動きは、今後さらに進むと予測され、社会生活のあらゆ

る面で影響があると考えられます。 

こうした急速な高齢化の進展により、医療の需要は大幅に増大し、医療ニー

ズはますます高度化していくことが予想されます。 

いわゆる団塊の世代の全ての人が、７５歳以上となる「２０２５年問題」を

見据え、医療に対するニーズ等に応えられるよう、関係機関等と連携・協力し、

地域医療体制の充実を図る必要があります。 

 そのようなことから、資料１、久喜市の医療等の現状については、主に高齢

者の医療の現状等について、資料を作成しました。 

久喜市高齢者実態調査、日常生活圏域ニーズ調査の結果、後期高齢者の入院、

通院の医療給付情報などのデータ、厚生労働省が示す、在宅医療の体制構築に

係る指針、平成３０年度の診療報酬改定の概要などをまとめた資料となってお

ります。 

それでは、内容につきまして、簡単にご説明させていただきます。 

 まず資料１－１でございます。 

平成２８年度 久喜市高齢者実態調査のうち、日常生活圏域ニーズ調査の結
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果をまとめております。 

この調査は、市内在住の６５歳以上の市民を対象とした、ニーズ調査の結果

となります。 

１ページ目の上段をご覧ください。 

「現在治療中の病気、後遺症のある病気」の調査結果になります。 

現在治療中、または後遺症のある病気は、「高血圧」が４０．８％と最も多

く、次いで「目の病気」が１６．２％、「糖尿病」が１３．５％、筋骨格系の

病気（骨粗しょう症など）が１２％などの順になっております。 

 １ページ目の下段「通院・服薬の状況」になります。 

通院の状況は、病院や診療所に通院している人につきましては、７８．３％、

通院していない人は、１８．９％となっており、およそ８割の人が、病院、診

療所などの医療機関に通院をしています。 

 医師の処方した、薬の服薬状況は、「１種類」から「５種類以上」の合計が、

７３％となっています。 

また、「２種類」から「５種類以上」の合計が、５７．２％となっており、

半数以上の方が複数の薬を飲まれている状況です。 

 続きまして、２ページをご覧ください「医療と介護の連携の考え方」の調査

結果になります。 

 医療と介護の連携の考え方で、そのとおりと感じるものは、「病気やけがで

入院した場合、退院後自宅に戻ってから通院が難しくなると困る」が、５３％、

「寝たきりになっても、自宅で必要な医療行為や介護が受けられるとよいと思

う」が、５１％と、２項目が５割台と多く、次いで、「人生の最後は自宅で迎

えたい」が、４２．６％となっており、「退院の支援」や「日常の療養支援」、

「看取り」などのニーズが高い調査結果となっております。 

次、３ページ、資料１－２をご覧ください。 

平成２８年度 久喜市の後期高齢者、入院、通院等における、疾病別のレセ

プトの件数となります。 

 入院の件数は、悪性新生物（がん）が１，３７２件、心疾患が１，２９９件、

脳血管疾患が１，２５０件の順になっております。 

 通院の件数になりますと、高血圧性疾患が６１，７４６件、筋骨格系疾患が

３８，３９８件となっており、資料１－１のニーズ調査結果のとおり、高血圧

性疾患が特に多くなっている状況です。 

 次に４ページ、資料１－３でございます。 
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こちらは第７次埼玉県地域保健医療計画、人生の最終段階における医療にな

ります。 

以前は、家庭で看取ることが一般的でしたが、今日では、医療機関に入院し

て高度な医療を受けることが出来るようになりました。 

 一方、長年住み慣れた自宅等で療養生活を送り、最後を迎えたいと希望され

る人も増えてきています。 

 内閣府の「平成２４年度 高齢者の健康に関する意識調査」では、「人生の

最後を迎えたい場所」として、５４．６％の人が「自宅」と回答しています。 

 しかし、平成２８年度、埼玉県における死亡の場所は、病院や診療所の合計

が７８．９％となっており、自宅で亡くなる人は、１２．５％にとどまってい

ます。 

 次に５ページ、資料１－４でございます。 

平成２８年 人口動態統計（確定数）参考表による、埼玉県及び久喜市の主

な死因の死亡数になります。 

埼玉県においては、６３，４６６人が死亡しており、悪性新生物（がん）が

３０．２％、心疾患（高血圧症除く）が１５．８％、肺炎が１０．３％、脳血

管疾患が８．１％の順となっております。 

 久喜市においては、１，３８５人が死亡しており、主な死因については、自

殺、腎不全の割合が入れ替わる以外は、埼玉県と同じ割合となっております。 

 次に６ページをご覧ください、資料１－５でございます。 

 厚生労働省が示す「在宅医療の体制構築に係る指針」等をまとめたものにな

ります。 

 在宅医療の体制構築に当たっては、「１ 退院支援」、「２ 日常の療養支援」、

「３ 急変時の対応」、「４ 看取り」といった場面に応じた４つの医療機能を

確保していくことが必要になります。 

在宅医療の提供体制に求められる医療の機能としては、「退院支援」のうち、

入院医療機関と在宅医療に係る機関との協働による退院支援の実施。 

 「日常の療養支援」については、多職種協働による患者や家族の生活を支え

る観点からの医療の提供、緩和ケアの提供、家族への支援。 

「急変時の対応」については、在宅療養者の病状の急変時における往診や訪

問看護の体制及び入院病床の確保。 

「看取り」については、住み慣れた自宅等、患者の望む場所での看取りの実

施となります。 
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 続きまして７ページ、資料１－６になります。 

 平成３０年度診療報酬の改定の概要の資料になります。 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価と

して、かかりつけ医等と歯科医や産業医等との情報共有や連携、末期がんの患

者についてケアマネージャーと在宅主治医の連携の強化。 

入退院支援の推進として、病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続し

て生活出来るよう、また、入院から関係者との連携を推進するために、入院前

からの支援の強化や退院時の地域の関係者との連携を推進。 

 質の高い在宅医療・訪問看護の確保として訪問診療などを必要とする患者が

複数の疾患を有するなど、在宅医療ニーズは多様化・高度化しているため、在

宅医療の提供体制の確保や在宅患者の状態に応じたきめ細やかな対応。 

 医療と介護の連携の推進のため、国民の希望に応じた看取りの推進や、訪問

診療の主治医とケアマネージャーの連携強化などになります。 

以上が、資料１における、久喜市高齢者の医療の現状等になります。 

資料１－１において、久喜市の高齢者ニーズ調査の結果においては、「退院

支援」や「日常の療養支援」、「看取り」など市民のニーズの高さを、資料１－

５につきましては、「在宅医療の体制構築」、資料１-６、診療報酬改定などに

おいては、「入退院支援の推進」、「質の高い在宅医療の確保」、「国民の希望に

応じた看取りの推進」などを説明させていただきました。 

資料１の説明につきましては以上になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、資料２ 地域医療フォーラムについてご説明させていただきま

す。９ページをご覧ください。 

「地域医療フォーラム」につきましては、昨年１２月１７日の日曜日、栗橋

文化会館で開催しました。 

内容でございますが、基調講演としまして「地域に医療を残すために必要な

こと」をテーマに、城西大学経営学部教授の伊関先生に基調講演を行っていた

だいた後、パネルディスカッションでは、久喜市長、当協議会の西崎会長、副

会長である淺川医師会会長、済生会栗橋病院の長原院長の４名に参加していた

だきました。 

当日の参加者は７６名でございました。 

 このフォーラムについては今年度も開催するものでございまして、来年の 

１月２６日土曜日、会場は久喜総合文化会館を予定しております。 

 内容につきましては、今回は講演会を中心に考えておりまして、講師につき

ましては、元自治医科大学の医師でありました方と市内の開業医の先生を予定

しているところでございます。 

 次に前回のフォーラムのアンケート結果について、ご説明させていただきま
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西崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。１０ページをご覧ください。 

 アンケートにつきましては、参加者の約半数である３９名の方にご回答いた

だきました。 

 年代としては６０代以上の方が、７割を占めており、医療に関心がある方は

高齢の方であることがうかがえます。 

 また、問５・６で当日の内容についてお聞きしたところ、多くの方が、理解

できた、また、課題などについて自身で考えたいと思ったと回答しております。 

 次に問７で「かかりつけ医」の有無についてお聞きしたところ、８割を超え

る方が「かかりつけ医をもっている」と答えております。 

また、その内の８割を超える方が「かかりつけ医」は市内の医療機関である

と回答いただいております。 

 問９、久喜市以外の医療機関での受診につきましては、半数近くが市外で受

診しており、主な診療科目はアンケート集計結果の下記のとおりでございま

す。 

 問１１、今後、フォーラムを開催した場合に希望するテーマにつきましては、

「医師の立場から見た、患者の困った点や、解決した成功例」、「専門分野関連

携の成功例」、「認知症の問題」、「障がい者と医療」、「終末期医療」などが挙げ

られ、参加した多くの方に高齢であったことから、それに関連したテーマも出

されております。 

なお、委員の皆様には、フォーラムの開催にあたりまして、改めてご案内を

させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議題１の説明につきましては以上でございます。 

 

ただいま、事務局から「久喜市の医療について」説明がありました。 

最後に地域医療フォーラムについての説明がありましたが、昨年のフォーラ 

ムでは、私と淺川副会長がパネリストとして参加し、発言をしておりますので、

その内容について少しお話したいと思います。 

私は２つの立場からお話しをさせていただきました、１つは地域医療推進協

議会の会長の立場として、この協議会で話しあった様々な問題についてです。 

もう１つは一市民の立場として、地域医療に対する取組みや自分自身の考え

として、「若い時から自分の健康は自分で守るという気持ちが大事である」、「信

頼できるかかりつけ医を持つことが大事である」、「かかりつけ医と専門医の連

携がしっかりした体制を望むとともに、専門病院は新しい情報を各診療所に発

信することで連携を図ってもらいたい」、「超高齢社会を迎え、どのように医師

と関わりを持つべきか、救急センターや休日診療を行う医療機関などあるの

で、常にそういう情報を把握しておく必要がある」などについてお話をいたし

ました。 

それでは次に淺川副会長からお話をしていただきたいと思います。 
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淺川副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西崎会長 

 

 

 

 

フォーラムの際に私は、久喜市全体を見たときに開業医の分布が合併前の４

つの地区で偏っているとお話をしました。 

久喜市全体では開業医の割合は増えていますが、久喜地区に偏っている状況

で、菖蒲・栗橋地区が８人余り、鷲宮地区は１５、６人です。 

久喜のイトーヨーカドーの５階には、３つの医療機関が開業しているように

交通の便が良いところに集中してしまう傾向にあります。 

特に栗橋地区には、済生会栗橋病院の加須市への一部機能移転の問題があり

ます。 

菖蒲地区は済生会病院が近くになりますが、栗橋地区はどのように連携をと

るべきか考える必要があります。 

救急搬送は１０分以内が一番良いかなと思います。 

その中で、患者を済生会栗橋病院に送った事例を紹介し、１時間以内に病院

に搬送し、心臓カテーテルの処置を行ったことや、新久喜総合病院には形成外

科などの新しい分野が診療を行っていることなどについて説明を行いました。 

次に、包括ケアシステムということで、歯科医師、薬剤師、ケアマネジャー、

などを利用して、１人の患者さんに今後も手厚い医療を提供可能なシステムが

出来あがっていることをお話ししました。 

また、本日は熊懐先生がいらっしゃっていますが、久喜市内には３つの訪問

診療を専門にしている医療機関があります。 

先日、幸手と杉戸の先生方とお会いして話をしましたが、杉戸には訪問診療

を専門にしている医療機関が１つあるそうですが、久喜市はそういった環境が

充実しているのではないかとお話しをしました。 

 

事務局から資料１の高齢者と医療の現状についてデータ等や、資料２のフォ 

ーラムのアンケート結果、今年度の計画について説明いただきました。 

 これらを踏まえて、委員の皆様にはそれぞれのお立場から、高齢者と医療の

あり方等や、久喜市の医療に関する現状や課題、ご自身の考え、今年度開催し

ますフォーラムのテーマの案について、お話しをいただきたいと思います。 

 なお、テーマにつきましては、今後、講師の先生と調整をされる予定ですの

で、協議会での意見がそのまま採用される訳ではございませんが、参考に意見

をお出しいただけたらと思います。 

それでは、岩部委員から順番にお願いします。 

 

岩部委員  最初に資料について確認をさせていただきますが、資料１－１の２ページの

資料は久喜市の調査、資料１－２の４ページは内閣府の調査ということです。 
その中で「人生の最後は自宅で迎えたい」との回答の差をどのように見てい

るのか、教えていただきたい。 
 次に４ページの「埼玉県における死亡場所」ということで、自宅で亡くなら
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れている方の割合が１２．５％とありますが、久喜市ではどうなのか分からな

いので、この情報について、分かっていれば教えていただきたい。 
  

西崎会長 

 

それでは、事務局から回答をお願いします。  
事務局（真坂参

事） 

本市の高齢者実態調査報告書ですが、介護担当におきまして、計画を策定す

る際に高齢者を対象とした実態調査を行った結果でございます。 
この調査は６５歳以上の市民５，０００人を無作為抽出しまして、有効回答

数３，８５４人の状況の中で、４２．６％の方が「自宅で最後を迎えたい」と 
回答した結果でございます。 
 内閣府の調査は平成２４年度の調査ということで、久喜市の調査より４年 
前であり、数値的には少ないですが、大きな差はないと受け止めております。 
 久喜市の調査でも４割を超える方が自宅で最後を迎えたいと考えていると

受け止めております。 
 今後、久喜市の高齢者も更に増えてまいりますので、このような希望をされ

る方は増えるものと考えております。 
 次に久喜市内の自宅で亡くなられた方の把握をしているかにつきましては、 
申しわけありませんが、この数値につきましては抑えられないのではないかと

思っておりますので、ご理解いただければと思います。 
  

岩部委員  死亡診断書は市では預かっていないのですか。 
 診断書の中で死亡場所の記載があると思いますが。 

事務局（真坂参

事） 

 診断書は受理していますが、死亡場所の統計はとっておりません。 
岩部委員  死亡場所の情報を抑えておかないと、これからどうするのか、対応できない

のではないかと思います。 
 死亡場所の希望は分かっても、実際にはどこで亡くなっているかを把握して

いないということは、この先、地域で看取りを行っていこうという中で、実態

をきちんと把握しないことには、この会議は進んでいかないと私は思います。 
  是非とも死亡診断書の欄にある、「どこで亡くなったか」については、１か

ら７までの項目に丸を付けるだけですし、１年間で千何百人程度ですので、是

非ともお願いします。 
   

事務局（真坂参

事） 

 

 

 これにつきましては市民課の情報ですので、担当課と調整してまいりたいと

思います。   
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小田委員 何を話してよいか分からないのですが、私は通院も行わず、服薬もしていな

いので、病院とはあまり関わっていませんが、近所の方を見ていますと、高齢

になり、１人で暮らしている方も増えています。 

何かあった時に不安になってしまうので、地域の方々との関わりの中で不安

を解消できるような対策も考えられればいいのかなと思います。 

 また、昨年知り合いが喀血して、新久喜総合病院に救急搬送してもらいまし

たが、きちんと説明してくださる先生がいらっしゃらなくて、より不安になっ

たとのことです。 

 そして、すぐに退院したのですが、また喀血して救急車で搬送されることが

３回位繰り返されたとのことで、きちんとした形で救急を診てもらえないかな

と感じました。 

 救急搬送される場合は、成人と小児と２つの形があると思いますので、その

辺のことも考えていただければと思います。  
小林委員 

 

 

 

 

私は団塊の世代の人間ですので、本当に同世代の方が多く、医者のお世話に

なる年代となっています。 

人生の最後を自宅でと考えていても、２人で暮らしていたら「老々介護」に

なってしまうので、本人がしたくても出来ない部分があり、その辺のフォロー

をもっと教えていただけたらと有難いなと思います。 

 

羽柴委員 

 

先程、淺川副会長から「かかりつけ医」についてのお話しがあったかと思い

ますが、自分が今、「かかりつけ医」を持っているかというと、現在「済生会

栗橋病院」にかかっていますが、栗橋病院は「急性期病院」ということで、「か

かりつけ医」になるのでしょうか。 

私の場合は状態が安定しているので、「地域の医療機関に戻りなさい」とい

うことになるのですが、人間ドックを契機に栗橋病院にかかるようなったの

で、どのように「かかりつけ医」を探せばよいか分からない状態です。 

こういう風に感じる方は結構いらっしゃるのではないかと感じます。 

また、先ほど亡くなりたい場所という話しがありましたが、自分では思って

いても実際にはどうなのかということが見えてこないと、自宅で亡くなりたい

と思っても、「かかりつけ医」がいなければ、「死亡検案書」になってしまうと

いう問題をどれだけの人が知っているのかということも分からない部分であ

ります。 

自宅で亡くなりたいと希望する方が多いという状況でありますが、実際には

病院で亡くなっている状況でありますので、市民がどこで亡くなっているのか

この数字的に見えてこない部分が私も気になるところであります。 
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小山委員 最初にちょっとお聞かせいただきたいのですが、６ページの在宅医療の体制

について、こちらは「在宅医療の体制構築に係る指針」を整理した資料である

と理解していますが、これに関する久喜市の現状や課題といった視点からのお

話しが伺えたらと思います。 

久喜市の医療という視点から、私なりに考えたことでございますが、３ペー

ジの「後期高齢者レセプト件数」を見ますと、がんですとか、心疾患などの急

性期の重篤な治療を要するものについては、このような形になるのかなと思い

ますけど、医療費は診療報酬の改定などによって、増えるのではなく、むしろ

減っているとお聞きしております。 

診療報酬請求の方式も従来の「出来高制」から変わっていったりする場合に 

入院期間も短くなっていて、特にがん治療については、手術を受けて一定の期

間で回復したら、在宅復帰するケースが多いと聞いております。 

 ただ、がんの患者というのは、病気そのものの治療だけではなく、心のケア

も含めて、一定の期間医療的なフォローですとか他職種によるフォローが必要

なのではないかと思うのですが、地域に戻ったときに「かかりつけ医」の先生

がどの程度、きめ細かな対応が出来るのかにつきましては、先生方も負担です

ので、これからの課題であり、今後連携が必要であろう思います。 

 あとは慢性的な疾患については、健康長寿の流れの中で医療的なケアだけで

はなく、食育も含めたトータルでの対応が必要であると考えているところでご

ざいます。 

 

小松委員 当薬局にいらっしゃる患者さんも、自分のこの先についてどうしたらよい

か、分からないということで、よく話しをされる方がいらっしゃいます。 

病院に入院された場合は地域のクリニックと連携が出来ていると思います

が、一般的にはどこに相談したらよいかというと、この地域には地域包括ケア

も多いので、まずはケアマネージャーに相談してみてくださいとお話しをして

います。 

私自身は薬局の薬剤師なので、実際に薬を取りに来る方が多く、地域の方に

対しては、出来ることは限られてしまいますが、相談に来てくださいとお話を

しています。 

分からないことも誰かに話してみると、そこから解決への糸口があるかもし

れません。 

薬の服用なども、あまり飲めていない患者さんがいらっしゃって、ケアマネ

ージャーから連絡があると薬剤師も出て行っていますので、薬局をのぞいてみ

るのも１つの手段かなと思いました。 

 

杉原委員  私は歯科医なので、今回のお話は詳しくお話しは出来ないと感じています。 
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吉田委員 これは久喜市に限ったことではないですが、高齢のご夫婦が認知症だろうと

いう状況で、普段は予防接種や風邪の症状などで来院されるのですが、このよ

うな方に行政はどの程度介入している状況なのかについて、本人は分からない

ので、確認する方法があれば、当院で診療した際に情報を拾い上げることが出

来るかなと思います。  
関谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西崎会長 

 

 私の病院では、入院された患者さんが退院後、どうなっているか調査をしま

した。 

 家族がいる方は、家族の元に戻るのですが、老々介護の問題がありまして、

自分の世話をしてもらいたいのに、人の世話は無理だという方もいらっしゃい

ます。 

 また、高齢者のみの夫婦世帯で両方とも認知症という場合がありまして、そ

の中でどう対応すべきかという問題があります。 

 医療と介護は密接な関係にあります、在宅医療を専門に行う医療機関も増え

ています。 

大きな医療機関と診療所の連携は上手くいっていると思いますが、介護の面

から見ると１つ大きな問題があると認識しています。 

 次の課題として、２人で暮らすならば、どちらかが見守りを行うことが出来

るのですが、独居対策を久喜市としてどのように考えているかということが大

事です。 

 久喜市は平成２７年３月に策定した「久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保

険事業計画」の中で「介護保険施設への入所希望」の調査をしています。 

 この調査では「できればすぐにでも入所したい」が８％、「心身の状態が今

より悪化したら入所したい」が１６.１％、「体力が低下して自宅での生活が困

難になったときは入所したい」が２４％と回答しており、５割の方が何かなっ

たら、施設を利用したいと回答しています。 

 できるだけ在宅サービスを利用して自宅で暮らしたいという方が３割です。 

 この結果と、先程の資料にあった「人生の最後は自宅で迎えたい」という回

答した方の割合と乖離があるので、そのあたりを把握しておかないといけない

と思います。 

 日常生活の中でどのようにフォローして最期を迎えるのか、どういう介護・

医療があるのかを考えていかないと、アンケート結果だけで把握するのは危険

だと思います。 

  

皆さんからご意見等をいただきましたが、それでは、ここで熊懐先生からご 

意見をいただきたいと思います。先生よろしくお願いします。 
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熊懐先生 
 

 当院は訪問診療を中心に対応しておりますが、その場合は１６キロ圏内とな

っておりますので、久喜市圏内をカバーしている状況でございます。 

 淺川副会長もおっしゃられたように、現在久喜市には在宅を専門に行ってい

るクリニックが３つ、また以前から往診を行っている先生もいらっしゃり、医

療資源としては恵まれた状況であると考えます。 

 私が開業したときは、市内に在宅専門のクリニックはございませんでした。 

 現在は、菖蒲地区や栗橋地区にも伺っております。 

 在宅医療の役割としましては、まずは自宅での看取りを出来るように協力す

る役目があります。 

 資料にもございますが、「亡くなりたい場所」と「実際に亡くなる場所」の

ギャップがあります。 

 これがもし、看取りをする医療機関が足りないということであれば、どうに

かしなければいけないところでありまして、基本的には看取りの依頼は断らな

いようにしております。 

 病院からの退院ですとか、ご自宅で看取りを迎えたい方について、なるべく

受け入れるようにしているのですが、突然、呼吸をしなくなったから来てくだ

さいと言われましても、この場合は法律の壁がありまして、検死にならざるを

得ない訳でございます。 

 介護のお話しもございましたが、通院が困難な方は往診の対象となってまい

りますので、早めに在宅医療に入る準備を進めていただきたいと思います。 

 アンケート結果では自宅での看取りを希望されている方がいらっしゃいま

すが、在宅医療についての理解が進んでまいりますと、最初は病院への搬送を

希望していても、家庭で看取りを行う場合もございます。 

 基本的に自宅で亡くなられた方で、後悔される例というのはほとんど無いよ

うに思います。 

 本人が看取りを希望していても、家族や親戚が心配した結果、病院での看取

りとなる場合もありますので、周囲の方々の理解や意識も必要なのではないか

と考えます。 

 独居については、先ほどから認知症や介護についての話がありましたが、通

院が困難、あるいは通院しようとする意識がないと通院を拒否するケースがあ

るのですが、在宅医療の場合はこちらから患者に出向くことにより、介入する

ことが出来ます。 

 当然のことながら、全てのことが上手くいくわけではないのですが、薬もい

ろいろ出ておりますので、介護サービスが入りやすくなったり、精神状態が改

善する場合もありますので、健康寿命の延伸や生活環境の改善に役割を果たし

ていければと思います。 
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西崎会長  熊懐先生ありがとうございました。 

 久喜市には在宅医療を専門に行っている医療機関が３つあるとのことで、 

いろいろな問題を抱えていらっしゃるのであろうと理解しております。 

 ただいま皆様から、それぞれの立場からのご意見をいただきました、資料に 

つきましても、記載されている内容をそのまま解釈出来ないところもあり、 

様々な角度から分析していかないと判断が難しいところがあるだろうとのご 

意見もいただきました。 

 また、老々介護についてのお話しがありましたが、この問題は大変難しい問 

題であると考えています。 

 私自身も２人きりで生活しておりますので、これに該当すると常々考えてい 

ますけれどもその時に、やはり在宅介護をどのように行っていけばよいのか、

そして医療機関との関連をどのように行っていけばよいか悩みます。 

 あるいは、老々介護になる前に施設の利用をどのように考えたらよいのか、

また家庭で１人になってしまった場合や障がいのある方や、持病のある方はど

の位、久喜市にいるのかについての実態はどのようになっているのか、考えて

みると様々な問題があります。 

 そしてこれらの課題について、行政と医療機関、介護関係の連携が必要にな

ってくるのではないか、一市民として考えていただきたいと思います。 

 以上で事務局から本会議で出されましたご意見を参考にしていただきまし

て、事業を進めていただきたいと思います。 

それでは、議題（１）「久喜市の医療について」を終了します。  
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２ 議題 

（２）その他 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

西崎会長 最後に議題（２）その他について、委員の皆さんから何かございますか。 

 （意見なし） 

西崎会長  事務局からは何かありますか。 

事務局（小勝主

任） 

それでは資料（３）とねっとシステムにつきまして、ご説明させていただき

ます。 

とねっとシステムにつきましては、平成２４年７月の本格稼動から約６年が

経過しましたことから、システムの更新を行い、平成３０年４月から新システ

ムが運用されているところです。 

 本日は新しい機能について簡単にご説明させていただきます。 

 １つ目の「中核病院とかかりつけ医との医療情報の双方向化」、これにつき

ましては、これまで中核病院が登録した医療情報をかかりつけ医の医師が参照

して、治療に役立てていました。 

これからは、調剤薬局等を通じた調剤情報を登録出来るようになるため、中

核病院とかかりつけ医等の医療連携がさらに深まるものでございます。 

 ２つ目、かかりつけ医カードのＩＣチップ化は、カードをＩＣチップ化する

ことで、救急時に救急隊の「とねっと」システムへのアクセススピードがより

速くなるものでございます。 

 平成３０年３月末までに発行された「かかりつけ医カード」にはＩＣチップ

がありません。 

現在の「かかりつけ医カード」のＩＣチップ化をする場合は、久喜市役所健

康医療課・菖蒲、栗橋、鷲宮各保健センターにお越しいただけたらと思います。 

また、ＩＣチップがなくても、これまで同様に「とねっと」を利用すること

が出来ますので、よろしくお願いします。 

３つ目、健康記録機能の充実です、血圧や体重、血糖値などを「とねっと」

健康記録に登録することで、医療機関を受診した際に、医師にその記録を見て

もらうことが出来ます。 

また、健康診断の結果を自分で登録しておくことも出来ますので、ご自身の

健康管理に役立てることが出来ます。 

 その他、「とねっと」に登録した食物アレルギー情報などを、救急搬送時に

救急隊が搬送先の医療機関に伝達することで、適切な治療等を受けることが可

能となります。 

 健康記録への記録は、パソコンのほか、スマートフォンからも行うことが出
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来ますので、よろしくお願いします。 

最後に新たな医療機関等の加入でございます。県の医療機関では、県立循環

器・呼吸器病センター、県立がんセンターに加え、県立小児医療センターが新

たに「とねっと」に加入しました。 

 また、歯科医療機関および調剤薬局も「とねっと」に加入しております。 

今回の資料の説明につきましては、「広報くき７月号」で特集記事を掲載し

ておりますので、そちらもご覧いただければと存じます。 

西崎会長  ただいまの事務局の説明につきまして、質問等はございますか。 

関谷委員  とねっとシステムのご説明ありがとうございます。 

 資料３の１３ページ、中段に調剤薬局等を通じた調剤情報が登録出来るよう

になったとありますが、このまま文章を読みますと、調剤薬局での情報は全て

とねっとに反映されるようになると誤解される可能性があります。 

 「調剤薬局」の前に「参加」と入れておかないと、誤解されてしまう可能性

があります。 

 これと同じようなことが１４ページの中段で、「歯科医療機関および調剤薬

局もとねっとに参加しました」との記載がありますが、この内容を見た方は全

ての歯科医療機関や調剤薬局が参加したものと誤解してしまうので、「参加が

可能となった」という表現が良いのではと思うのですがいかがでしょうか。 

事務局（真坂参

事） 

 ご指摘ありがとうございます。 

 ただいま、関谷委員からご説明があったとおりでございます。 

今回、全ての歯科医療機関、調剤薬局が参加したということではございませ

んので、市でも注意して表現していきたいと思います。 

小山委員  現時点において、新たに「とねっと」に加入している医療機関は少ないので

すか。 

 

事務局（真坂参

事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな医療機関の「とねっと」加入状況につきましては、久喜市の歯科医療

機関が１つ、調剤薬局が３つでございまして、まだまだという状況でございま

す。 

利根医療圏全体でも歯科医療機関につきましては８つでございまして、調剤

薬局につきましても、利根保健医療圏内で２６ということで、参加につきまし

ては、「まだまだ」の状況でございますが、今後も新しくなった「とねっと」

について普及を行ってまいります。 

また、県でも「とねっと」につきましては力を入れており、利根保健医療圏

の中だけではなくて、県全体に広げていく方向であると思っております。 

そのような状況でございますので、是非ともご理解をいただきたいと思いま

す。 
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西崎会長 他に事務局からはございますか。 

 

事務局（真坂参

事） 

 「とねっと」について補足説明をさせていただきます。 

 先ほど、吉田委員から認知症の状態などについて、分かるといいのではない

かとのお話しがありましたが、「とねっと」の機能にある健康記録については、

ご自分で介護してもらうにあたり注意してもらいたい点やコミュニケーショ

ンが少し苦手な点などを自由に登録出来るようになりました。 

 健康記録の内容については、「とねっと」に参加している医療機関であれば、

そのような情報が見られるようになりますが、例えば認知症の方がご自身で入

力出来るのかといった問題はあります。 

 これにつきましては、「とねっと」システムを構築している先生方でも話題

となっておりまして、「見守りサポート」といった形で第三者による入力が可

能にならないかということで現在、検討が行われているところでございます。 

以上、「とねっと」について補足させていただきました。 

委員の皆様には後日、会議録のご確認をお願いしたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

地域医療フォーラムの開催にあたりましても、改めてご案内させていただき

たいと存じますのでよろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

羽柴委員  最後にお願いがあるのですが、「とねっと」のシステムに成年後見人を入れ

ることは出来ないでしょうか。 

 既に後見制度を利用されている方は、後見人が本人に代わって行えれば利用

者は広がっていきますので、成年後見人を案として入れていただけないかなと

思います。 

 

事務局（真坂参

事） 

 ご意見ありがとうございます。 

 今のようなご意見をとねっと事務局に伝えさせていただきます。 

 

西崎会長 他にございませんか。 

ないようでしたら、以上で本日の議題は終了とし、進行を司会に戻したいと

思います。  
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３ 閉会 
発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事） 

 

 

淺川副会長 

 

 

 

 

 

 

司会（真坂参事） 

西崎会長、ありがとうございました。 

 それでは閉会にあたりまして、ご挨拶を淺川副会長からお願いします、 

 

 皆様、お疲れ様でした。 

 とねっとについては、県内だけではなく、茨城県の医療機関にも参加してい

ただければ、こちらの医療機関で受診をした際に情報が分かります。 

実際に多くの方が県外の医療機関を受診していますので、その辺りも考えな

がら進めてまいりたいと考えますので、ご協力をお願いします。 

 本日は、大変ありがとうございました。 

 

 淺川副会長ありがとうございました。 

 以上を持ちまして、第２回久喜市地域医療推進協議会を散会とさせていただ

きます。 

 皆様、ご協力ありがとうございました。  
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３０年８月６日 

 

久喜市地域医療推進協議会 会長   西崎 道喜     

 


