
 

1 

 

平成 27年度第１回 日本一の健康長寿県構想南国・香南・香美地域推進協議会 

日時：平成 27 年 10 月１日（木）18：30～20：30 

場所：中央東福祉保健所 ２階第２会議室 

出席者： 

（南国・香南・香美地域推進協議会委員） 

寺田茂雄会長、中澤宏之委員、宮田敬三委員、宇賀四郎委員、宮野伊知郎氏（執印太郎委員の代理）、 

味元議生委員、今井一雄委員、稲本悠委員、小松香代子委員、豊永三奈委員、細川公子委員、川竹

康寛委員、岩越愛弓委員、今井義則委員、中村洋子委員、福島富雄委員、原康司委員、山内幸子委

員、大石久美委員、中山繁美委員、時久朝子委員（中村隆之委員 欠席） 

（高知県医療政策課） 

伴正海主幹 

（事務局：中央東福祉保健所） 

田上豊資所長、鍋島克人次長（総括）、河渕雅恵次長、澤本貴代子健康障害課長、片岡千夏健康増

進チーフ、永野由美子障害保健福祉チーフ、窪内悦子地域支援室長、岩井玲子地域支援チーフ、山

本忠明地域連携チーフ、廣瀬絵理奈技師 

 

１ 開会の挨拶 中央東福祉保健所長 

２ 議事 

（１）部会報告 

① 健康づくり推進協議会 （澤本課長） 資料Ｐ２ 

② 災害医療対策支部会議 （河渕次長） 資料Ｐ３ 

（２）地域医療構想と地域包括ケアシステムについて 

（寺田会長） 

続いて地域医療構想と地域包括ケアシステムについて医療政策課の伴主幹から説明いただき、み

なさんよりご意見いただきたい。 

・ 地域医療構想について （伴主幹） 別添資料 

（寺田会長） 

ありがとうございました。続いて田上先生から追加で何かありましたらお願いします。 

・ 日本一の健康長寿県構想南国・香南・香美地域推進協議会資料 （田上所長） 別添資料 

ア 救急医療について 

（意見交換） 

（寺田先生） 

資料の新聞のところでは、医療病床が削減されるが、はたしてそれでいいのか、また、我々の住

んでいる中央圏域でこの４つの高度急性期、急性期、回復期、慢性期、在宅の落とし所はどこか、

みなさんのご意見を伺いたい。心筋梗塞、脳出血など急性期で運ばれた時は医療センター等の高度

急性期病院に運ぶ。一方で肺炎等は二次救急でいいのではないかという意見が伴先生の話でもあっ

た。肺炎等でもＥＲに行きたいのか、住民のみなさんに聞きたい。というのは、二次救急である程

度の歯止めができるとそんなに高度急性期の病床がいらないのではないかという話です。住民代表、
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市町村の方々も自分の意見として伺ってみたい。高度急性期と急性期がうまく機能した方がいいの

か、高度急性期に全部まとめた方がいいのかというところをお尋ねしたい。 

（福島委員） 

私自身が 13 年前に脳卒中で倒れて、救急車を呼びました。意識が朦朧とする中で「とにかく市

内に行ってくれ」と言った。なぜかというと香美市には救急病院で思いあたるところがない。 

リハビリでも、近森で入院して帰ってきて地元の病院にリハビリに行っても「ここにきても自転

車をこぐくらいですよ」と言われた。香美市のリハビリのレベルの低さに唖然として、それからは

自分でリハビリをしてきました。伴先生が言うように地域の病院がないといけないというのはもの

すごく感じるが、香美市で受けられる体制をとることが、はたしてできるのだろうかと思います。 

（寺田会長） 

超急性期は香美市にはないと思いますが、場合によっては南国市では受け入れることができたか

もしれないですね。今の話では、回復期の問題になりますので、圏域や中央地域の回復期の問題を

どうしていこうかという問題になり、回復期は（病床が）足りないなと思うところがあります。 

（中村委員） 

やっぱり高知に行きます。私は○○が救急で何回か行ったんですけど、ある時△△△になって…

ししばらくして持ちこたえましたが、でもやはり大きい病院に行きます。 

（今井委員） 

自分が高知市民病院にかかっていた時は各科あり、そこで色んなところを診てもらっていました

が、そこがなくなってしまった。その時に池（医療センター）に行ってもらったらいいということ

で行ったら、今そういうのは受け付けていないということで断られました。そんなこともあり、内

科はここ循環器ならここ、と分かれて病院に行くようになって。やはり大きいとこに行けば、手術

や、いろんなところを診てもらえるというところで、希望している人が多いと思います。 

（寺田会長） 

そうしましたら、相談を受ける立場の方にお話を伺いたい。看護協会の小松さんはどうですか。 

（小松委員） 

やはり患者さんのご意見を聞きますと、大きなところで安心して医療を受けたいというところが

基盤にあると思われます。個人的意見ですが、医療職の方はかかりつけ医を持って必要な時は高度

医療を利用しているように思う。大きい病院に行くと待ち時間もかかるので、かかりつけ医を持つ

ことを指導しているところです。 

（寺田会長） 

 訪問看護ステーションの豊永さんいかがですか。 

（豊永委員） 

私も同意見です。救急は一次でその後は地元の病院というように、市民の方の安心が一番だと感

じます。 

（寺田会長） 

 栄養士会の細川さんいかがですか。 

（細川委員） 

○○が△△△にいて、肺炎になった。白血球数が 200 とか 300 になり、幡多けんみん病院に行き

ました。でもできるだけ家のそばにいたいということで、また地域のかかりつけ医に戻ってケアを
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してもらい、今も続いています。 

また別の話になりますが、有料老人ホームが清水にはなく本当に困っている。○○が交代で帰っ

てごはんを作ったり、ヘルパーさんを雇っているが、夜一人でおいておくのが心配です。ケアの部

分が不足していることを痛感している。 

（寺田会長） 

今のご意見でもやはり、超急性期で治療して、後の流れの中で二次というようなこともあります

が、市町村関係の方にもご意見を伺いたい。南国市の原さんはどうですか。 

（原委員） 

地域の避難訓練で、市民の方が患者さんになって搬送のデモをすることがあるのですが、その際

参加した救急隊員の方が電話をかけるシミュレーションをします。その時に出てくる病院が日赤か

近森か医療センターで、家が夜須でも、訓練の時に出てくる病院がその３つだったので、やはり皆

さんの意識の中で何かあった時はその３ヶ所のどこかと思っているのではないかと思います。 

（寺田会長） 

山内さんいかがですが。 

（山内委員） 

地域包括支援センターでは医療や介護の部分の相談を受けるのですが、まず１番最初に救急的な

状態ということになれば、色々な設備が整った高知市内の病院へというご希望が多いと思います。

南国市には回復期はあるのですが、その後、在宅に近いような施設系に行かなければならない場合、

有料老人ホームやケアハウスは非常に個人の負担が大きいため、一般の方としてはそういうご希望

があります。 

（大石委員） 

今までの意見と同じく急性期の病院というと、皆さん意識の中に大きい病院というイメージがあ

る、最後まで面倒みてくれる、色んな科があるということで、大きい病院を希望される人が多いと

思う。これは私の経験談ですが、○○○が高熱で救急車を呼んだ時に、地元の小児科にかかりつけ

の先生がおりまして、その先生と救急車の中で消防士さんに連絡をとってもらい、地元の小児科に

運び込んだことがあります。私はその先生をとても信頼していたので、もし何かがあったら、さら

にそこから大きい病院へ紹介をしてくださると思って、とりあえず小児科に運んでいただいたこと

があります。そういうことを考えますと、地元のかかりつけの先生としっかり信頼関係ができてい

ればそういうケースもあるのではないか。それから大きい病院から在宅に帰った場合でもやはりか

かりつけの先生との信頼関係も大切なところではないかと考えています。 

（寺田会長） 

香美市の中山さんどうですか。 

（中山委員） 

私も病状によっては、急性の心筋梗塞や救急搬送される場合については、やはり高度急性期の高

知市内の病院になるのではないかと思いますが、肺炎や日頃のちょっと具合が悪いということであ

れば、やはりそれぞれかかりつけ医を持っていただきたいと思います。特定健診も担当しておりま

したが、生活習慣病等についてはかかりつけ医の先生に相談し、信頼関係を持ちながら、医療にか

かっていただきたいと思っております。 

（寺田会長） 
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香美市の包括時久さん。 

（時久委員） 

脳血管系や心臓等の大変危ないような時は、どうしても高知市の方に行ってもらうようになると

思いますが、だいたい救急隊のご判断で病院を探し振り分けてくださっているのかなと。ただ、近

くで止めたいと思っても、なかなか受入れがなくて止まらないということもあるかなと思います。 

（寺田会長） 

この話は、国の考え方でいくと、一次ではなくて二次のちょっとした救急、これについてはでき

れば地元で解決してもらいたいという考え方です。それについては地元の先生、あるいは有床診療

所や地元の二次救急をやっておられる病院等、できる範囲のところはそれでやってもらいたいと。 

私も脳卒中の県の対策に係る会の会長をしているのですが、脳卒中もどこが診られるかという話

ですね。例えばその計画管理病院も４つ５つあるのですが、そういう大きな病院か、あるいは地域

でも例えば脳外科の専門医であるとか、24 時間対応でＣＴやＭＲＩがとれるか等、そういうのもち

ゃんと決めてあるのですが、ある程度アナウンスができていればそこでもある程度のことができる

のであればいいと思う。それは救急隊がトリアージして、とてもじゃないけど大きな病院へ行かな

くては駄目だということとかですね、そういうことが大事なことになってくるんですが、ただそう

なりますと、ほんとにＥＲが多忙になって医師の定着が難しいところですね。 

ところが一方で、私自身の考えでもあるのですが、すべてＥＲに行ってしまうという事は、二次

救急は、この辺の救急病院民間病院へはほとんど患者さんは行かない。それはどういうことかとい

うと、ＥＲが全部患者を受入れている。どんな患者でも受け入れているから、軽傷でも受け入れて

いる。二次救急の民間の患者さんでやっているところではほとんど患者さんが来ない。二次救急の

輪番制も医師会は考えていたが、なかなかそれがうまくいかないのは、今言いましたように患者さ

んが来ない、脳卒中の先生がいたとしても一人しかいない、心臓の専門医が今夜はいない等という

ことがあって、なかなか二次救急の輪番制というのが難しくなっている。これを高知県はどうする

かということです。ＥＲを今、近森、医療センター、日赤が超急性期をやっているのですが、そこ

に医大も参入してきて、この４つ全てヘリポートがあります。４つもヘリポートがあってはたして

それがうまく対応できるのかと。確かに大都市部のように断られることはないと思います。そうい

う意味では社会保障がちゃんとできていると言えるんですが、はたしてそうなってくると、先ほど

お金の話も出てきていましたけど、超急性期にかかる人が多いということは、それだけ非常に医療

費が多くかかるということなので、沢山かかるということはそこがお金をいっぱい使うので、療養

病床には回ってこず、逆にそちらの医療費を減らせということになります。そういうことも有り、

これは非常に悩ましい問題です。みなさま方のご意見のとおり、やはり信頼感のあるところに行き

たいということはわかります。かかりつけ医がちゃんといれば、例えばＪＡ高知病院等でできるの

ではないかと思います。ここにお願いできるというようなシステムを作らないといけないなと思っ

ています。果たしてできるかどうか、これからですけれども。これが急性期の話しでした。この話

を聞いて伴先生はいかがでしたか。 

（伴主幹） 

医療も料理と同じで、高級フレンチのシェフと地元の料理屋のおばちゃんがいます。今の高知県

の状態は銀座の超有名店寿司職人、カウンターは 10 席、そこにものすごい行列ができるわけです。

その人たちは、座ると「肉じゃがを作ってくれ」と「あれ？ここは高級寿司屋ですが…」「ここの
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肉じゃがが美味しいと聞いたから肉じゃがを作ってくれ」ということで、本当にお寿司を食べたい

人が並んでいるが、席が 10 席しかないのでなかなか回ってこないという状況になっている。確か

に役割としてたまにはお寿司が食べたい、たまには高級フレンチを食べる機会があるかもしれない、

けれど毎日食べるものではないし、地元に美味しい定食屋さんがあれば大体の問題はすんでしまう、

実はそういう役割分担があるんですね。地域でその定食屋さんをどうしたらいいのかというと、医

療については地域の人が作っていかなければいけないものであるという風に考えています。昨年法

律が一つ変わって、医療については国民の責務というものが書かれました。国民一人一人が適切に

医療を選択するように努めなければならない、なのでなんでもかんでも全部救急に行くとなると、

今でも現場は結構疲弊しています。これから高齢者の数は増えます。さらに増えた時に救急病院で

働く人たちがここではやっていけないと言って立ち去ってしまう可能性もあります。そんな時に地

元はと言ったらそもそも人が行っていないので、経営もあまりうまくいかず医療も提供できず、自

分たちと道連れになってしまう可能性が非常に高い。確かに医療者も行政も普段からかかりつけ医

を持って、何かあった時は大きなところへ行きなさいというが、地元の病院が毎日救急車を通過さ

せているのを見たら、自分もかかりたくないし、家族もかからせたくないと思うのは自然な心情だ

と思う。とはいえ、地元にある病院は地元の人間をよく知っている、人間関係がわかる、すぐに対

応できる、そういう地元にしかできない役割が必ずあるので、そこは公立病院であろうが民間病院

であろうが、地元の人たちがその病院を自分たちにとっていい病院に作っていく、そこに参画する

ことが、これからの地域づくりの中の病院の作り方ではないかなと思っています。 

（福島委員） 

僕は倒れてからこの数年はかかりつけ医にすごく恵まれている。ただの定食屋のおやじさんと、

その定食屋さんがお客さんに来てもらいたいと、来てもらえる努力をちゃんとして信頼関係ができ

たとしたら、僕はその定食を食べるお客さんは増えてくると思います。しかし、今行っている所は

別として、前に行っていた病院なんかはどうも定食を食べに行きたくない、けれど近くにここしか

ないと思って行っていた。しかし、嫌がっている定食屋まで育てるのが住民の責任でしょうかね。 

（伴主幹） 

そこは、定食屋と違うのは、隣にライバル店を建てられない。なぜなら、お金もないし、医者も

いないので。だからこそ育てていくしかない、それはもちろん住民だけではない、医療を提供する

側というのも自分たちがやりたい医療をやるのではなく、地元の人たちにとって必要な医療はなん

なのかということ、それは地元の人しかわからないので、ほんとはもっと病院は地元に出ていかな

ければならない、そこに対して地元の人は温かい言葉もあれば厳しい言葉もかけていく、そこは地

域づくりの中でお互いがお互いを巻き込んでいく。そうしないと同じ船に乗っているので一緒に沈

んでいく。 

（寺田会長） 

以前テレビで報道された事例で、ある地域で小児科の医者が誰もいなくなって、子どものいる母

親が困ってしまって、他のところから先生を呼んできてなるべくそこへかかりましょうということ

で病院を盛り上げたという事例があります。どういうことかというと、我々の地域では安芸郡の東

部地域もだんだん医者が減ってきていて、看護師もいなくなり医療資源がどんどんなくなっていく

可能性がある。そういうことを懸念するわけなので、やっぱり各地域である程度育てることは必要

だと思います。 
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 時間もありませんので、次に在宅医療と介護連携推進事業について山本チーフから説明していた

だいて、いわゆる療養病床も含めた話の中でご意見をいただきたいと思います。 

②在宅医療・介護連携推進事業について報告 （山本チーフ） 資料Ｐ４ 

イ 在宅（居宅）での生活を希望される方の受け皿づくりについて 

（意見交換） 

（寺田会長） 

平成 30 年４月までに在宅医療介護連携推進事業をすべての市町村で実施すると法律で決められ

た。まずは市町村の考えをお伺いしたいのと、在宅医療介護を住民の方がどこまで考えているのか

をお伺いしたい。 

（原委員） 

８つの事業があるが、単独の市町村での実施は難しい、そして市町村が事業主体になっているも

のは難しいということについて、（ウ）在宅医療・介護連携に関する相談支援と、（オ）切れ目のな

い在宅医療と介護の提供体制の構築推進については、医師会に委託させていただいて一緒に取り組

んでいただければと考えているところです。そのために、まだ細かいところまで三市で話していな

いが、平成 28 年度の当初予算の要求はまもなくなのでそれに合わせて予算を考えていくところで

す。 

（大石委員） 

原課長と同じく、三市合同の実施について保健所に協力していただいて調整中でありますので、

医師会さんの方に委託をするということについても同じ考えです。平成 28 年度の予算計上を香南

市も予定しているので、今後各事業について三市の方で協議をしながら進めていきたいと思います。 

（中山委員） 

香美市においても単独事業は難しいと思っていますので、医師会にお願いをしたいと思っていま

す。また、三市の方で協力して進めていきたいとも思っておりますし、事業についても医師会の方

に委託ということでお願いしたいと思います。また平成 28 年度の当初予算もまもなくありますの

でそちらの方にも予算計上したいと思います。 

（寺田会長） 

在宅医療介護というのは、要は往診なんですね。介護のほうはいかに在宅で生活できるかという

介護保険で担保すると、医療がそこにどのように関わっていくのかということであって、事業項目

がア～クまであるが、医師会としてはベテランの看護師さん等をコーディネーターとして雇って、

オを中心としてア～クのそれぞれの意見あるいは取りまとめをコアとしてやっていこうという考

えでいますが、在宅医療等受ける人がどれだけいるかどうか、住民の方々にお伺いしたいのは在宅

医療介護がもしできあがったとして、何が求められるのか、何に不安があるのかお尋ねしたい。 

（福島委員） 

在宅の介護や医療の連携というのは大賛成です。自分で病院に行ける人はいいが、私の母親も 86

で、そうこうしているうちにおそらく出て行けなくなるだろうと思います。訪問に熱心な病院がい

くつも出てきてもらうということはすごく大事ではないかなと思います。 

（中村委員） 

誰しも在宅で医療も介護も受けことができたら最高ですけど、私は息子に二言目には「老人ホー

ムに入れるで、グループホームに入れるで」と言われている。この間はあんまり腹が立って、「自
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分で行くからかまいません」と、息子に言ってやりましたけど。家族が本当にどれくらい協力して

くれるか。 

そうかと思っていると、いつも入れる入れるという息子がバリアフリーにすると言ってくれて、

びっくりし、その日は嬉しかった。でもまたその後に忘れがひどくなって、そのことを嫁に面白お

かしく話したら、まともに息子に言っていて、「あんた近頃ぼけたでね。グループホーム入れるで」

とまた始まっております。家族の気持ちがどれくらいかということが心配です。自分は本当に在宅

に居たいですけど。 

（今井委員） 

三市共同で医師会にお願いをして進めていくということだが、それを是非強力に進めていただき

たいと思います。一人ひとりの考えや思いはいろいろあると思いますが、在宅医療を受けたいとい

う人がほとんどだと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

（寺田会長） 

現実には医師の往診というよりも、実際活躍していただくのが訪問看護ステーションとか訪問看

護師なんですね。その方が全面に立って動いていただかないと医師もなかなか動きにくいというこ

とがあります。そういうことも含めて訪問看護ステーションの豊永さんの考えをお伺いしたいと思

います。 

（豊永委員） 

やはりご本人は家で診てもらいたい、病院に行って何時間も待ってというのは腰も痛いし…とい

う声は聞かれます。後、家族が診れるかというのは、実際に訪問させてもらって、今は診れている

けど若い世代の家族が診るとなると厳しいかなというのは感じる。なので、家族をフォローする方

法を考えていく必要があると思います。 

（小松委員） 

現在、看護師も人数が不足しているので、この三市でも訪問看護という分野に入っていく看護師

も大変少ない状況です。それからもう一つは質の問題です。医師の代わりに看護師ができることを

あれこれやる、認定看護師というようなものを作っているが、実際高知県でどのくらいの人数養成

できるかという課題があり、二桁にはいかないのではないかなという現状になっています。そこを

看護協会では、例えば、退職された看護師の登録制ということで、潜在看護師を色んな形で就職で

きるように勧めていく運動が始まっています。これは国からの方針も出ていて、看護協会が受けて

行っているという形です。看護師は女性が多いので、子育てや色々な事でフルで働ける状態ではな

い人にも働いてもらおうという努力はしている最中です。また教育を看護協会はやっています。 

（寺田会長） 

一方で医療側では、訪問歯科に関することで、今井先生どうですか。 

（今井委員） 

十分対応できると思います。在宅歯科連携室、皆さんに十分に利用して頂きたい。香美香南歯科

医師会や土長南国歯科医師会に連絡が行き、利用できるように何とかなりますので… 

（寺田会長） 

薬剤師会の稲本さんはどうですか。いわゆる訪問薬剤師という考え方ですけど。 

（稲本委員） 

薬剤師会も数年前から訪問薬剤師を養成する研修をずっと開いており、高知市に関しては着実に
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増えてきていると思いますが、まだまだ、この地域はそういう取り組みがされていない所が大きい

と思います。ニーズは増えてきているので、そういう研修会を通じて確実に増えるものかと思いま

す。 

（寺田会長） 

一方で、宮野さん、ＩＣＴ化でどこまでフォローできるかについてどうですか。 

（朱印委員代理宮野氏） 

訪問看護師さんとかスタッフの数も少ないということなので、在宅というと移動距離もあります

し、そのあたりＩＣＴと情報共有をどこにいってもパソコンやタブレット端末で患者さんの情報を

見られる様になれば、人や時間の問題も少しは解決できるかもしれないです。 

（寺田会長） 

今やっている最中ですけど、主治医、訪問看護ステーション、ケアマネジャー、その他介護関係

者での共通のツールとして iphone や ipad、こういうもので情報共有してリアルタイムで患者さん

を見ていこうということです。わかりやすく言うと、例えば訪問看護師が訪問して、その患者さん

がいつもと違う熱があるとか、いつもと違う褥瘡があるとかいった場合、写真を撮り、先生どうし

ましょうかとリアルタイムで相談できます。こういったことを今やろうとしているんです。ただセ

キュリティーの問題やコストの問題等現に今やっている最中なので、いわゆる在宅医療をサポート

するシステムになると思います。 

一方で国はこういう事を言い出しました。例えば離島や中山間部のところでは、いわゆる遠隔診

療これが可能です。ところがこの画像診断等含めて遠隔診療はそういったものを含めてもう少しエ

リアを広げて、今のＩＣＴ化も含め遠隔診療ＯＫですよと言い出したんですね。そうなると、医者

は忙しくてしょっちゅう往診せよというのは無理なので、在宅で関わる多職種の方がちゃんと見張

っているよという事であれば、在宅で患者さんあるいは家族は安心しておれるということを担保で

きるという話になります。一方で誰も介護者がいない患者さんというのは、なかなか 24 時間体制

は難しいという問題があると思いますが、一つのシステムを作ればなんとか在宅での患者さんが増

えるのではないかという風に思っていますがこれからの課題です。一方で中澤先生の南国市は訪問

看護ステーションも経営されているので、色々あると思うのでそれも含めてご意見を。 

（中澤委員） 

土佐長岡郡医師会は「訪問看護ステーション希望」をやっておりまして、在宅医療を推進するた

めの課題はいくつかあると思います。一人の主治医ではなかなかカバーできなくて、主治医副主治

医が望ましいけども、副主治医の方には診療報酬が入ってこないような問題があったりとか、24

時間対応がなかなか難しいドクターがいるけども緩い二人医師体制だったらやってもいいよとい

う方もいます。また、訪問看護師がコーディネーター役になって比較的難しい症例でも多職種を結

びつけてくれてうまくいっているケースがあります。訪問看護師がキーになって沢山の先生が賛同

してくれば比較的在宅療養も進んでくると思う。しかし、具体的なことをひとつひとつ解決してい

って、診療報酬の後ろだても少しないと難しいのかなという印象は持っています。ただ、南国香南

香美は、比較的医療資源介護資源が適度にある地域だと思っているので、役割分担、機能分割すれ

ば連携は必ず深まってくると思う。 

（寺田会長） 

もう一方で今のこの話も含めて療養病床削減の問題もあるが、それでは困るという事があるんで
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すが、福祉関係者の方々にちょっと意見を聞きたいと思うのが、今のその在宅医療の問題や療養病

床を削減する問題がもし出てきた場合にはたして可能かどうか、今の在宅医療も含めて。三市社協

の川竹さん何か意見ありますか。 

（川竹委員） 

色々と相談を受ける中で、人材不足により訪問介護事業所が閉鎖になり、他の事業所にサービス

をお願いした時に、今までと同じサービスが受けられなくなった話しを聞きます。三市でも社会福

祉法の改正に伴って、人材不足の解消だけではないが、どういった対策が必要なのか、医療関係者

や社会福祉法の法人内でもそういった検討をしています。 

（寺田会長） 

どこの県でもそうですが、過疎地ならなおさらですね。訪問看護ステーションが各地域にあれば

いいのですが、しかも一人や二人でやっているような訪問看護ステーションだとなかなか 24 時間

対応ができない。そういう問題もあります。例えば過疎地でステーションがない東部なんかですと、

なんとか病院の訪問看護の看護師をお願いできないかという話です。一方で高知県立大学では訪問

看護師の養成講座を行っている。徐々に下支えは出来ているように思いますがなかなかそれでも人

材不足はそのとおりです。もう一つは介護支援事業なんかは点数が下げられたりとなかなか厳しい

問題が山積しております。 

中央東ブロック介護支援専門員連絡協議会の岩越さんご意見有りますか。在宅の問題と、万が一

療養病床削減でそういった施設が少なくなった場合に果たしてどうなるかという… 

（岩越委員） 

実は今日、日赤を利用している利用者で、食事が１食４時間かかっており、尿がでなくて導尿し

ている人で、奥さんも軽度の認知症で、車イスになったその方を在宅で介護できないから今後どの

ようにしたらいいのかという相談をちょうど受けたところです。特養に確認すると、導尿が必要な

方は受入が困難で、食事も４時間かかっている状況では受入は難しいと言われ、病院から療養型の

病院の一覧をもらっていて、どこがいいでしょうかという相談を受けました。やはり行き場がなく

なる利用者さんは、老健、特養では受入れができない、かといって在宅でも介護力がない等みてい

けないという方が療養型を選んで転院しているケースが結構多いので、医療依存度が高い方は、療

養型が少なくなるとはたして受入れ先はどこになるのかということが課題かなと思います。 

（寺田会長） 

医療依存度がある程度あるけれども、介護が必要である方に、介護療養病床を紹介すると介護の

方に重点を置いているので、医療の治療はできませんとなってしまう。つまり、紹介してもうちで

は治療できませんと言われてしまう。ある程度の二次救急とか地域包括ケア病床だったらできると

思うが。制度の問題できちっと整理しておかないといけません。今言いましたように介護療養病床

を紹介しても介護しかやっていないので、治療となると包括ベースになり治療をするとお金がかか

るんです。病院にお金がかかるんです。という事は、介護の目的で来るのであればいいけれど治療

目的で来られては困る。医療療養病床だったらいい。そういったように色々さびわけがあるので、

その辺の問題をきちんとしないといけないのと、そうかといって介護療養病床も無ければ困るとい

うことですね。現状、高知県は、介護療養病床が 10 万人単位ではダントツで全国１位です。一番

低いところからいうと３倍ぐらいあるんですね。医療費がかかりすぎるから、だから減らせという

事になってくるんですけど。けれど実際は必要病床数なので、そんなに減らされたら結局は受け皿
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がないという事で介護難民が増えてくる可能性がありますので悩ましいところです。県としての考

えでも厚生労働省にかけあっているようだが、その辺も含め、療養病床をどうするか、救急のこと

もあるんです。そういったことも含めて皆さまがたの意見も聞いた中で、いるならいると、必要な

んだと。それも含めて、市町村の場合は療養病床の削減となった場合にどう考えていますか。 

（山内委員） 

お金の絡みもあり、病院に行くのが実際問題個人の負担が少ないということです。お金のない方

は病院に入っていただくのが一番安上がりということで、金銭的に困った方が相談にくるので、そ

ういったところで相談に応じている。お金のある方はいろいろ方向性を考えられるが、一番はやっ

ぱりお金の少ない方への支援ということになる。 

（時久委員） 

家族構成的に独居であるとか高齢者のみであるとか、身内と疎遠である状況だと在宅のサービス

だけでやっていくのはなかなか厳しい、またそういう方は費用的な部分からもお金がないというこ

とがあるので、療養型は最期の砦のような部分もあります。なかなか特養はすぐには入れないので、

介護の必要な方は療養に頼るというのは正直なところです。 

（寺田会長） 

在宅と施設のバランスは一緒だと思う。貧困の方には、そういった施設が必要だと思う。一方で

お金のある方は、ケアハウスやサービス付き高齢者住宅（以下、「サ高住」）等でもいいと思います。

そういったところの整備ができていないとなかなかうまいこといかないということはあるが、それ

も含めて伴さん何か意見ありますか。 

（伴主幹） 

まず初めに在宅という言葉を色々な意味で使っているので、まず整理すると在宅は入院以外全部

になる。なので、介護施設も在宅に入る。みなさんがイメージしている在宅というのは居宅という

家なので、在宅というのは必ずしも家であり家族が介護しろというわけではありません。在宅の中

には、家と施設があり、家でみられる人は家でみたらいい、家でみたい家族をどう支えていくのか、

しかし高知県の状況は働く人が多い、働く女性が多い、お金がない、だからこそおそらく施設が中

心になる。施設といった時にどこがあるのだろうとなると、さきほどいった医療療養病床、ケアハ

ウス、サ高住、どこでもその人に対するベッドがあってその人に対する食事が提供されて、医療や

介護のお世話が色々な形で提供されています。制度で分けられているだけであって、中身は本来の

違いはあまりないはずです。そう考えると、そこで働くスタッフの働く質がいいものであるといい

ものが受けられるということになるので、一番は人をいかに育てるか、そこに関しては訪問看護に

ついてであれば県立大学、それ以上にヘルパーを地元でどうやって育成していくか、免許がすぐ取

れるのですぐやめてしまうけど、専門性をつけるとなかなかやめない。とうのは、専門性を持つと

やりがいのある仕事がどんどん増えるのでそういった人たちをどうやって地元で育成していくの

か、病院に目を向けると高知県は日本一病院で働く医師、看護師、理学療法士、作業療法士の数が

日本一です。しかしそれ以上に病院のベッドの数が多すぎるので関わりが薄くなる。土地も広いの

で、医療資源もぱらぱらなっている。なので、医療でやるべきことはなにか、介護や福祉でやるべ

きことは何かきちんと整理するときちんとそれに人が流れていくし、この施設の中で医療療養なの

か介護なのかというところはちょっと法律が変わるとすべて変わります。 

例えば今療養病床というのは、今いる人をわざわざ追い出す必要はないだろうと。だったらこれ
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を例えば病院という看板を住宅という看板に替えたらどうなるんだろう、という国の議論が今進ん

でいて、おそらく平成 29 年度の通常国会でそういった法改正が行われることになりそうだという

目途がたっています。ではそれで看板が掛け替わって、これで施設になった、家になったといった

ときに何が変わるかというと、何も変わりません。お金の負担がどうなるのか、スタッフの配置が

どうなるのかというものしか変わりません。結局そこで働くスタッフのレベルが高くないといいケ

アは受けられない。なのでこのまま手をこまねいていてもおそらく何も改善はないので、地域でそ

ういった訪問看護師さんやヘルパーさん、ケアマネジャーさんをどうやって育成していくのか。そ

こについては、それぞれ先ほど紹介した消費税増税分の基金というもので人材育成に使えます。是

非地元でどうやって育てるかというものをこういった場で真剣に議論されていけば、この地域であ

ればうまくいくのではないかと思っています。 

（寺田会長） 

ありがとうございました。時間も少ないので意見のある方。 

（宇賀委員） 

在宅の話がいろいろ出ていますけれども、一開業医として毎日思っていることを少しお話しした

いと思います。 

最近大きな病院から脳卒中のパスと、大きな書類をどさっと持って後よろしくと。それから、遠

くでかかっていたのが娘さんの所へ来たと。もう僕なんか受け入れられないです。というのは、も

う今の患者さんで手一杯のところへ新しい患者それも治って帰るならともかく、ずっとと。そうな

ると受け入れることはできません。最近実は断る患者さんがずいぶん増えました。その方を受けい

れたら、今診ている患者さんの何かをカットしてやらなければならないと。今の患者さんを適当に

して、その分の力をこちらへ注ぎなさいと、それは無理です。 

ある連携パスをどさっと持ってきた方をお断りしました。診たいけど無理だと。そうしたら○○

病院の先生がとても怒って電話をかけてきました。別にその先生をお断りしたわけでも、患者さん

をお断りしたわけでもなく、その病気自体をお断りしたわけです。僕はたまたまそういうことが続

いているんですけど。小さな香美市ですから、他の医療機関の内容も何となく解ります。どこへお

願いしますと言われても、人によったら受入れるかもしれませんが、もう手一杯です。医者の能力

も、それらかスタッフの能力も目一杯になっているところへ、これ以上はもう受け入れられないと。

そうしたらどうすればいいかというと、訪問看護に頑張ってもらうしかないとか、そういうことに

なるんですけど、今の医療機関の実情はそんなもんですので、すぐ受け入れてもらえるというのは

もう一昔前の話しになってきています。 

（寺田会長） 

宇賀先生のようないわゆる、我々もそうですが、高齢の開業医、すでにある一定のキャパを超え

てしまうと出来ないなという方もおられます。ただ一方で、往診をやりたいという先生も中にはお

ります。それはまた別のモチベーションの方もおりますので、宇賀先生の考え方が必ずしも全部と

いうわけではないですけれど。そういうことは宇賀先生ご自身の考え方と思いますので。ただ医師

会としては、やはりこういうシステムを市町村から色んな相談を受けた場合は、一定のそれに対す

る医師会としての対応をしたいと思っておりますので、その辺は理解していただきたいと思ってお

ります。 

・ケアマネとかかりつけ医の連絡票について （岩越委員） 
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（寺田会長） 

これはもう報告だけでいいですね。これは、ケアマネジャーと医師との間の共有ツールという事

になってくると思いますが、これがある一定医師のほうにもアナウンスしなければいけないですが、

ちょっとまだ皆さん方に行き渡っているかどうか不安ですので何か方法を考えてください。 

続いて、ＩＣＴのことについて簡単に今後の予定等お願いします。 

・医療・介護関係者の情報共有にむけて ICT の現状と今後の予定 （宮野委員）  

・南国市認知症初期集中支援チームの取り組みについて （中澤委員）  

（寺田会長） 

次に最後の３つ目の議題、高知県難病患者地域対策推進事業について説明しますので紹介をお願

いします。 

（３） 高知県難病患者地域対策推進事業について （長野チーフ） 資料Ｐ５～９ 

（寺田会長） 

今のはいわゆるご提案です。５ページにある日本一の健康長寿県構想中央東地域推進協議会、こ

れは我々の中の部会というんですか。そうですね。設置するということで南国香南香美地域推進協

議会これは親会というのかな、それから嶺北推進協議会と２つに分けて。この協議会が２つに分け

て、難病対策ですかね、法的に決まっている事ですか。 

（永野チーフ） 

はい。 

（寺田会長） 

ということなので、そういったいわゆる部会を作ってよろしいでしょうかという事です。もし意

義が無ければそうしたいと思いますが。 

（永野チーフ） 

今あります部会の中でやはり難病につきましても同じような事を検討していかなければならな

いと思いますので、難病について検討する機会を持たせて頂きたいと。わざわざ部会を作るのでは

なくて、既存の部会を活用してということです。 

（窪内室長） 

連携部会で、包括の方とかで今まで連携について検討していましたが、今ちょっと休会中です。

また改めて色々検討することができたら、この連携部会を開催していくということとなっています。

また、難病や癌の緩和等、色々他のことも出てきますので、よかったらそれぞれ別々の会を持つの

ではなくて、せっかくあるこの連携部会を利用させていただいて、やらせていただけたらいいなと

いうところで、ご提案させていただいております。 

（寺田会長） 

この連携部会を検討したいということなので、異議がなければよろしいでしょうか。 

（委員）特に異議なし 

（寺田会長） 

最後に全般通じて何かご意見なり何か言い残っていたこと等あれば受けたいと思います。 

（福島委員） 

初めて参加をさせてもらいましたが、県も市もまったくアイディアが無いという状態のように感

じました。 
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僕はケアサポートをずっとやっていますが、デイサービスに通っていた時も、デイサービスの実

情や問題点等改善点というのは、行っている人たちがものすごく分かっています。それに対して市

町村も県も誰も聞きに行ってない。とにかく魚を釣る人に今魚が釣れているのかどうか聞くのが一

番良くて、それを他の所に居る人ばかりで相談しても駄目だと思うんです。やはり、例えば脳卒中

の人達がデイサービスへ行きたがらない、なぜか。そんなことはもう僕らにとっては当たり前と思

うことがたくさんあります。でも、ケアマネさんたちの話しはなんか難しい話ばかりで、全く実情

が分かっていない。行っている人たちが感じている事と、全く違う事を感じているんです。ですか

ら、ここで今言っていることが正しいのかどうか僕自身も解りませんけれど、是非とも地域の中で

現場を見てほしい。このことをぜひともお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

（寺田会長） 

現場を見るという事は、主人公は誰になりますか。現場を見る人は誰になりますか。 

（福島委員） 

それは県とか市町村とか、そういった企画を立てていく人たちが、地域包括ケアを実際にこれか

らプランとして立てて行かなければいけない人たちが、何を立てようかというときに、頭でっかち

の人ばっかりが集まって相談のするのではなく、現実に通っている、そういう人たちの声を聞いて

欲しいという事でお願いをしたいと思います。 

（寺田会長） 

解りました。それぞれ担当といいますか、自分の立場で置き換えてお願いしたいと思います。 

それでは最後に、福島さんからのリーフレットを。 

（福島委員） 

すみません。たぶん発言の機会が無いだろうと思いましたけれど、僕が香美市でやっている脳卒

中リハビリ研究所という脳卒中当事者グループがありまして、それについてちょっとまとめたもの

を皆さんにみていただいて、そのピアで頑張っている人たちがたくさんいるんだという事にちょっ

と気がついていただけたらありがたいと思っています。以上です。 

（寺田会長） 

これはそういう脳卒中の後遺症の方たちの集いという事でよろしいですか。 

（福島委員） 

そうです。 

（寺田会長） 

ありがとうございました。 

それでは時間も 9 時近くになりますので、意見はこれでもう切りたいと思います。それでは事務

局の方に渡したいと思います。 

３ 連絡事項 （事務局） 

（１） リーフレットの紹介と活用のお願い （岩井チーフ） 

（２） 次回推進会議の開催について （鍋島総括次長） 

４ 閉会の挨拶 （田上所長） 


