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Ⅰ．はじめに 

 

 2025年の超高齢社会を控え、平成24年2月に閣議決定された「社会保障・税

一体改革大綱」では、病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実と

重点化・効率化、地域包括ケアシステムの構築等を着実に実現していくことを

重点目標に掲げている。大綱に盛り込まれた「医療・介護の改革」では、医療

提供体制の見直しと医療・介護の連携による地域包括ケアシステムの二つが大

きな柱となっている。 

これを受け、平成25年12月、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための

改革の推進に関する法律」（いわゆるプログラム法）が成立し、さらに平成26

年２月には、「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案」が国会に上程され、審議が開始されている。 

 このような国の施策に基づき、地域住民が住み慣れた地域で必要な医療・介

護サービスを受けながら安心して暮らせる生活を実現できる社会を目指すた

めには、まず、地域医療の担い手を代表する地域医師会が主導して、かかりつ

け医と地域の基幹病院との機能分担や医療連携をこれまで以上に図ることが

必要となってくる。また、医療・介護連携のキーパーソンであるかかりつけ医

を中心とした在宅医療への取り組み強化は、社会ニーズへの対応としての地域

医師会活動の重要課題であることに疑いはなく、その実現のためには、会員一

人ひとりの意識改革と共通認識の醸成が喫緊の課題となっている。 

 高齢者が要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を人生

の最後まで続けることが出来るように、介護保険の保険者である市町村が地域

特性を考慮しながら、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供さ

れる仕組みを作ることが地域包括ケアシステムの目的である。地域包括ケアシ

ステムの実態はシステムではなくネットワークであり、その中心となるのは市

町村や地域包括支援センターに止まらず、地域医師会や介護老人保健施設、訪

問看護ステーション等と、地域の実状において様々であることが考えられてい

る。 
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 こうした社会的背景の下、今期の日本医師会共同利用施設検討委員会への横

倉会長からの諮問事項は「地域包括ケアに向けた医師会共同利用施設の取り組

み」であった。地域包括ケアは医師会病院や介護関連部門にとっては今後の重

要課題であることは間違いないが、検査・健診センターにとっては現時点でや

や関連性の薄いテーマではあった。しかしながら、将来的な介護予防をも見据

えた特定健診や特定保健指導を中心とした疾病予防・重症化予防といった観点

から、検査・健診センターについても地域住民の健康管理への更なる貢献が期

待される。 

一方で、地域包括ケアに対する直接的な関わりにおいては医師会病院と介護

関連部門への期待は一層大きなものとなってくる。医師会病院には、在宅療養

支援病院としての新たな機能はもちろんのこと、地域医師会との強固な連携の

下、入院患者に対する前方連携だけでなく退院支援や在宅療養者の急変時のベ

ッドの確保といった後方連携が求められている。介護関連施設については、居

宅介護支援事業所や訪問看護ステーションを中心として会員の実施する在宅

医療への更なる支援が求められているが、既に先進地域で見られるような地域

包括ケアの拠点としての機能を果たすことも視野に入れるべきである。また、

現時点では、十分な本来機能を発揮できていないと評される地域包括支援セン

ターであるが、多職種協働による今後の地域包括ケアシステムにおける中心的

な存在であることは間違いなく、医師会立地域包括支援センターには全国にお

ける地域包括ケアのオピニオンリーダーとしての役割を期待したい。
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Ⅱ．地域包括ケアと医師会共同利用施設 

１.「地域包括ケアを巡る制度の経緯と現状」 

（１）平成24年介護保険法改正とその背景 

 平成24年4月1日、新しいサービスの創設、介護職員等によるたんの吸引等の

実施、保険料の上昇緩和のための財政安定化基金の取崩し等を定めた介護保険

法改正法が全面施行された。改正後の法第5条第3項で「地域包括ケア」に係る

理念規定が創設され、 

「国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域で

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険

給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状

態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止の

ための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策

を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推

進するよう努めなければならない」 

と明記された。 

平成21年度に公表された「地域包括ケア研究会報告書」では、 

「2025年の高齢社会を踏まえると、高齢者ケアのニーズの増大、単独

世帯の増大、認知症を有する者の増加などを背景として、介護保険サー

ビス、医療保険サービスのみならず、見守りなどの様々な生活支援や成

年後見等の権利擁護、住居の保障、低所得者への支援など様々な支援が

切れ目なく提供されなければならない」現状では、「各々の提供システ

ムは分断され、有機的な連携がみられない」ので、「地域において包括

的、継続的につないでいく仕組み」 

が必要だとした。 

また、「地域包括ケアを支えるサービス提供体制の在り方 」について、次

のように主張した。 



Ⅱ．地域包括ケアと医師会共同利用施設 

 - 4 -  

「地域住民は住居の種別（従来の施設、有料老人ホーム、グループホ

ーム、高齢者住宅、自宅）にかかわらず、おおむね30分以内（日常生

活圏域）に生活上の安全・安心・健康を確保するための多様なサービス

（居場所の提供、権利擁護関連の支援、生活支援サービス、家事援助サ

ービス、身体介護、ターミナルを含めた訪問診療・看護・リハビリテー

ションなどのサービスが個々人のニーズに応じて切れ目なく総合的か

つ効率的に提供される。）を24時間365日を通じて利用しながら、病院

等に依存せずに住み慣れた地域での生活を継続することが可能になっ

ている。」 

そして、「地域包括ケアを支える人材の在り方」として、 

「2025年には、地域包括ケアを支える人材間の役割分担と協働が図

られ、人材の専門能力の一層の向上と生産性・効率性向上が図られてい

る。また、医療や介護の専門職のほか、高齢者本人や住民によるボラン

ティアといった自助や互助を担う者など、様々な人々が連携しつつ参画

している。」 

としている。 

 

（２）政府の対応 

 この地域包括ケア研究会報告書の提案を受けて、政府は【地域包括ケアの 5

つの視点による取組み】として、地域包括ケアを実現するためには、次の 5 つ

の視点での取り組みが包括的（利用者のニーズに応じた以下の①～⑤の適切な

組み合わせによるサービス提供）、継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切

れ目ないサービス提供）に行われることが必須と判断した。  

①医療との連携強化  

・24 時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化 

②介護サービスの充実強化  
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・特養などの介護拠点の緊急整備 

・24 時間対応の在宅サービスの強化  

③予防の推進   

・できる限り要介護状態とならないための予防の取り組みや自立支援型の

介護の推進 

④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護等  

・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な

生活支援（見守り、配食等の生活支援や財産管理等の権利擁護サービス）

サービスを推進 

⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備（国交省）  

・高齢者専用賃貸住宅と生活支援拠点の一体的整備 

・持ち家のバリアフリー化の推進 

 

介護保険法改正法では、地域包括支援センターが中心となって、地域の医

療・介護・福祉関連団体が連携し、在宅高齢者に対して24時間途切れないサー

ビスを提供する支援体制構築の推進のため、「24時間対応の定期巡回・随時対

応サービス及び複合型サービスの創設」、「介護予防・日常生活支援総合事業

の創設」、「地域包括支援センターと地域ケア関係者の連携強化」が盛り込ま

れた。 

 地域包括支援センターの介護予防事業は、平成 18 年度から実施されたもの

で、その導入の経緯は「軽度の認定者（要支援・要介護 1）の大幅な増加」と

「軽度者の原因疾患の約半数は、体を動かさないことによる心身の機能低下」

であると説明された。そのため、介護保険の基本理念である「自立支援」の趣

旨から「要介護状態の発生をできる限り防ぐこと」、「要介護状態になっても、

状態がそれ以上に悪化しないようにすること」及び「その人の生活・人生を尊

重し、できる限り自立した生活を送れるように支援すること」が意図された。

しかし、要支援・要介護認定非該当等の多くの高齢者を対象とする介護予防事

業は、様々な要因から円滑に実施することができなかった。 
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そこで、改正法では、新たに「介護予防・日常生活支援総合事業」（法第 115

条第 45 第 2 項関連）を創設し、一次予防事業として、保険者が以下のサービ

スを実施することにした。  

１．栄養改善を目的とした配食  

２．定期的な安否確認・緊急時対応  

３．その他介護予防・日常生活支援に資するサービス  

 また、二次予防事業としては、①運動器の機能向上、②栄養改善、③口腔機

能の向上、④閉じこもり予防・支援、⑤認知症予防・支援、⑥うつ予防・支援

のメニューを組み合わせて実施することになった。 

 

（３）地域包括ケアシステムにおける問題 

保険者である市町村には、予防サービス、生活支援サービス及びケアマネジ

メントにより、地域社会全体のマネジメント機能を効果的に発揮することが期

待されている。地域包括ケアシステムは、これらが機能しなければ構築できな

いことから、今後の大きな課題である。しかし、各種の要因で家族の力や地域

の力自体が脆弱化している現状で、地域包括ケアシステムは不可欠であるもの

の、その構築には今後、長い時間が必要である。 

 特に、地域包括支援センターは改善の必要がある。例えば静岡県の 133 か所

の地域包括支援センターに対する調査結果は次のようなものであった（平成 24

年度厚生労働省が実施した際の調査票を元に静岡県が集計）。 

・職員の力量不足（48.9％） 

・業務量に対する職員数の不足（52.6％） 

・業務量が過大（77.4％） 

・関係機関との連携が十分でない（44.4％） 

・専門職の確保（40.6％） 

このような調査結果をみただけでも、地域包括支援センターを中心とした、

地域社会全体のマネジメント機能を発揮するための課題は多く、かなり複雑で
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難しい業務だといえる。 

このような現状において、医療関係者の介護保険制度に対する理解は進んで

いない様子である。医療従事者のうち、介護予防サービスや生活支援サービス

に関心があるのは僅かで、介護関係者であってもこのようなサービスに自らが

関係していると考えていない人々も多い。さらに、多くの医療・介護関係者の

認識では、「介護予防・生活支援サービスは保険者の仕事」や「ケアマネジメ

ントの問題はケアマネジャーの問題」といった考えが多いと言わざるを得ない

現状である。 

地域社会全体のマネジメント機能を発揮するには、地域に存在する医療機関

や介護保険施設及び介護事業者の三者の連携とともに、保険者との協調が必要

である。ボランティアや NPO にも期待することはできるが、それ以前に医療・

介護従事者に複雑な介護保険制度全体の理解と協力を強く求めることがまず

は必要ではないだろうか。地域が崩壊してしまえば、医療も介護も基盤を失う

ことになる。医療事業や介護事業は地域からの広範な理解と協力を得られない

経営戦略ではそもそも成り立たないことを明確に認識することが必要である。 

国が進める地域包括ケアシステムは、①医療との連携強化、②介護サービス

の充実強化、③予防の推進、④見守り、配食、買い物などの多様な生活支援サ

ービスの確保や権利擁護などとともに、⑤高齢期になっても住み続けることの

できるバリアフリーの高齢者住まいの整備といった取り組みが、包括的かつ継

続的に行われることが必須だと説明されている。 

 

（４）高齢者への生活支援サービスの課題と対策 ～配食サービスを例に～ 

今後も都市部で急増する独居世帯や高齢夫婦のみ世帯の増加、更には認知症

の増加に対して、様々な生活支援サービスが必要なことは明らかである。 

生活支援サービスとして、何らかの安否確認や配食サービスを進めている保

険者である市町村は、正確な数字は公表されていないが、平成 25 年中には半

数以上になると考えられる。予防・医療・介護を包括的、継続的に進めるに際

しては、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院のネットワークがあれば実現
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の可能性が高くなり、複数の医療機関が連携する連携強化型のシステムが構築

できれば、日常生活圏域における強力なパワーとなる。 

しかし、連携体制を円滑に進めるには、同一法人や姉妹法人間であってもか

なりの努力が必要であり、まして、全く関係のない医療法人・社会福祉法人・

NPO・株式会社等との連携体制構築は簡単にはできるものではない。競合関係

にある法人間の連携関係構築は、誰かが音頭を取らなければ進まず、自分だけ

で独占したいと考えている法人では地域の理解と支持が得られるはずもない。 

なお、地域包括ケアシステムの構築を難しくしている要因には、保険者側の

問題もある。介護予防や生活支援サービスは、介護保険料の 3％を財源に、保

険者の自由裁量の部分がある。日常生活圏域の場合、頼りになるのは地域包括

支援センターとなるが、多くのセンターは民間に委託され、3 人程度の職員が

多様な業務に忙殺されている現状がある。運営形態については、市町村が直営

するセンターから、医療法人や社会福祉法人あるいは医師会に委託されている

ものまで多種多様だが、保険者直営のセンターが機能を発揮しているかという

と、十分であるとも言い切れない現状もある。 

また、配食サービスなどは、市町村の行政区画全域をカバーする事業者から

の入札方式で決定されているが、前述の通り「おおむね 30 分以内に駆けつけ

られる圏域」とされる一方で、配食サービスの入札条件で全行政区画を対象と

しなければならないのは、全地域を平等にという考えであるにしても、適切で

はない。複数の事業やボランティアがチームを組む方式を奨励する方が望まし

いと考える。 

以前から配食サービスを進めていた社会福祉法人では、「市全域をカバーで

きないので、配食サービスの応札ができない」、「配食サービスのために新たに

設立された NPO が指定を受けたが、高齢者ケアに関する実績がなく、サービス

内容や包括ケアシステムの一員になりにくい」といった率直な疑問も挙がって

いるとのことである。 

配食サービスは、市場経済のサービスとしての飲食店の出前や宅配サービス

として普及してきた長い歴史がある。この配食サービスを、独居高齢者の地域
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福祉サービスとして展開したのは、昭和 38 年の老人福祉法制定以降であり、

先駆的な社会福祉法人などが弁当を作り、住民のボランティアが配達するとい

う形態であった。この形態は毎日の食事を確保することが困難な要介護や要支

援高齢者の食生活実態における有効な手段として認識され、僅かではあるが民

間病院や、地域福祉の一環として社会福祉協議会が取り組むという事例もあっ

た。 

地域に居住し体力の衰えや障害によって、買い物や調理ができない等の理由

で、毎日の食事が確保できなくなれば、他者からの援助に頼らざるを得ない。

この問題は、家族や親族あるいは地域住民が手を差し伸べることによって解決

することは多いが、地域で孤立しがちな単身高齢者世帯などでは、何らかの社

会的サービスが求められることになる。平成 12 年の介護保険制度創設によっ

て、それまでのホームヘルプは、訪問介護事業として急速に量的拡大し、訪問

して調理をヘルパーが担当する件数も飛躍的に伸びた。また、多くの通所介護

事業所や通所リハビリテーション事業所でも食事が提供されたことから、介護

保険制度創設以降は、一時的に配食サービスのニーズの伸びが鈍化した。しか

し、急激な要支援高齢者の増加や地域社会の崩壊により、地域で孤立する高齢

者の食の確保策として、改めて配食サービスが重要視されるようになった。た

だし、介護保険制度は、要支援・要介護者の自立支援を目的としたため、配食

はあくまでも地域福祉の一環であり、介護保険サービスの給付とは考えられな

かった。また、平成 17 年 10 月からは、介護保険施設における給食サービスも

全額利用者負担となり、食事の提供は介護保険給付外という基本的な考え方が

整理された。しかし、翌 18 年 4 月から介護予防事業が導入され地域支援事業

も開始されたことにより、配食サービスのあり方が再検討される。その結果が、

「介護予防・日常生活支援総合事業」であったとも考えられる。 

平成 24 年度より「介護予防・日常生活支援総合事業」に着手した保険者の

多くは、それ以前に何らかの配食サービスが実施されていた地域である場合が

多い。これは、もともと高齢者の地域福祉施策が充実していた市町村が「介護

予防・日常生活支援総合事業」に着手したとも考えられる。 
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この事業による配食サービスには、各種の方法がある。ある地域では、保険

者から地域包括支援センターを委託された地区社会福祉協議会が対象者を把

握し、管理栄養士がいる介護老人福祉施設が弁当を製造し、地区社会福祉協議

会が育成したボランティアが安否確認を兼ねて配達するという形態である。こ

の場合、週 4 回、1 回 400 円程度で食事が提供されている。別の例では、市が

対象者を把握し、全市内を一括して配食できる業者からの入札により決定し、

その業者に安否確認もさせるというものである。前者と後者には、行政の関与

の程度、対象者の把握方法、ボランティアの活用、安否確認の方法などで大き

な違いがある。ある自治体では、長年、介護老人福祉施設がボランティアとと

もに配食サービスを実施してきたが、新たな入札方式で不採用になり、配食サ

ービスを縮小したケースもある。 

 このほかに、どこで、誰が、どのような目的で、どのような食事内容・保温

状態かというような違いもあり、配達の方法も色々である。さらに、提供され

る食事の内容についていえば、食の安全、食べやすさ、個別ニーズへの対応、

管理栄養士の関与の度合いなどでも差が生じている。今回の調査結果では、実

態把握が必ずしも十分でない場合もあるが、詳細な実態把握により、「介護予

防・日常生活支援総合事業」における配食サービスに何らかのガイドラインが

必要であると考えられる。 

生活支援サービスについては、対応できる事業者が行えばよいのか、それと

も地域包括ケアシステムの一部として機能するために、他のサービスと包括

的・継続的に対応できる事業者を保険者が注意して選択するかという課題もあ

る。理想的には、地域医師会等と連携しつつ、地域の高齢者ケアを提供する医

療法人や社会福祉法人がチームを組み、生活支援サービスの提供を進めること

が望ましい。このような方向に転換しない限り、地域包括ケアシステムの構築

はより難しくなる。 

平成 25 年 12 月 20 日にとりまとめられた社会保障審議会介護保険医療部会

（第 45 回）「介護保険の見直しに関する意見」にある「１．地域包括ケアシス

テムの構築に向けた地域支援事業の見直し」中の「（１）在宅医療･介護連携の
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推進」においても、以下のように言及されている。 

「地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、市町村が中心となって、

国と都道府県の支援の下、地域の医師会等と連携しつつ、取り組む（平

成 30 年度には全ての市町村で実施し、小規模市町村では共同実施を可能

とする）。」 

 

（５）まとめ 

 地域包括ケアシステムの構築には多くの課題があるが、地域における生活支

援のシステム構築はかなりの困難が伴う。現在、地域包括ケアシステム構築に

向けた取り組み事例と公表されているのは、全国で僅か 10 地区（東京都世田

谷区、新潟県長岡市、鳥取県南部町、千葉県柏市、三重県四日市市、大分県竹

田市、熊本県上天草市、埼玉県川越市、鹿児島県大和村、鳥取県境港市・米子

市）に過ぎない（平成 25 年 8 月 28 日社会保障審議会介護保険部会資料）。 

ただし、これらの地域は、あくまでも「取り組み事例」であり、システムの

一部が動き出したに過ぎない。地域包括ケアシステムは、各保険者の介護保険

事業計画に明確に位置付ける必要がある。そのためには、第 6期介護保険事業

計画（平成 27 年度から平成 29 年度）が重要になる。それゆえ、平成 26 年度

の計画立案過程が大きな意味を持つと考えられる現状にある。 

 さらに、平成 26 年通常国会に上程された「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案」により、医療

（特に在宅医療）と介護の総合的、一体的な推進が進められようとしている中、

各郡市区医師会は、地域住民のため、早期から市町村行政と連携し、予防、発

症から入院医療、介護に至るまでの切れ目のない提供体制を構築するべきであ

る。同時に、地域の高齢者等のため、例として挙げた配食サービスをはじめ、

様々な生活支援サービスの充実に努めるべきである。 

 

 地域包括ケアシステムの構築に地域支援事業の見直しは不可欠であり、地域
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医師会との連携なしには成し遂げることはできない。それゆえ、医師会共同利

用施設は、地域の医療・介護提供者との連携の下、こうした体制の拠点として

機能していくことが求められる。 

 都道府県医師会においても、平成 27 年度以降の地域医療ビジョンの策定、

平成 30 年度から期間等の整合が図られることになる医療計画及び介護保険事

業支援計画の作成に主体的に関わり、各地域の包括ケアシステムの構築、医師

会共同利用施設の有効活用に図られたい。 

次項以降で、現在行われている医師会の取り組みについて紹介する。 
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２.在宅医療推進を拒む要因と人材育成(京都府医師会の取り組み) 

（１） 在宅医療を拒む要因 

医療の発展や生活環境の改善などにより、高齢者は活気のある自立した生活

を送ることが可能となった。多くの高齢者はそのような生活の継続を願ってお

り、老いや死を遠ざけようとしている。しかし、加齢や疾病により生活機能が

低下し、やがて死を迎えることは、誰にも避けられない現実である。わが国は、

経済発展を遂げたが、一方で少子化、核家族化、都市化など社会構造が変化し、

その結果として介護力や地域力の低下を招いた。このような現状では、介護や

療養が必要な状態になった時に、自宅での生活や地域での暮らしは危機にさら

されることになる。多くの高齢者が不安を抱いて生活している。今、最期まで

その人らしく生きること、それを支えることが大きな課題となっている。 

 

 「地域包括ケア」の目指すものは、高齢者が介護や療養が必要になっても、

地域で関わりを持ちながら、自分の意思で生活の場を選択でき、個人の尊厳が

尊重される社会を実現すること、住み慣れた地域で安心して暮らしていける社

会を築くことである。これを実現するには、医療、介護、福祉、予防、生活支

援、住まいなどに関わるサービスや支援が適切かつ一体的に提供される環境整

備が必要であるが、同時に、地域住民が価値観を共有し、協同することも重要
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である。つまり、「地域包括ケア」とは、少子超高齢社会を乗り切るための価

値観と環境整備＜絆と土台＞の再構築である。しかし、低迷している経済状態、

また市場主義、競争社会によって回復を図ろうとする方向性の中で、必要な環

境整備や価値観を熟成することは容易ではない。強い逆風ではあるが、地域包

括ケアを社会全体で実現すべきである。医師会は医療環境の整備だけでなく、

地域包括ケアの推進に努めなければならない。 

医療は「地域包括ケア」を支える大きな柱の一つである。すべての医療機関

が機能分担しながらその役割を果たすことが重要であるが、地域に密着して展

開されるかかりつけ医機能向上、特に在宅医療の整備が鍵を握っている。在宅

医療のニーズは高まっているが、その受け皿の整備は未だ不十分な状況である。

在宅医療を専門的に行う医療機関の増加など新たな動きがあるのは確かであ

るが、積極的に在宅医療を取り組む医師は未だ多いとは言えない。待ちの医療

である外来診療に比し、出かける医療である在宅医療は肉体的な負担が大きい。

このことは在宅医療に対して消極的になる要因の一つではあるが、もっと大き

な要因は、在宅医療に対する精神的な負担及び価値観ではないかと考えざるを

得ない。医師が在宅医療に精神的負担を感じる背景、また在宅医療への価値観

には、わが国の医療の発展の過程が大きく関与している。 

経済成長、国民皆保険制度などの追い風を受けて、わが国の医療は発展して

きた。診断や治療能力の向上のため医学や医療技術は進化し、病院を中心に専

門分化しながら進歩してきた。医師の教育や養成またキャリアアップも病院を

中心に展開されており、当然の結果として医師の専門医志向が強くなっている。

大多数の診療所医師も病院でのキャリアを経て開業しており、専門性を有して

いる。診療所の医師は専門分野の診療に加えて、かかりつけ医機能を担ってい

る。これが日本の医療の特徴であり、強みでもあるが、超高齢社会においては、

在宅医療や多職種協働など果たすべきかかりつけ医機能が多様化し、また拡大

している。専門性を重視する傾向の中で、かかりつけ医機能の理解、役割遂行

への意欲は医師によって大きな格差を生じており、在宅医療に対する価値観も

異なる。このことが在宅医療推進を阻む一つの要因となっていると考えられる。 
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また、わが国の医学教育また研修、生涯学習において専門性を磨く環境は十

分にあるが、かかりつけ医機能や在宅医療に必要な知識、技術、考え方などを

学び、磨く機会は少ない。在宅では病院とは異なった医師の役割を果たさなけ

ればならないこともある。これに医師は戸惑いを感じ、在宅医療を実践するこ

とへの抵抗となっている。医師は病院での医療を基準に医療の質を考える傾向

にあり、病院での医療に比し制限が多く勝手が異なる在宅医療への不安を抱く

ことは当然のことと言える。国民の側にも、医療に対する期待、健康への願望

の高まりによって、大病院志向に代表される価値観が形成されている。医師は、

このような価値観の中で在宅医療を実践するリスク、本人・家族の在宅医療の

イメージとのギャップに大きな不安を感じる。このような不安も、在宅医療の

推進を阻む大きな要因と言える。 

医療の発展過程で生じた専門分化、医師の価値観、教育や研修システムでは、

超高齢社会の医療ニーズに十分に対応することが困難となってきている。地域

包括ケアに必要な医療また超高齢社会に対応できる医療を提供するには、医学、

医療のあり方また医師の役割について、広い視野から見つめ直し、自律的に再

構築することが求められている。同時に、国民にも正しく地域包括ケアや在宅

医療の意義や目的について理解を得ることが必要である。 
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（２）地域包括ケア、在宅医療推進における医師会及び医師会共同利用施設の役割 

地域包括ケアの確立には、在宅医療の推進が不可欠である。そのためには、

在宅医療に対する不安の軽減、戸惑いの解消、在宅医療の価値についての共通

理解を得ることが重要である。医師会または医師会共同利用施設がその役割を

果たすことが強く求められている。 

 

 

（３）在宅医療に対する不安軽減のための取り組み 

在宅医療で医師が不安を感じる要因は、在宅医療の特徴にある。下表のよう

に、在宅医療は、医師が医療の質の基準として最も重視している診断や治療へ

の制限が多い医療である。病院の医療を標準として考えると、在宅での医療は、

医師だけでなく患者本人・家族にとっても大きな不安要因となる。 

 

在宅医療の制限を補うためには、医師が研修や臨床経験などにより在宅での

診断や治療の質を向上させること、また、更なる在宅で使用可能な医療機器の

開発や医療技術の革新が求められる。加えて、在宅での診断や治療が困難とな

った時に、病院との連携により解決を図ることが重要となる。しかしながら、
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現状は在宅患者の入院は容易ではない。平成 21 年に京都府医師会が行った調

査において、在宅で急性疾患が発症した時に 3割強の病院において何らかの受

け入れ制限があることが判明している。 

 

 

 

病院にとって在宅患者の受け入れ困難な理由として、在宅患者は医療だけで

完結せず介護が必要なこと、せん妄、認知機能低下などに伴うリスクが大きい

こと、退院後の受け皿の確保や家族の意向などにより退院調整が困難であり入

院が長引く可能性があること、在宅医療支援機能が病院の選択する医療機能と

乖離し経営に影響を及ぼすことなどが挙げられる。在宅を支援する病院の重要

性について認識は高まっているが、未だ上記の懸念を払拭するような診療報酬

や制度による支援は得られていない。 

上記のように、在宅医療に伴う不安は二種類ある。一つは在宅で提供可能な

医療の質に対する不安、もう一つは在宅困難時における病院の受け入れに関す

る不安である。また、病院にとっても、在宅患者を受け入れることへの不安が

あり、患者・家族の不安も大きい。不安の軽減が在宅医療推進に鍵を握ってい

ると言える。 
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このような不安を少しでも軽減するために、京都府では、「在宅療養あんし

ん病院登録システム（以下：あんしん病院システム）」を平成 24 年 1 月より開

始した。京都府医師会、京都府社会福祉協議会、京都府、京都市の呼びかけに

より、地域包括ケアをオール京都体制で推進するために、平成 23 年 6 月に 39

の高齢者を支援する団体、行政などによる京都地域包括ケア推進機構が創設さ

れた。現在、多職種協働を必要とする認知症、リハビリテーション、介護予防

などのプロジェクトが進行している。先行して取り組んだ在宅医療に関するプ

ロジェクトにおいて、「あんしん病院システム」が立案・計画され、稼働して

いる。本システムの特徴は以下の通りである。 

 

① 在宅で可能なことは、在宅で対応することを前提とし 

② 在宅医療の制約により生じる問題について、かかりつけ医の関与のもと、

受診や入院を依頼可能な病院を複数事前登録し、病院へのアクセスしやす

い環境を整備し、在宅療養の継続や在宅復帰を困難にする重症化を防ぎ、

在宅療養の継続を図る 

③ 在宅関係者と病院の協働による退院支援また入院を依頼したかかりつけ

医が退院後の受け皿になることで、退院しやすい環境を整備する 
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あんしん病院システムは京都府独自の取り組みであり、解決すべき課題が山

積しているが、本システムを通じて関係者間の在宅医療に対する共通認識が深

まり、在宅医療が推進されるだけでなく、在宅・病院連携、多職種協働、病院

機能分化など、地域包括ケアに必要な関係性が構築されることを期待している。 

医師会立病院の役割として、ニーズの高まる在宅医療の支援を積極的に実行

することが望まれる。また地域包括ケアの推進には、行政、関係団体が地域包

括ケアについて協議する場を設け、協働する体制を構築することが求められる。

そのためには、医師会の働きかけ、積極的な参加が求められる。 

 

 

（４）在宅医療に対する戸惑いの解消 

 生命を救う、病気を治す、病気を防ぐ、障害からの回復を図るなど医療の目

的は、病院であれ、在宅であれ変わることはない。そして、共通の最大目的は

「その人らしい生き方を支える」ことである。これらの目的を果たすための役
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割として、病院には高度、専門的な医療やリハビリテーションが求められ、在

宅では一次医療、全人的医療、終末期や看取りまでの継続的な医療が求められ

る。提供される医療は、対象となる患者、病期の差異により内容や性格が異な

る。看取りや緩和医療など在宅の方が相応しい医療もある。医師が果たすべき

基本的な役割は、診断や治療など医療の専門家としての役割である。加えて、

適切な医療を提供するためには、他にも果たすべき医師の役割がある。医療の

提供場所、内容によって、医師に求められる役割は変化する。医師は、医療の

責任者として医療提供をマネジメントする機能が求められる。病院ではチーム

医療のリーダーとしての役割、患者・家族へのインフォームドコンセントの実

施などを行うが、在宅では、それに加えて、介護などの職種への指導、支援な

ども求められる。また、在宅医療は生活の中での医療であり、直接的にその人

らしい生き方を支える役割を担うことから、対人援助者としての役割をより強

く求められる。具体的には、苦痛や不安を緩和すること、生活機能の維持・向

上のためにその人全体を把握し、多職種と連携して維持向上に努めること、意

思決定への支援、患者本人だけでなく家族への継続的なケアなど、伴走者とし

ての役割を果たさなければならない。 
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このような在宅医療における役割を果たすためには、必要な知識、技術、考

え方は多岐に亘る。現在の医学教育、病院中心の研修、専門医としての診療に

おいて、これらを学び、習得する機会は少ない。また、在宅医療で求められる

役割は、医師にとって不慣れな部分も多く、医師の負担感も大きい。在宅医療

の現場で、医師は戸惑うことが多く、在宅医療に積極的に参加することにため

らいを感じる。在宅医療において医師に求められる能力、例えば、制限の多い

環境下であっても医療の専門家として適切な診断や判断を下す能力、医療の責

任者として多職種と連携するための能力、対人援助者としての能力など、在宅

医療において医師に求められる役割を果たすための能力を身に付けるために

は、かなりの支援が必要である。 
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京都府医師会では、医師が在宅医療で感じる戸惑いを軽減するための取り組

みとして、医師会館新設に伴い、平成 23 年 4 月に「京都府医療トレーニング

センター」を開設した。 

本センターでは救命救急処置や最新医学の研修だけでなく、在宅医療の研修

も実施している。医師だけでなく広く多職種また府民向けに門戸を開き、研修

も行っている。また平成 24 年 10 月から、「京都在宅医療塾」を開講し、在宅

医療に必要な知識、技術、考え方の習得、参加者のディスカッションを通じて

の在宅医療への価値観、理解を深めている。 

 

 

 

 

「京都府医療トレーニングセンター」は会員支援という意味で医師会共同利

用施設の新たな展開とも言える。また、多職種や府民に開かれた施設であり、

これまでの共同利用施設と同様の使命を有している。 

医師会は、地域包括ケアの推進に重要な、在宅医療の拠点としての役割を担

うべきと考える。 
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（５）在宅医療の意義についての共通理解、価値観の熟成 

 地域包括ケアの大きな柱である在宅医療を推進するためには、在宅医療の意

義を明確にし、社会全体で在宅医療に対する価値観が共有されることが必要で

ある。また、医師の在宅医療への参加を促すには、まず医師間での在宅医療へ

の共通理解が必要となる。そのために医師会の果たす役割は大きい。 

在宅医療の意義として、「住民ニーズとしての在宅医療」、「在宅医療の利点」、

「シーズとしての在宅医療」がある。 

「住民ニーズとしての在宅医療」に関しては、各種調査において、住み慣れ

た自宅で過ごしたい、地域に暮らしたいという多くの高齢者からの声が聞かれ、

住民の在宅医療へのニーズは大きい。しかし、現実には、独居や高齢世帯が増

加する状況下で、医療だけでなく介護などの条件が整わず、その望みは叶わな

いことが多い。また、自宅で住み続けるために、QOL をある程度犠牲にして我

慢するという実態もある。このように医療だけでは解決できない側面もあるが、

医師会としては、住民からのニーズに応えるべく、在宅医療の受け皿拡大に努

力すべきである。 
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「在宅医療の利点」に関しては、在宅という場が、患者にとって大きな利点

になることがある。在宅医療の現場では、自宅で過ごすことにより、意欲が向
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上し、生活機能が回復することを経験することがある。また、緩和ケアにおい

て、自宅では必要な麻薬量が減ることもある。自宅には、回復や緩和の潜在力

があると推測される。QOL の向上という意味で在宅という生活の場、患者本人

及び家族にとってのホームグランドで医療を提供する意義は大きい。 

 

 「シーズとしての在宅医療」に関しては、先進医療や専門的な医療の臨床や

研究において、医師はやりがいを感じ、満足を得ている。在宅医療の現場にお

いても、医師がやりがいや達成感を得られる場面は多い。超高齢社会において、

医療の第三のフィールドである在宅医療は急速に拡大しており、診療報酬や医

療計画による追い風も吹いている。患者・家族にとっての利点、また医師にと

っての利点を活かすためにも、医師はシーズとして在宅医療に取り組むべきで

ある。 

 在宅医療の意義についての理解を深めるために、また地域包括ケア推進のた

めの価値観を熟成するために、京都府医師会では平成 20 年 3 月より「京都在

宅医療サポートセンター」を設置して、医師、関連職種への情報提供、府民へ

の在宅医療に関する情報発信を行っている。 

 今後は、医学教育や臨床研修において、これからの医療を担う医学生や研修
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医に対して在宅医療や地域包括ケアの意義を伝え、経験する機会を提供するこ

とが重要と考える。このことは、地域の医療機関の協力なしには実現不可能で

あり、大学や臨床研修病院と連携し医師会が取り組むべき課題である。また、

地域住民の在宅医療や地域包括ケアへの理解を得るには、一方的な情報発信で

は不十分であり、医師と地域住民が対話する場の設定が必要と考える。 
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３．各医師会の取り組み状況 

（１）地域包括ケアを巡る兵庫県内の郡市医師会の現状 

 地域包括ケアの概念は厚生労働省が「在宅医療・介護あんしん 2012」の中で

掲げたもので、医療・介護機能再編の方向性として「病院・施設から地域・在

宅へ」、「医療から介護へ」の旗印のもと、入院・退院・在宅復帰を通じて切れ

目のないサービス提供を目指したものであるが、その在宅の主座は「サービス

付高齢者住宅を中心とした整備」とされており、住み慣れた我が家ではないこ

とに注意が必要である。 

 兵庫県医師会では、地域包括ケアの現状を把握すべく医師会共同利用施設委

員会で検討を行ったが、医師会立病院は県下には存在せず、医師会立の介護保

険関連施設も極めて少数であるなどの背景より、共同利用施設としては地域包

括ケアにあまり関与していないとの認識で、郡市区医師会がどのようにこの問

題に取り組んでいるかについてアンケート並びにヒアリングを加えた調査を

平成 25 年 6 月に行った（回答状況の詳細は報告書巻末資料、p.81 を参照のこ

と）。 

 この調査によると、41 郡市区医師会で、地域包括ケアがうまくいっている事

例があると考えられる地域医師会は、委員会などの会議に参加している事例を

含めても 17 医師会にとどまっており、その内容も行政の地域包括支援センタ

ーに医師会員を派遣しているといった程度のものが大半である。患者が悪化し

た時の入院治療を担当する病院の担当者も参加しているケースは、垂水区、川

西市、宍粟市、養父市、丹波市の 5 医師会に限られるが、概して人口の少ない

医師会で、中核病院が限定される医師会の方が病院との連携・協調がうまくい

っているように見受けられる。また、地域医師会内に地域包括ケアに関わる部

会が複数存在し、専任の部会が明確になっていない医師会が大半であるのが現

状である。 

 地域包括ケアが世界に例のない高齢社会を乗り切るための切り札との国策を

理解はできるものの、「サービス付高齢者向け住宅（サ高住）」へ高齢者を集め

て介護する施策は、本来国民が望む在宅医療とはかなり異質のものと言わざる
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を得ず、昔批判を受けた「社会的入院」をさらに医療が十分行き届かない施設

へ形を変えて囲い込んだようにも見え、これに付随して在宅ビジネスとも揶揄

される問題のある業者の出現も社会問題となってきている。 

費用削減の発想のみが先行する施策では綻びが随所に出てくる懸念が拭い

きれず、十分な予算措置をして本来の「国民が望む在宅医療」に少しでも近づ

けていくことが望まれる。 

また、地域包括ケアがうまく機能するためには調整役が不可欠であり、この

役割を担うために地域医師会と行政が息の合った連携でこれに対処すること

が求められ、入院機能を担う病院群も含めた更なる連携強化と、医師会内部で

の窓口の一本化などの機能整理が必要と考えられる。 
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（２）浦和医師会の地域包括ケアへの取り組み 

－地域包括ケアにおける医師会共同利用施設の役割－ 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年は未曽有の超高齢社会となる。2030 年

には、65 歳以上は 32.0％、75 歳以上は 18.7％に達すると推計され、年間死亡

数は約 160 万人と増加し、看取り難民も約 40 万人発生すると言われている。

そこで国は地域医療を地域包括ケアシステムへ大きく舵をきった。地域包括ケ

アシステムとは30分程度で駆けつけられる中学校区あたりを一つの地域とし、

病院・施設から地域・在宅へ、医療から介護へ、住み慣れた地域で最後まで安

心して暮らせる社会を作り上げることである。これは施設完結型から地域完結

型へ転換することで、在宅医療が大変重要となる。 

 以下に「浦和医師会の在宅医療ケア・サーベイランス」について報告する。 

浦和医師会では、平成9年 4月より在宅医療ケア・サーベイランスを開始し、

医療機関の在宅医療ケア・サーベイランス報告を毎月とりまとめている（図１）。

平成 23 年度までの統計では、訪問診療実施医療機関数は平成 9年度 83 機関だ

ったが、平成 23 年度は 82 機関と横ばいで推移してきている。しかし、訪問診

療実施患者数は、平成 9 年度 584 人から平成 23 年度 1,964 人と増加している

（図２）。訪問診療医療機関数は増加していないが、患者数は 3 倍以上増加し

ている。これは訪問診療に特化している医療機関が患者数を伸ばしているほか

に、施設への訪問診療が増加しているためである。浦和医師会には 6 つの医師

会共同利用施設がある。さいたま市民医療センター（浦和医師会・大宮医師会・

さいたま市与野医師会・岩槻医師会）、浦和医師会メディカルセンター（検査

部・健診部）、浦和訪問看護ステーション、浦和東訪問看護ステーション、浦

和医師会居宅介護支援センター、浦和休日急患診療所であるが、在宅医療に関

しては在宅医療委員が担当しており、共同利用施設の委員会とは別組織となっ

ており、共同利用施設の在宅医療への関与は薄いと言わざるを得ない。 

地域包括ケアに向けた動きはこれからであるが、これまでの他の事業でも行

政と密に進めてきたことも勘案しつつ対応していきたい。  
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図 1 

 

図２ 
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（３）東京都医師会における地域包括支援センターの現状と課題 

 地域包括支援センターは、平成 18 年に全国 69 事業所が医師会共同利用施設

として立ち上げられ、2011 年で 94 事業所となっており、東京都医師会におい

ても 10 事業所から 15 事業所と増加している。医師会共同利用施設の各種ある

施設の中でも地域包括支援センターの増加は目立っており、今後の地域医療の

展開に欠かせない存在と、市区医師会においても認識している。 

 東京は団塊世代の高齢化により、急激に高齢者数の増加が見込まれるが、高

齢者人口に対する介護保険施設の定員数が全国平均を大きく下回っているこ

と、地域のつながりが希薄なこと等の大都市共通の課題もある。国土交通省の

統計では、大都市への高齢者の流入は今後も続く傾向があり、都市部では対応

が急がれる。 

 人口密度が高い東京では、在宅において医療や介護サービスの効率的な提供

が可能で、民間企業や非営利団体などの多様な組織体も数多く存在し、従事す

る医療関連関係者数も多く、事業の展開によっては若年層が活動参入する可能

性も期待できる。 

 東京都全体で地域包括支援センターは区部 229 事業所、市町村部 139 事業所

の 368 事業所（平成 23 年 10 月）が運営されているものの、支援センターのニ

ーズがどこにあるのかについての統計的データは公表されていない。 

 しかし、地区ごとでは、地域包括支援センター会議内で年度毎の利用状況が

報告されている。大田区の地域包括支援センターは、年々相談件数は増えて、

20 事業所合計で、1 か月に 1 万件を超える。葛飾区の 13 事業所も同じ傾向で、

相談件数が増加し、1万 5千件（延べ 4 万 5千件）近くなっている。 

 地域包括支援センターの業務内容も地区ごとに様々であるが、病院から在宅

医療への円滑な移行を在宅支援窓口設置で、医療と介護の連携強化の積極的な

取り組みはすべてのセンターで行われている。また、専門家だけではなく、独

居高齢者への声かけ、買い物に際しての付き添い等の生活支援の一端として、

近隣住民参加を呼びかけ、協力要請を積極的に行っている地区もある。さらに、

居宅で介護している家族への介護者サポート等も保健所、社会福祉協議会など
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が協力して行っている事業所もある。 

 地域包括支援センターでは介護度の低い高齢者の問題が主体になるが、増加

しているとされる認知症や廃用症候群の重症化を防ぐために、医師が提言、助

言を行っている。関与する医師は認知症に詳しい知識を持つことを要求され、

該当する医師の養成が進む迄は、医師会側は担当役員が地域包括支援センター

会議の委員となり関与している。地区行政の非常勤職員として雇用され、恒常

的に担当医師が会議に出席して実績を積み上げている北区医師会等も存在す

る。 

 葛飾区医師会では介護老人福祉施設が増床され、都内でもトップの高齢者対

策の充実ぶりである。この事業に行政自体も積極的であり、ケアマネジャー、

地域包括支援センター職員、在宅医療を行っている医師会員等で構成される会

議が年に数回行われている。地域包括支援センターの特色として、区内で 75

歳になった後期高齢者を順番に訪問し、生活と健康状態を見守り、併せて地域

包括支援センターの紹介と利用を促す等のきめ細かいサービスも行っている。 

 訪問介護、ヘルパーステーションを共同利用施設に持つ医師会であるが、一

つの地域包括支援センターの担当地区範囲が小さく、区内地域別にサービスに

偏重が出るとの反対論もあり、新たな設置には慎重になっている現状である。 

 3〜5 万人規模で 1 事業所の設置予測で行くと、取り上げられる案件の中にど

れほどの医療ニーズがあるかで異なるが、将来は学校医のごとくに、1 地域包

括支援センターに 1〜3名医師の配置になっていくことも想定される。 

 従前の医療関係者のみの運用ではなく、一般人や民間企業も参入して支援を

行うセンターとなり、地域住民のコアとなる可能性がある。対象が高齢者であ

ることを踏まえ、地域医療を担う医師がリードをとることが、利用者には望ま

しい運営となる事業と考えられる。 

 なお、地域医療への対策は今期に入りさらに活発となり、着々と推進されて

きている。東京都医師会内で、担当理事等による第 1回「地域医療プロジェク

トチーム会議」が平成 25 年 11 月 26 日に開かれたので、提示資料を資料 1 に

示す。また、資料 2 として、東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課のア
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ンケート調査についてその概要を示す。 

 

 

資料１．都内地域包括支援センターの運営状況 2012 年 

1. 都内の地域包括支援センターは直営が 7.3％（全国 29.3％）で、委託がほと

んどである。委託型の構成割合は社会福祉法人 68.1％、医療法人 17.0％、

社会福祉協議会 5.3％である。 

2. 職員数は 1 施設に 6.4 人で、看護師・PT 等 1.97 人、社会福祉士 1.94 人、

主任介護支援専門員 1.23 人であった。 

3. 区市町村からの実施方針が「提示されている」は 85.1％、「提示されない」

は 14.1％であった。 

 ケアシステムの構築方針 

 重点的業務の方針 

 地域社会と事業者、医療機関、専門員のネットワーク構築方針 

 市町村との連携指針 

 公正・中立性確保のための指針 

4. 「24 時間対応」82.4％、「休日開所」74.8％で全国 41.0％より高い。 

5. 「関係機関との連絡不十分」は医療機関 26.5％、インフォーマルサービス

26.1％、障害福祉サービス事業所 22.3％、公的機関 16.4％であった。 

 

 

資料２．東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課の調査 

（対象は都内 62 区市町村、2013.10 実施） 

1. 地域ケア会議は「開催している」が 44（71.0％）で「なし」は 18（29.0％）

であった。 

 

2. 「地域包括支援センターのみ開催」が 23 区市町村（52.3％）で、区市町村

会議との両方があるが 16（36.4％）、区市町村のみが 5（11.4％）。 
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3. 区市町村が主催する地域ケア会議の平成 25 年 4 月からの半年間の開催数は

1〜5 回（35.0％）が最も多く、ついで 6〜10 回（25.0％）だった。地域包

括支援センターが主催する地域ケア会議の半年間の開催回数は 21〜30 回

（18.9％）が多かった。 

 

4. 会議の内容は、「地域包括支援ネットワーク構築」が 51 市町村と多く、「地

域課題の発見機能」46、「個別課題解決機能」38、「地域づくり・資源開発機

能」36 等であった。 

 

5. 個別ケースの検討時間は 1ケース 60 分（42.9％）が多かった。 

a.地域包括支援センターが個別ケースを選定する基準は、介護支援専門員が

困難を感じて相談があったケースで、サービス担当者会議のみでは解決困難

（245/293 センター）、b.課題テーマに関連する「医療と介護の連携」・「イ

ンフォーマルサポートとの連携」・「宿泊デイサービス」等（244/293）、c.

民生委員、地域住民からの相談・苦情からの高齢者の支援（188/293）であ

った。本人・家族が参加する場合は会議の主旨や内容について、丁寧に説明

するのである程度の時間が必要で、参加者が多い程に長くなり、2 時間近く

かかるケースもあった。 

 

6. 地域包括支援センターから区市町村に対し、地域ケア会議で明らかになった

地域課題を報告する仕組みがあると回答したのは、32 市区町村で、そのう

ち会議で検討した内容の報告書ありが 20 区市町村であった。 

 

7. 地域包括支援センターが主催する地域ケア会議の構成員は、地域包括センタ

ー職員（37 区市町村）、区市町村職員（35）、介護支援サービス事業所の職

員（35）、民生委員（33）、医師・歯科医師（24）、社会福祉協議会職員（23）
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地域住民・ボランティア（22）、薬剤師・看護師・保健師（22）、福祉施設職

員（18）、本人・家族（16）、警察・消防（16）、弁護士・司法書士（11）、不

動産業者（11）、栄養士・理学療法士（9）、コンビニ等の地域の事業者（9）、

ライフライン業者（4）、宅配業者（4）と多様であった。 

一方、区市町村が主催する会議の構成員は区市町村職員（20 区市町村）、

地域包括センター職員（20）、介護支援サービス事業所の職員（20）、社会福

祉協議会職員（15）、医師・歯科医師（15）、民生委員（13）、薬剤師・看護

師・保健師（12）、警察・消防（12）、地域住民・ボランティア（11）、福祉

施設職員（9）、本人・家族（1）と、医師や薬剤師等の医療関係者が多かっ

た。 

 

8. 委員からの主な意見 

 サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームの職員が参加していない。 

 地域包括支援センターを受託している法人の代表者の考え方が重要。 

 ケア会議の 5つの機能（個別課題解決、ネットワーク構築、地域課題発

見、地域資源作り、政策形成機能）をつなげる人材の養成が大切。 
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（４）島根県益田市医師会共同利用施設の取り組み事例から 

（4-1）地域包括ケアに向けた医師会共同利用施設の取り組み 

「地域包括ケアシステム」構築には、地域医師会の持つ医師会共同利用施設

の活用が必要であると考えられる。また、地域医師会の持つ保健センター・地

域医療・介護、在宅医療・介護での医療職種・介護福祉職種の多職種協働への

マネジメント機能も必要不可欠である。 

医師会病院は地域医療支援病院として、かかりつけ医である医師会員の在宅

医療の後方支援ベッドとして緊急時の受入を行うことで、大きな在宅支援機能

を持っている。介護老人保健施設は、24 時間の緊急入所やレスパイトケア、認

知症ケアの受入を行うことで、家族の安心・安全を保障できることなど、医師

会共同利用施設の施設活用が地域包括ケアシステムの構築に大きく寄与して

いる。また、訪問看護・訪問介護・訪問リハビリテーション等々の在宅介護サ

ービス系の医師会共同利用施設も、施設系サービスと共に地域包括ケアシステ

ム構築に大きく貢献している。地域医師会の共同利用施設が持つ諸般の機能を

生かすためには、その経営基盤の強化は不可欠である。そのためには、医師会

共同利用施設の中心となる医師会病院の地域支援病院機能を地域ケアシステ

ムの中核・拠点施設とする必要があり、支援機能を持つ病院への加算点数や加

算係数のアップが望まれる。全国には色々な形態の医師会病院が存在し、その

地域性も多種多様である。今は、地域自治体と連携協力して「生活上の安全安

心と健康を確保するために保健・医療や介護のみならず、福祉サービスを含め

た様々な生活支援サービスが日常生活の場に提供できる地域の体制作り」のた

め、在宅医療、介護が重要であり、地域包括ケアシステム構築での医師会共同

利用施設サービスの活用とその経営基盤強化への格段の配慮が必要である。

（図３参照） 
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図３ 

 

（4-2）益田市医師会の介護関連分野の医師会共同利用施設の今後の展開 

在宅支援機能の充実のための新たな事業開設 

◆ 「益田市医師会地域包括ケアシステム支援センター（仮称）」の開設 

国の目指す地域包括ケア体制構築に、医療・介護・福祉等の多機能な機能を

持つ益田市医師会が、医療機関や介護サービス事業者、福祉サービス機関の連

携調整機能の役割を果たすことは必然であり、又それを求められている。全国

的に見ても「尾道方式」「御調町方式」等々での成功例は、地域医師会及び医

療機関が中心となって医療・介護のシステムを効率的に機能させ、多職種・多

事業所法人を連携協働させたものである。益田市医師会も島根県や益田市と連

携を図ったシステム構築のため、益田市医師会が中心となった地域包括ケア支

援センターを開設する必要がある。 

 

◆ 高齢者住宅の開設 

市内に医師会員の開設した特定施設等の自宅に代わる介護付き住宅の開設
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が進んでいる。後期高齢者、独居・老老世帯高齢者の増加と、中山間地に多く

点在する住宅等への在宅サービス提供は、在宅サービスの限られた資源の上か

らも効率が悪く地域の実情にそぐわない。広大な面積と中山間地で限界集落を

多く抱える地域性から、集合住宅を地域の中心地区へ建設する等の高齢者住宅

の供給施策は原則行政の責任において行うべきであるが、その住宅に医療・介

護サービスをリンクさせるためには、その機能を持つ医師会が介護付き住宅や

高齢者賃貸住宅開設を行うことも地域貢献に繋がるものと考える。例えば、行

政とタイアップした公設民営方式（施設整備を行政が行い管理運営を医師会が

行う方式）の高齢者住宅建設も視野に入れるべきである。 

 

◆ 介護老人福祉施設等の開設 

500 人の利用希望待機者を抱える介護老人福祉施設（特養）は、280 床の整

備でとまっている。益田市の今後の人口動態や構造の変化予想に従うならば、

在宅サービスの充実と施設サービスの充実増床は必然である。そうならば、公

益社団法人として益田市医師会が社会福祉法人を立ち上げて、介護老人福祉施

設を開設する必要があると考える。併せて、医師会病院・介護老人保健施設（在

宅強化型・長期入所型）の利用者に益々増加する認知症高齢者対応の受け皿と

してのグループホーム・小規模多機能施設の開設も検討する必要がある。 

 

（4-3）医師会病院を活用した地域包括ケアシステムの構築 

益田市における現状の介護保険サービス不足問題への対応として、国の目指

す「地域包括ケアシステム」構築には、在宅を支援する施設サービスの不足を

補う施策が必要であり、施設サービスでの介護保険 3施設での役割分担の明確

化、特に医師会病院がもつ介護療養型医療施設の転換型老人保健施設への移行

時期と、医師会運営介護老人保健施設との機能分担（在宅機能強化型老健・長

期入所型老健）を推し進めることと、医師会病院を在宅医療支援後方ベッド病

院として機能させることで医師会員「かかりつけ医」の支援を行い、在宅医療・

介護の充実を図り、医師会共同利用施設が地域包括ケアシステムの拠点施設と
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なることが重要である。 

一方、益田市の人口構造の変化から、後期高齢者の増加と独居や老老世帯の

増加に伴う諸事情による500人もの待機者を抱える介護老人福祉施設不足に対

し、市内に体力のある公益法人が無いならば、公益社団法人として益田市医師

会が社会福祉法人を立ち上げて参入・開設する必要があると思われる。 

他方、在宅医療・介護を支える 24 時間 365 日の訪問看護・訪問介護の在宅

サービスの実施が必要であるが、規模の小さい法人事業所が多く、地域包括ケ

アシステム構築には益田市独自のシステム作りが必要である。例えば、訪問介

護サービスの小規模事業者を何グループかに分け、夜間休日対応を交代で行う

などできないだろうか。通所介護・通所リハサービスも、祝祭日のサービス利

用が必要な方を複数のサービス事業者で人員を出し合い、持ち回りでのサービ

ス提供はできないだろうか。このように、在宅サービスの多様な利用法を企画

実施するためには、調整や各サービス事業者間の連携調整をする機関の創設が

必要となると思われる。公益社団法人益田市医師会として医療・介護・福祉の

調整機能を持った「地域包括ケアシステム支援センター」の創設を考える必要

がある。 

地域包括ケアシステムの根幹である「生活上の安全安心と健康を確保するた

めに医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが

日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制作り」のためには、全国

的な傾向と異なる実態がある益田市においては、国の施策に添った対策・政策

では地域特有の課題には対応困難と予想されるため、地域分析に基づいた独自

の政策が不可欠と思われる。市内における在宅サービスの不足は明らかであり、

在宅支援機能の充実が求められるが、島根県内一の面積を誇る益田市において、

国の掲げる「概ね 30 分以内に必要なサービスを提供される圏域」の概念は通

用しない。また、過疎による限界集落を多く抱える中山間地対策は別の側面を

持つ独自の施策が必要である。今あるサービスを有効に使うこと、そのサービ

スを如何組み合わせて活用するか、誰が考えどこがその調整をするか、早急な

検討が必要である。その誰かは、地域における保健・医療・介護の中心となり、
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歯科医師会、薬剤師会、栄養士会や多職種協働の中心となりえるのは地域医師

会をおいて外にない。それにより、地域医師会が永年に亘って築き上げてきた

医師会共同利用施設は、「地域包括ケアシステム」の在宅医療を含む地域医療・

介護の中心として機能し、保健、医療、介護の切れ目のない地域完結型の地域

包括ケアシステムを構築すべきである。（図３参照） 

 

（4-4）益田市医師会の置かれている状況 

◆ 益田市医師会中長期検討委員会による介護対象者の傾向 

・65 歳以上の介護対象者は今後増加するが、2035 年頃までで以後減少する。 

・ピーク時の介護対象者は約 4,000 人で、都会の激増とは異なる。 

・65 歳以上の介護対象者の約 90％が 75 歳以上で、特に 85 歳以上の割合が年々

増加している。介護度の高いほどこの傾向が見られる。 

・「要支援」「要介護 1・2」「要介護 3 以上」のそれぞれの占める割合は年毎

での変動はあまり無く、ほぼ 1/3 ずつであった。 

・これらは、2025 年の全国の状況と同様となると考える。 

 

◆ 介護面での課題 

 ・超高齢化による介護の内容面において、その特殊性を考慮した対応の必要

性があるのではないか。 

 ・現在、民間の介護施設が急増しており、対象の絶対数は 4,000 人程度であ

り、医師会として新たな収容施設の建設には慎重を要する。 

 ・医療政策による医療から介護への移行人口がどう影響してくるか検討。 

 ・医師会関連介護施設のレベル、リハビリ機能の維持向上が必要。 

 ・認知症患者は当地でも増加し、対応は十分ではないが、今後介護だけでな

く医療を必要とする合併例が増すと考えられ、精神科の病院は 1施設しか

なく、在宅医療、収容、対応面での課題がある。認知症難民が発生すると

考えられ、認知症対策が重要である。 
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 ・介護老人福祉施設の不足があり、介護難民を出さないため、行政との連携

が必要。 

 ・民間施設の後方支援（医療入院、ショートステイ、レスパイトケアなど）

を医師会として今後どこ（介護老人福祉施設、特定施設等の開設）まです

るのかが懸案事項となる。 

 

◆ 医療・介護政策の方向性 

・2017 年度介護療養型医療施設の廃止。2025 年までに病床の機能再編。医

療・介護費の抑制政策の推進。 

・長期入院の抑制。  

・病院の機能分化により、病院から在宅医療、在宅介護への移行。 

・過剰な医療・介護の抑制、必要で且つ適切な量の医療・介護を推進。 

・地域の今ある人的、物的資源を効果的に配分、役割分担し、互いに連携す

るシステムづくり。 

 

◆ 対応策 

①医師、医療スタッフの不足問題 

 ・事業展望を示した人員募集、採用順序も検討。 

 ・専門職以外でできることは代替スタッフの補充によりカバー。 

 ・業務の効率化による負担軽減。 

 ・病院から在宅までの医療、介護、リハビリの一貫した研修体制づくり。 

②包括ケアの各領域の充実化と連携の強化・調節 

 ・地域のニーズ、医師会の強みと力量を考え、将来像を見据えた独自の病床

機能の再編。 
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 ・包括ケアシステムの回転率を上げる（施設に閉じ込めない）。 

 ・医師会の保健、医療、介護、リハ部門のそれぞれの質向上と業務の効率化。 

 ・入退院調整を含む医療、介護連携のコーディネート部署の確立。 

 ・患者の入院時から在宅生活までの一貫したケアマネジメントの継続。 

 ・退院後のセーフティネットの確認、対応。 

③かかりつけ医体制の強化 

 ・患者とかかりつけ医体制の徹底。 

 ・会員の一次医療の対応、患者の相談窓口、包括ケアシステムへの導入。 

④保健予防センター、リハビリ部門の更なる充実 

 ・早期発見、重症化予防、寝たきり予防。 

⑤地域医療・介護支援センターの構想 

 

◆ 地域医療・介護支援センター構想 

・IT 化によって多職種との情報共有が必要となる。 

・医療と介護、介護施設の全市的コーディネートを医師会病院が行う必要が

ある。（図３参照） 
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＜参考：第 25 回全国医師会共同利用施設総会第３分科会報告＞ 

 座長：篠原 彰 医師会共同利用施設検討委員会委員長 

 

１．横浜市青葉区メディカルセンター 

（神奈川県・発表者：西川真人横浜市青葉区メディカルセンター理事長）  

 青葉区は現在の高齢化率は 16.5％と低いが、今後は急激に高齢化が進み

2020 年度には 30％になると予測されている。横浜市青葉区メディカルセンタ

ーは、訪問看護、居宅介護支援、訪問介護、福祉用具貸与の 4事業を行ってい

るが、大きな特徴は全国で 70 ヶ所しか実施していない「療養通所介護事業所」

を併設していることである。 

 療養通所介護は、通所介護の中でも医療ニーズの高い利用者に対応するため

のもので、当初は神経難病とがん末期患者が対象であったが、現在は重症心身

障害者も対象となっている。施設基準は 1.5：1、一日の利用者は 9人が限度、

介護報酬は一日あたり最大で 1500 単位と大変厳しい条件の中、介護難民の救

済を目的に事業を行ってきている。平成 25 年 5 月の運用状況は、事業収入 224

万円、事業支出 311 万円と非常に採算性の悪い事業であるが、運営母体である

青葉区医師会が一般社団法人としての公益目的事業として実施していること

より、今後も継続していきたいと考えられている。 

 今後の目標としては、高齢多死社会を控え、24 時間 365 日対応できる訪問

看護と他の部門との連携を強化すること、医療・看護・介護の連携を地域ネッ

トワークの中で充実させていくこと、介護予防活動についても地域に根ざした

取り組みを行うことなどが挙げられている。 

 

 

２．松阪地区医師会 

（三重県・発表者：小林昭彦松阪地区医師会居宅介護部門担当総務副会長） 

 松阪市は人口約 17 万人で高齢化率は 25.5％である。平成 6年に市からの要

望に応えて訪問看護ステーションを開設、以降居宅介護支援事業所、ヘルパー
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ステーションを併設し、平成 18 年からは市の委託により松阪市第一地域包括

支援センターを開設し、現在に至っている。第一地域包括支援センターでは、

平成 20 年度より地域包括ケアシステムの構築を目的として、「地域ケアネット」

を立ち上げているのが先進的な取り組みと思われた。医師会役員、療養型医療

施設や老健施設、社協、主任ケアマネジャーを中心とした運営委員会を通じて、

課題の共有、関係者の資質向上とネットワークの構築に努めている。また、「地

域ケアネット」を核として、多職種間の交流を目的とした会議や講演会、研修

会等の開催と積極的に活動されているが、他の 4ヶ所の地域包括支援センター

との連携については不明であった。 

 

 

３．倉敷市連合医師会 

（岡山県・発表者：篠原淑子倉敷市保健医療センター居宅事業総轄センター長） 

 倉敷市は、昭和 42 年に倉敷市、児島市、玉島市の 3 市が合併、その後 2 町

を編入して現在は人口約 48 万人の中核市であり、高齢化率は 22.3％とそれ程

高くはない。合併後に連絡協議会を運営してきた連合を構成する 6つの医師会

が、平成 24 年 4 月には公益社団法人倉敷市連合医師会に移行している。  

 報告のあった倉敷訪問看護サービスセンターは、昭和 63 年に厚生省のモデ

ル事業(全国 11 ヶ所)としてスタートし 20 年を経過している。事業の実施主体

は倉敷市であり、運営を倉敷市と倉敷市連合医師会の出資で設立された第 3 セ

クターである財団法人倉敷市保健医療センターが行っている。現在の職員数は

28 人(常勤 11、非常勤 17)で、利用者は約 300 人、訪問件数は 13,000 回とか

なり規模の大きな事業所である。最近は医療保険の利用者が増えているが、こ

れはがん患者の看取りが増えたことによる。その他疾患別利用者の特徴として

は、精神・行動障害が約 25％を占め、そのうち 43％が認知症である。当セン

ターの看護師の離職率は岡山県では最も低いが、新規採用では苦戦しているし、

職員の高齢化も目立ってきている。 
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 公益法人に移行したことにより、民間では対応できにくい重症者や処遇困難

者へのケアが求められているが、医師会員であるかかりつけ医との連携が密接

に図れるメリットを生かし、在宅医療と介護の更なる推進に努めていくことを

今後の目標に掲げられていた。 

 

 

４．別府市医師会 

（大分県・発表者：安東いつ子別府市医師会地域福祉部門管理者） 

 別府市は人口 12 万 2000 人、高齢化率は 29.4％とかなり高い地域である。

別府市医師会では、平成 7年から訪問看護ステーションを中心に、訪問看護ス

テーション連絡協議会、医師会と地域包括支援センターとの情報交換会、地域

ケア連携システム会議等を積極的に行ってきたが、平成 23 年度には厚生労働

省の実施する「在宅医療連携拠点事業所」に採択された。 

 医師会共同利用施設として、地域のハブ機関としての機能を担う在宅医療連

携拠点事業に参加されたことの意義はとても大きいが、今後の多職種連携の推

進や地域包括ケアシステムを構築していく上で、地域ケア連携システム会議等、

別府市医師会でこれまで取り組まれてきた様々な活動の有用性はとても高い

ものである。 

 平成 23・24 年度には、在宅医療連携拠点事業として①在宅医療ドクターチ

ームとのネットワーク作り、②ICT を活用した医療情報提供体制、③年齢・疾

病を問わない実践的な在宅療養支援体制、NICU からの在宅移行、④災害時の

応援支援マニュアル、⑤地域住民への啓発活動等を実施されてきている。
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Ⅲ．医師会病院 

１．地域医療支援病院のあり方 

地域医療支援病院は、1998 年の第 3次医療法改正によって制度化された。医

師会病院が地域医療支援病院のルーツであることは間違いなく、創設当初は、

紹介患者に対する医療の提供が重視されており、承認要件は紹介率が 80％を上

回っていること等であった。当初、承認を受けた病院の多くは、地域の医師を

支援する目的で設立された医師会病院であったが、平成 16 年に承認要件が緩

和された後には、国公立病院などで承認を受ける病院が急増した。その理由は、

診療報酬で地域医療支援病院入院診療加算 1000 点（DPC 病院の場合には機能評

価係数 I）を算定できることにあるとされ、日本医師会「平成 20・21 年度医師

会共同利用施設検討委員会報告書」では、「地域医療支援病院が、本来の目的

を逸脱し、病院経営改善のツールとして活用されている」と指摘している。近

年診療報酬の削減が進む中、医業収入の増加を目指して公的病院等や多くの民

間病院が承認を受けることとなった。 

日医総研では、平成 23 年に地域医療支援病院についての実態調査を行って

いる（日医総研ワーキングペーパー№243「地域医療支援病院の現状分析」）。

これは、地域医療支援病院が都道府県知事に提出した業務報告書をもとに分析

したものである。また、日本医師会が平成 24 年に独自に都道府県医師会を通

し地域医療支援病院に対して行ったアンケート調査を分析した（日医総研ワー

キングペーパー№274「地域医療支援病院制度について―都道府県医師会アン

ケート調査結果―」）。 

 平成 23 年には、社会保障審議会医療部会において、日本医師会から地域医

療支援病院のあり方を見直すべきであるとする問題提起がなされ、それを受け

て平成 24 年 3 月から「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する

検討会」が設置され、平成 26 年１月に中間とりまとめを作成した。 

同検討会においては、地域医療支援病院の承認要件について議論がなされた

が、本委員会では地域医療支援病院は当初のように紹介患者に対する医療の提

供を重視した要件とすべきとして継続的に提言を行ってきた。 
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そもそも地域医療支援病院には、かかりつけ医等からの高い紹介率と共に、

診療所医師が地域医療支援病院で手術や高額医療機器の共同利用を行う等に

よって、かかりつけ医との連携・支援を行う役割をもつとの位置付けがなされ

ている。更に地域の多職種の医療従事者に対する研修を行うこと、在宅医療実

施施設・事業所との地域医療連携の促進を図る等の役割も重要な機能として位

置付けられている。国が地域包括ケアシステム構築へ大きく舵を切った今、在

宅医療・在宅介護の中心となる「かかりつけ医」との連携・支援の充実を図る

ためにも、地域医療支援病院の承認要件を、真に地域医療支援病院が求められ

る機能や役割を果たせるほどに高める必要がある。また、財政支援措置の拡充

で既存の地域医療支援病院の高度高額医療機器等の整備を行うことも重要で

ある。 

 

（１）地域医療支援病院に係る基準の見直しについて 

 上記の中間とりまとめにより、承認要件の見直しについては一定の結論が出

たものの、本委員会では今回の見直しによる影響を注視するとともに、以下の

基準については継続的な検証・見直しが必要ではないかと考える。 

 

◆ 紹介率の基準：地域包括ケアシステムの構築に取り組む中で、紹介を受け

た患者に医療を提供し、紹介元医師等に対し随時適切な情報提供を行うこと、

また、患者の病状が軽快した場合は住み慣れた地域で在宅医療推進を図るため

にも紹介元医師等への逆紹介が重要である。このためには、紹介率と逆紹介率

の割合を上げる必要があるのではないか（例：紹介率 80％以上、逆紹介率 70％

以上）。 

 

◆ 共同利用の基準：様々な職種の医療従事者の診療、研究又は研修のために

利用する割合について、二次医療圏内で共同利用を行う医療機関を例えば全体

の８割とする等の努力が必要である。 
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◆ 救急医療：救急医療を提供できる能力を有すること。なお、地域医療支援

病院は地域医療を担うかかりつけ医等の支援を目的としており、地域の救急搬

送件数の５％以上又は年間 1000 件以上を担うといった数値要件が必要ではな

く、救急受入能力が有れば足りるのではないか。 

 

◆ 研修：院外の地域の医療従事者に対する研修を行わせる。医師等対象の症

例検討会や多職種に対する研修、講演会を行うことで、地域に医療従事者の向

上を図る。（例：年間 24 回以上主催する等） 

他にも、居宅等医療提供施設等への支援や情報の提供も重要である。 

 

 

（２）地域医療支援病院の将来像 

地域医療支援病院は、地域包括ケアシステム構築の医療支援拠点施設として

機能することが将来的に望まれる。 

地域医療支援病院からは、在宅医療の推進のために、かかりつけ医等への支

援や訪問看護等を行っている在宅医療・在宅介護事業所への支援が望ましい。

また、かかりつけ医からは、緊急入院等の後方支援病床としての機能や、開放

型医療機関として協働による医療提供、訪問看護等在宅医療・在宅介護事業者

への情報提供、研修等での資質向上支援等の様々な機能が期待されている。地

域医療支援病院の将来像として、医療側の拠点施設として、地域完結型で保健、

医療、介護の切れ目のない地域包括ケアシステムの構築を目指すべきではない

だろうか。 

また、地方における医師確保は益々困難な状況であり、圏域内の医師確保を

図るためにも、高度高額医療機器の整備と医師の研修環境の整備や看護師等の

医療従事者の研修機会の確保等で、職場環境の充実を図ることも重要である。 
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２.医師会立病院の公的医療機関への位置付け 

 医師会病院は公的な医療機関でないということで、行政等から医療法上の公

的医療機関と比べて差別的な扱いを受けている。例えば、公的医療機関と比べ

て補助金が極端に少ない、大学からの医師引き揚げ、自治医大枠減少などが挙

げられる。日本医師会が平成 23 年 12 月に実施したアンケート調査では、医師

会病院を開設する 59 医師会中 38 医師会から回答があり、そのうち公的医療機

関への位置付けを望んでいるのは 27 医師会であった。 

 

 平成 25 年 1月 16 日開催の都道府県医師会共同利用施設担当理事連絡協議会

において「医師会立病院と公的医療機関について」と題して、平子哲夫厚生労

働省医政局指導課在宅医療推進室長（当時）の講演がなされた。その公的医療

機関への位置付けに関する講演内容は以下の通りであった。 

 

◆ 公的医療機関制度について：公的医療機関は医療機関の整備が不十分であ

った戦後間もない時代に（昭和 20 年の病院数は 645）、行政の指導のもと国民

に必要な医療を確保するとともに医療の向上を進める必要があったため、一般

の医療機関に常に期待することのできない業務を積極的に行うこと等が期待

される医療機関を公的医療機関として指定するとともに、これらの公的医療機

関に対して行政的な関与を加えつつ、医療提供体制の整備に努めてきたもので

ある。 

 

◆ 公的医療機関の追加指定について：制度創設が必要だった戦後直後とは異

なり、民間も含め多くの医療機関が救急医療等の様々な役割を担うようになっ

た現在において、都道府県知事が不採算医療を行わせるための仕組みである公

的医療機関の指定をしなければ医療の確保を計ることができないという状況

ではないことから、新たに公的医療機関を指定する必要性・合理性を説明する

ことは困難である（昭和 31 年以降、新たな指定は行われていない）。 
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◆ 税制措置について：現在の公的医療機関については、法人税・事業税等が

非課税とされており、新たに指定する場合には政府税調や与党税調での議論を

経て法人税法等を改正することが必要となるが、関係省庁等の理解を得ること

は困難であり、逆に課税強化の議論の端緒となりかねない。 

 そもそも医師会立病院は、公益認定を受ければ公益目的事業は非課税になる

ほか、一般社団・財団法人（非営利型）であっても医師会が行う開放型病院は

非課税とされていることに留意が必要である。 

 

◆ 補助金について：都道府県が補助金の対象医療機関を選定する際、公的医

療機関であるか・民間医療機関であるかを判断基準とはしていないことが一般

的である。医療計画への位置付けなど、その行う医療の内容で補助の対象か否

かが判断されるべきものである。 

 なお、不採算医療等の機能を担う公的病院等に対する市町村からの助成につ

いて、公立病院に準じた特別交付税措置が実施されているが、 

① 平成 21 年からは、対象となる公的病院等として、公的医療機関に加え、

特例民法法人、公益財団法人、公益社団法人等が追加され、現在では、医

師会立病院も当該措置の対象となっており、 

② 平成 23 年度からは、都道府県からの助成も、特別交付税措置の対象とな

っている。 

 

以上が講演要旨であった。これより、医師会立病院の公的医療機関への位置

付けは困難と思われるが、差別と思われる事例については改善を求め訴えてい

く必要があると考える。 

なお、「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案」では、公的医療機関に対する規制等の強化が図ら

れている。 
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３．各地の医師会病院の状況と取り組み 
（１）地域医療支援病院の本来的あり方と函館市医師会病院 

 今回、地域医療支援病院の要件に救急医療圏（2 次医療圏）の救急搬送患者

数の５％、又は救急搬送患者 1,000 名以上の受け入れが含まれるが、そもそも

地域医療支援病院の発足時は、重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常

に確保し、また他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を

確保することとされていたが（医療法施行規則第九条の十六）、かかりつけ医

からの紹介及び高額医療機器等の共同利用による医療資源の有効活用が主な

目的であった。そのため、当初は紹介率 80％以上と非常に厳しく高いハードル

を設けていた。その後、紹介率は大きく引き下げられ、逆紹介率が承認要件に

された。本来の紹介率に戻すべきではないかと思われる。 

 また、救急については、北海道の救急医療圏（2 次医療圏）の広さと他地域

とのギャップが大きいことを考慮に入れる必要がある。当函館地域においての

二次救急は内科（特に循環器科）、整形、小児科の輪番制となっており、函館

市医師会病院は全ての診療科を持っていないため月 1～２回、他院との並列で

救急を実施している。従って、上記の数値目標を達成することは不可能に近い。

なお、厚生労働省検討会中間とりまとめでは、都道府県知事が認めれば良いと

いう「なお書き」が附されている。 

前回、前々回の診療報酬改定では大病院は引き上げの恩恵を受けたと思うが、

240 床の病院では大きな変化もなく実感はなかった。また、医師の偏在が言わ

れて久しいが、やはり一地方都市では医師の充足が非常に厳しく、医師が退職

した後に大きな減収となってしまう。たとえ退職補充ができたとしても、紹介

型ということもあり、元の患者数にもどるまで時間を要することから、医師の

動向が経営状況を大きく左右する。現在いる常勤医師は頑張っているが高齢化

が進んでおり、今後も医師の充足が、経営に直結する最重要課題である。 

 また、地域包括ケアシステムに向け、在宅療養支援病院も検討する必要があ

ると思われる。 
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（２）さいたま市民医療センターについて 

 さいたま市民医療センター（以下、当センター）は、平成 21 年 3 月に公設

民営方式で 340 床の中規模病院として開設され、４医師会（浦和、大宮、さい

たま市与野、岩槻）によって運営されている。診療科は内科、小児科、外科、

整形外科、脳外科及びリハビリテーション科で、原則紹介患者のみの診療とな

っている。平成 22 年には、紹介率の高さと救急医療への取り組みなどが評価

されて地域医療支援病院として承認され、平成 23 年 9 月には日本医療機能評

価機構による病院機能評価 Ver.6 の認定を受け、10 月には社会医療法人の認定

も受けることができた。 

 当センターの診療実績について、病床利用率、新入院患者数、外来患者数及

び救急車による搬送患者数は全て年々増加しており、平成 24 年度の病床利用

率は 71％、新入院患者数は 5736 人、外来患者数は 73720 人、救急車による搬

送患者数は 4721 件となっている。 

 医業収支状況は 2 年目より収入が支出を上まわり、平成 24 年度の経常活動

収支差額はおよそ 5 億円であった。経営は比較的順調に推移しているが、借入

金返済の他に将来の医療機器購入等も考慮すると今後も収益を伸ばしていか

なければならない。そのためには、より多くの患者を地域から受け入れて病床

利用率を上げるとともに、施設・医療機器を有効活用していく必要がある。ま

た、地域包括ケアシステム構築のため在宅医療を行っているかかりつけ医との

連携を充実させていくことも大切と考える。 
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＜参考：第 25 回全国医師会共同利用施設総会第１分科会報告＞ 

座長：三上裕司 常任理事（当時） 

（代理報告：葉梨之紀 常任理事） 

 

１．郡山市医療介護病院 

（福島県・発表者：原寿夫郡山医師会副会長/病院長） 

医師会病院関係の第１分科会では、最初の演者として原寿夫先生から「療養

型の開放型病床で在宅療養支援  ―退院支援から看取りまで― 」と題して、

福島県の郡山市医療介護病院の取り組みについてご報告いただいた。 

平成 18 年に開院した同病院は医療保険の療養病床が 40 床（うち、開放病床

は５床）、介護保険の療養病床が 80 床とのことである。郡山地域での地域連携

パスの事務局機能を担い、医療と介護の連携を目指した様々な取り組みをご紹

介いただいたほか、地域や地域の会員医師との関わりを強く持ち、常勤医師に

加えて、30 名を超えるコ・オペレイティング・ドクターズチームが専門分野の

診療や日直・宿直等で協力してくださっているとのことである。また、療養型

におけるオープンベッドの機能について、「高齢者の在宅支援」や「診療所の

後方支援」のほかに、「看取りを視野に入れた地域の仕組み作りの可能性」と、

「地域包括ケアの実現に向けた取り組みの可能性」という２つの可能性につい

て、今後検討の余地があるのではないかとのご提言をいただいている。 

同病院が取り組む医療と介護の連携の内容は、まさに今回の総会のメインテ

ーマにある「切れ目のない医療・介護の地域完結を目指して」にふさわしいご

発表であったかと思われる。 

 

 

２．鎌倉市医師会立産科診療所「ティアラかまくら」 

（神奈川県・発表者：長洲堯雄鎌倉市医師会長） 

続いて、長洲堯雄先生より鎌倉市医師会立産科診療所「ティアラかまくら」

について、開設に至る経緯から現状、課題についてご報告をいただいた。この
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ティアラかまくらは、平成 21 年に全国で初めて開設された医師会立の産科診

療所である。国内有数の観光都市である鎌倉市は人口 17 万人だが、分娩施設

数が年々減少の一途を辿り、平成 18 年にはついに１施設となったとのことで

ある。これに対し、市民の声や市行政の強い要望もあり、医師会が市の全面的

な協力を得て開設する運びとなり、開設と運営は医師会が行い、初期費用と継

続的な費用については市の助成が得られているとのことである。 

開設により、市民（妊婦）の利便性が高まり、約半数が市内で分娩できるよ

うになった。また、ハイリスク分娩を担う大病院との役割分担による負担軽減

のほか、医師会としての公益性を市民に示すことができたとのことである。 

また、医師会立の診療所ということで、市内の産婦人科医会の協力を得るこ

とができ、多数の紹介をいただいているほか、産婦人科医会会員による診療業

務も行っていただいているとのことである。他にも、救急体制についてや両親

学級などの様々な取り組み等についてご報告いただいた。 

課題としては２点、常勤医師の確保と赤字解消を挙げておられた。１年前の

昨年８月には、すでに 1000 人目の赤ちゃんが誕生したとのことであり、今後

の更なる活躍が期待される。 

 

 

３．益田市医師会立益田地域医療センター医師会病院 

（島根県・発表者：神崎裕士益田市医師会副会長） 

３番目の演者として、神崎裕士先生より、島根県の益田市医師会が公益社団

法人に移行したことをきっかけとして作成した、医師会の中長期計画について

のご報告をいただいた。 

益田市医師会は、私も見学させていただいたことがあるが、医師会病院から

介護老人保健施設、療養型病床群、リハビリセンター、各種の在宅支援事業所

を開設するすばらしい医師会で、それぞれの施設は市民のニーズに応じていく

うちに、これほどのラインナップとなったと伺っている。 

ご報告では、議論の構築方法について具体的に示していただいたほか、益田
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圏域の人口動態や介護ニーズの予測をもとに課題や方向性を検討し、対応策の

一つとして「地域医療・介護支援センター構想」等をお示しいただいた。 

公益法人制度改革により、全国の郡市区医師会が公益や一般への移行作業で

非常にご苦労されたと伺っている。既に検討を進めているところもあるかとは

思うが、益田市医師会のように、この公益法人制度改革を機に、医師会の地域

でのあり方を見つめ直し、医師会共同利用施設の位置付けを強固にするきっか

けとしていただければと考えている。 

 

 

４．遠賀中間医師会おんが病院 

（福岡県・発表者：杉町圭蔵遠賀中間医師会おんが病院・おかがき病院統括院長） 

４番目の演者として、杉町圭蔵先生より、福岡県の遠賀中間医師会おんが病

院が、赤字の県立病院から医師会立病院となって黒字化に至るまでについて、

日本の医療の問題や課題にも触れつつ、ご報告いただいた。同病院は 100 床の

日本一小さな地域医療支援病院として承認を受けたとのことである。おんが病

院は急性期を担っており、在院日数が 12 日だが、入院患者の 80％が高齢者で

あり、退院患者の 70％は自宅に直接帰宅はできないとのことである。そこで、

必然的に、地域の医療・介護施設との連携を強力に進めるとともに、独自のケ

アプランセンターを立ち上げ、在宅支援に取り組んでいるとのことである。 

また、地域の医師会員との連携を積極的に進めており、電子カルテの共有を

始めるといった様々な取り組みに挑戦し、医療・介護・福祉の切れ目のないサ

ービスを目指しているとのご報告であった。
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Ⅳ．医師会検査・健診センター 

１．第二期特定健診・特定保健指導への取り組み 

各地域の医師会検査・健診センターでは、特定健診・特定保健指導が開始さ

れた平成 20 年 4 月には、それまでの健診事業の受託体制を一新しなければな

らないほどの対応を迫られた。特に健診内容の変更や健診データの電子化入力

対応には大規模なシステム改修を含み、多額のコストを掛けてきた経緯があり、

現在も大きな負担となっている。 

 当初から問題であった健診受診率の動向では、企業健診、職場健診を土台と

した協会けんぽや共済組合などの本人分は、当初から高い受診率(37.4％～

73.0％)を残しているものの、その家族等は受診機会を逸した様子がみられ、

低い受診率にも表れている。 

特に、市町村が主管する国民健康保険では、地域住民に対する健診制度の変

更周知についても、健診内容や受診機会、制度内容の周知不徹底が受診率の結

果に大きく現れ受診率（30.9％～32.7％）は低迷しており、第一期（平成 20

～24 年度）では保険者それぞれの目標値には届かず、第二期（平成 25～29 年

度）への大きな課題となっている。（※ 佐賀県事例部分から移動） 

厚生労働省では、平成 24 年７月に「保険者による健診・保健指導等に関す

る検討会」による「とりまとめ」が行われた。とりまとめでは、第一期５年間

を総括しながら、第二期の実施計画が整理され、1) 特定健診・保健指導の枠

組み、2) 第二期の目標値(メタボ該当者・予備群の 20％減少)、3) 特定健診・

特定保健指導の実施率向上、4) 特定保健指導の実施方法、5) 後期高齢者支援

金の加算・減算制度の取扱い、6) その他として、HbA1c の表記法見直しと共に、

医療費効果についてのエビデンス蓄積、検証成果の定期的・継続的公表等が必

要であるとされた。また、医療の効率化を求められる健康予防や健康管理の推

進に関しては、特定健診・特定保健指導を通じた生活習慣病予防の推進（被扶

養者の実施率向上支援など）、レセプト・健康情報を活用したデータヘルスの

推進（健保組合による加入者の健康保持増進のためのデータヘルス計画・実施
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など）等が挙げられる。厚生労働省が平成 25 年８月末に公表した「国民の健

康寿命が延伸する社会」に向けた予防・健康管理に関する取り組みの中で、2025

年度には医療・介護費用の総額 83 兆円のうち約 5 兆円を圧縮する目標を掲げ

ており、田村厚生労働大臣も平成 25 年を「予防元年」として取り組む姿勢を

示している。今後、特定健診や各種がん検診の受診率アップ、レセプトデータ

の分析・活用など予防推進のための施策が国を挙げて強化されることは確実だ

が、その成否は国民・住民の理解や協力が得られるかどうか、また実効性のあ

る具体策が提示できるかどうかに係っていると思われ、医師会共同利用施設と

しても注視すべきと考える。 

特定健診も第二期を迎え、受診率の向上は緊喫かつ継続的な重要課題である。

健診受託機関としての医師会共同利用施設、健診センターはその受け皿として

各保険者との連携を密にし、住民が受診しやすい環境や精度の高い健診データ

を提供できる環境を整える必要があり、健診データや検査データの標準化・共

有化への対応も必要である。トータル的には事業所健診、学校健診等の受託事

業についても同様であろう。 

 

 

（１）健診・検診データの扱い方と活かし方への考察 

 このことから、健診業務が本来目的である予防医学へ寄与するため、時系列

データはもとより、各種受診者属性(感染症、特に肝炎検査結果等)等を効率的

に集積し、地域医療への還元と共に、住民個人のデータを乳幼児健診から学校

健診、事業所健診から特定健診、高齢者健診へと繋がるデータ構築が必要であ

り、現に全国の医師会共同利用施設がその任に当たっていることを最大限に利

用する必要がある。 

日本医師会も平成 26 年度予算概算要求へ向けての要望書（重点項目）の中

で、「生涯保健事業」と称するプランを新規に立てており、この中でも同様に、

科学的根拠に基づき、必要な健診項目を網羅した保健事業が展開され、蓄積さ

れた健康データが国民、地域住民の健康管理に適切に反映されるような仕組み
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を講ずる必要があるとしている。また、一次予防から三次予防までの保健事業

を国民のライフサイクルに応じた健康事業（生涯保健事業）を体系化する必要

があるとして要望している。これらを担うことができるのは、地域に根ざした

医師会共同利用施設が唯一の健診受託機関と思われる。 
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２．検査・健診センターの経営改善のための取り組み   

―医師会検査・健診センターの存亡の危機、顕在化― 

 日本医師会の調査によると、検査・健診センターの施設数は複合体センター

を含めて、168 施設(平成 25 年 4 月現在)が運営されており、ここ 10 年間で５

施設が閉鎖ないし、経営委譲されるなど医師会共同利用施設ではなくなったと

いうことになる。全国的には、西高東低の稼働状況である医師会共同利用施設

も、各地域ではその使命感を持って力強く運営されているが、従前からの問題

点である「民間センターとの過当競争」「相次ぐ診療報酬における検体検査実

施料の引き下げ」「システム改修や高度検査機器の更新などの大型投資」や「真

空採血管の有償化に伴うコスト増」等により、その体力は減少傾向にあり、一

部では危機的な状態でないかと懸念されている。これらの問題点は、「親方日

の丸」的な運用体質や危機管理意識が薄いことなども理由ではないかとされて

おり、全国各地方ブロック内で行われる医師会共同利用施設連絡協議会や各種

の研修会などでも、大きな課題として取り上げられている。 

 

（１）民間検査センターの動向（※ 新規章立て） 

競合することの多い民間検査センターは、全国組織として日本衛生検査所協

会を設立して、経営上・運営上の問題点・課題の研究を行い、コンプライアン

スやガイドラインを策定しながら、一部は厚生労働省への働きかけも行ってい

る。全国には、約 900 箇所の衛生検査所があり(平成 25 年 1 月)、その内、会

社経営の形となっている検査所は約 700 箇所、その内 390 施設が協会に加入し

ているとされている。さらには、この 390 箇所の中の上位 20 社程の大規模広

域検査所が検査関連費の 80％近くを稼ぎ出しているとの報告もあり、統廃合化

が進んで巨大ラボに集約されつつあることが推察される。このような流れの中、

医師会立の登録衛生検査所(69 施設の検査センター)のほとんどは衛生検査所

協会に属しておらず、その動向や方向性を把握することは困難である。 

その間、民間検査センターは精度管理の充実や営業活動に伴う市場調査、取

引地域や医療機関の選別など、ありとあらゆる手段を講じている。施設数 1170
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箇所も、ここ 10 年間で 890 箇所に縮小しており、地方では小規模検査センタ

ーは衰退し、体力のない施設は大手検査センターに吸収され、閉鎖に追い込ま

れた多くの弱小センターがあり、検査センター業界の統廃合が進んでいること

が伺える。 

また、各地域で活動する民間検査センターの中には、地域内の情報交換を目

的として、各営業担当者が参加する「営業会議」と呼ばれる場が存在するとの

ことである。この中では医師会検査センターの動向が機敏に反映されており、

料金改定に関する動向や医師会検査センターが行うサービス提供の内容等の

情報が交換され、これらを見据えた上での対応が図られている部分がある。こ

れら民間検査センターと我々医師会共同利用施設とは真の競争はできていな

い。 

 

（２）医師会検査センターの危機感（※ 新規章立て） 

医師会検査センターは医師会会員の共同利用施設への帰属意識に負うとこ

ろが大きく、医師会員や役員の考え方、経営方針、高邁な理念にて運営されて

いる。長年、全国の医師会共同利用施設はその高い存在価値を示してきたが、

多くの医師会において、会員利用率の低迷も表面化しており、多くの投資を伴

う個別（単体）経営では、将来性は決して明るいものではないと考える。そし

て、大規模施設であっても赤字経営が持続すれば、職員整理や閉鎖などの選択

肢が浮上することになり、結果として、その地域が民間検査センターに食い荒

らされる惨状になった事例も散見される。地域医師会会員の利便性が損なわれ、

料金が高騰し、集荷網が寸断される事態は避けなければならない。 

 単体運営の検査センターでは、利用率の低迷は死活問題であることは自明の

ことである。特に近年、親子継承医療機関を含む新規開業会員の医師会離れが

表面化しており、医師会への入会にも難色を示す若手医師にとっては医師会共

同利用施設の利用勧奨が困難であることが多い。この点では地域の基幹病院や

大学病院で稼働する IT 化状況をも確認しながら、若手医師の開業の動き等を

いち早く察知しつつ、会員・役員の人間関係の繋がりを大切にしながら話を進
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めることも必要であろう。このことは、医師会共同利用施設の基盤強化だけで

なく、医師会力の強化にも繋がると考える。しかし、保険点数（検体検査実施

料）の引き下げをもとに検査料の値下げを強行しても、医師会共同利用施設と

しての運営指標である会員利用率には結びつかず、既存医療機関の囲い込みも

困難となっているなどの現状を考慮しながら、地域に合った会員連携の中で自

活を見出す必要がある。 

 検査センターでは、地域内を網羅した集荷体制が整備され、会員の情報ネッ

トワークの一助にもなっており、医師会事務局からの文書配送など事務局機能

の一部を補完している部分もある。従って集荷網は検体、報告書の配送という

業務機能だけではなく、大切な情報伝達機能でもあり、進化しなければならな

い機能と考える。これらの集荷体制の上に、主業務となる検査事業があり、言

うまでもなく内部精度管理・外部精度管理調査を問わず精度管理には、多大の

労力を注がれていることと思われる。検査事業の生命線の一つは、高い精度管

理に裏打ちされた検査データの精度保証であり、これらの検査データが迅速・

確実に届くからこそ、医師会共同利用施設としての存在価値も高いものになる。

しかし、近年この高度な精度管理でも民間検査センターとの差が無くなってき

ているのが現状である。一部には、外部精度管理調査の評価点だけを広告する

ような民間検査センターがあり、オリンピックデータと称する自施設内の得意

項目のみ、外部精度管理調査の時期のみ高額な標準試薬を用いた上で高得点を

得る民間検査センターもあると聞く。このようなことは言語道断だとしても、

我々は、長年、高い精度管理によって精度保証された検査データをいち早く診

療現場に届ける努力を続けてきた全国の医師会共同利用施設に対して敬意を

表したい。 

（※ 移動） 

（３）検査・健診複合体の場合を考える 

さらに、健診センターとの複合体組織でも、検査センター部門の運営は厳し

さを増しており、一部では、非常に困難な状況にある。しかし、複合体事業で

は、健診事業内の検体検査を受けいれることが容易であり、結果データ通信や
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工夫された報告書等を使い、高い付加価値を提供し、会員利用率の向上にも寄

与している現状が各地域の協議会報告や研修会でも報告されている。 

現状は、健診事業が検査事業を補填しているかのように見える場合が多い。

健診事業の創生期には、スタッフの確保やその人数による人件費率増大から、

検査事業収益からの健診事業へ補填が行われていた時代もあったが、現在のよ

うに検査事業の収益が低迷化すると、収入比率が逆転しているケースが多いの

ではないかと推定する。しかし、複合体施設では健診事業の中で発生する検体

検査を自施設内の検査部門で賄えるからことの利便性を強調したい。現場では、

精度保証された検査データが身近にあり、また迅速な報告体制と相まって、検

査データと健診データの整合性、利用性、合理性が担保されている。このこと

が患者やデータを予防健診（健診データ）から会員医療（診療データ）へスム

ーズに移行させることにつながり、これら健康データを提供できる医師会共同

利用施設が身近にあることが、会員サービスの最大効果（メリット）と考える。

これらを強調しながら、難題山積の医師会共同利用施設経営であるものの、今

後会員とセンターが「WIN & WIN の関係」になるような方策を考えたい。 

 

（４）最後に 

 本委員会や各地域連絡協議会、総会等において、全国各地の同志である検

査・健診センターは地域医療、臨床検査、健康予防の第一線として会員医療機

関や行政機関と密接に連携しながら、地域特性にあった活動を行っていること

を十分理解し得たことは、全国で開設運営に携わる我々同志にとっても大変な

励みになっており、各位に敬意を表したい。 

しかし、我々のもっとも身近な医師会共同利用施設が世の中の進歩に対応で

きているのか検証も必要ではないだろうか。診療報酬は改定され、会員も世代

交代が進行し、臨床検査業界も進歩し、健診制度も日々進化していることを理

解しなければならない。収支の改善や利用率の数字も大変有効な指標であるが、

高い精度管理成績の維持や営業活動による情報提供、データ通信を活用した会

員診療の IT 化への協力など、会員との結びつきや信頼関係を大切にし、公平
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公正に対応しながら本来の目的を完遂する医師会共同利用施設として、運営す

べき（されるべき）と考える。 

さらに、進化した IT 化の時代であっても医療が「人」と「ひと」の関係性、

信頼性を根本原理としている以上、医師会共同利用施設がその橋渡し役である

ことに徹すればこそ、会員の継続的利用に結びつき、安定経営にも繋がるもの

と考える。   
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３．各地域の取り組み 

（１）函館市医師会における第二期特定健診・特定保健指導への取り組み 

 平成 20 年度から始まった特定健診も５年が過ぎ、平成 25 年度からは第二期

に入った。全国的にも受診率は低迷しているが、函館も例外にもれず、国が定

めた65％を大きく下回り、平成 24年度においては27.6％という結果であった。

しかし、平成 20 年度と比較すると受診率で約 8ポイント、受診者数で約 4,000

人と、年々、少しずつではあるが増えている。 

 函館市では、医師会と市が協力して、①ハガキや電話による受診勧奨、②が

ん検診との同時実施、③土・日・夜間健診日の設定、④オプション検査の充実

等、いろいろな対策をたててきたが受診率の大幅な増加にはつながっていない。

特に、平成 25 年度は、8月までの累計で前年度比マイナス 367 名と伸び悩んで

いる。特定健診が始まるにあたり、函館市医師会健診検査センターでは先行投

資も行っており、受診率の低迷は経営状況の悪化にまでつながりかねない深刻

な問題である。 

 40～50 歳代の受診率をどう上げていくかが今後の課題であるが、これといっ

た妙案がないのが現状である。 

 日本医師会には、生活習慣病の予防に重点を置いた特定健診の重要性をもっ

と広く啓発して、国民の健康を守るための更なる努力を期待したい。 
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（２）浦和医師会メディカルセンターについて・今後の展望について 

 浦和医師会メディカルセンターは、診療所併設の検査・健診センターである。

特定健診やさいたま市各種がん検診事業は受託していないが、会員医療機関の

特定健診検体については 100％受託している。また、平成 25 年 4 月 1 日より非

営利徹底型一般社団法人になり、検査部は公益部門、検診は収益部門となった。 

 

◆ 臨床検査センターの抱える課題 

１.診療報酬の引き下げ：診療報酬改定毎に純利益が減っている。 

２.特定健診：平成 25 年度から HbA1c の値を NGSP 値に変更した。現在、特定

健診は規定項目の他に尿酸、クレアチニンを全ての対象者に実施しており、

平成 26 年度からは eGFR の算出も予定している。これらについては検査シス

テムに依存するため、システム修繕費や依頼書、報告書の印刷費等がかかっ

てしまう。 

３.民間センターとの競合 

１）価格：民間センターの不当なダンピングは、大手ではある程度無くな

ってきたが、中小センターでは新規取引時の一年間は数パーセント等、未

だに過剰ダンピングが見受けられる。 

２）集荷時間：民間検査センターは、午前、午後の集荷で夜間測定してい

るが、浦和医師会メディカルセンターは午前だけの集荷で午後に測定して

いる。 

３）ビル複合診療所の一括受託：テナントが決まる前に検査所が決定して

いる。また、前記した民間センターのダンピングにより、医師会が介入す

る余地がない場合が多い。 

４）開業支援（コンサルテーション）時の参入：検査・薬局は決定済み。 

５）医師会は入会しなくては営業できないため、全てのケースで民間の後

手に回る。 
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４.機材価格の高騰：採血管や注射器、検査消耗品等のプラスチック機材が診

療報酬の引き下げに反し値上げとなっている。 

５.医師会入会率及びメディカルセンター利用率の低下 

１）ビル診、コンサル誘導開業等 

２）共同利用施設不要論 

３）医師会の組織力の低下 

６.データ配信への出費費用：費用がかかりすぎる。 

 

◆ 健診センターの抱える課題 

１.行政事業の受託において随意契約が困難となった結果、検診受託単価が引

き下げられて減収し、民間資本の医療法人が格安で受託している。随意契約

見直しによる行政受託の危機。 

２.労働安全衛生法健診で特定健診部分の電子化に対応するコストの問題。 

３.平成 24 年度より骨密度測定をデジタルフィルムでの対応、25 年度から

胃・肺がん検診読影のデジタル（メディア提出）対応を開始。また、25 年

10 月より骨密度測定のメディア対応を開始するためのマンパワ―が必要。 

４.会員からの胃がんや乳がん検診の撮影依頼が多く、通常の検診業務に支障

をきたしており、受託撮影料金が低い。 

５.医師・診療放射線技師の確保：受診者の権利意識が高まる中、女性の医師

や技師が検診に従事することが入札の条件となっているケースが多い。特に

MMG、心電図は男性技師が従事することが困難となっている。また、医師の

診察時も女性の診察補助をつける必要があり、人件費高騰の原因となってい

る。 
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◆ 特定健診・特定保健指導について 

１.電子化対応で非採算費用が高騰。 

２.個別形式で実施し、特定保健指導は健診受診者が結果を聞きに来た時に初

回面接を行うが、特定健診と特定保健指導の受診券・利用券番号が異なる等、

国保連合会システムの問題で請求が煩雑化している。 

３.健診システム・請求システムを構築して、検査結果まで詳細に定められて

煩雑な請求業務をこなしているが、国からは一切それに対する回答がない。 

１）年度集計結果 

２）保険者や地域が異なっても、前回値が分かるようになるはずだった。 

４.特定健診の実施により、申し込まなくては受診券を出さない健保組合が多

いなど、被用者保険の被扶養者は健診の機会を得ることが困難な事態になり、

地域医療向上に反している。 

５.健診結果のみで保健指導機関を受診した場合、果たして真の指導ができる

のか、基礎疾患を見落としたまま保健指導を行う可能性も高く危険である。 

 

◆ 今後の展望について  

① 今後の診療報酬改定で検体検査実施料を上げるよう、日本医師会は国に

働きかけるべきである。 

② 特定健診の項目を増やすよう、日本医師会は国に要望すべきである。特

定健診は、肥満と高血圧症、脂質異常症、糖尿病を中心とするメタボリ

ック症候群に特化しており、腎機能や循環器の病気には不十分と考える。

クレアチニン、eGFR や心電図検査を加えるべきである。 

③ 妊娠計画から死亡診断まで全ての地域医療を医師会は担っており、行政

が施行・推進する事業は医師会無くしては成り立たない。最近では、検

体検査や健診等、他業者でもできる行政受託事業について、随意契約に
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異議を唱えるものがいる。健診事業は確かに低コストで実施する団体が

多いが、多くの場合、診断精度に問題がある。もし、行政が、コストを

下げるところのみを追求し、他業種が参入できるところのみ公開入札を

するなら、医師会は医師会でしかできない事業から撤退するくらいの意

志を持って望むべきである。 

④ 医師会に対して校医や園医等の選任要請が来て、医師会員がその役務に

赴いている学校等が、園児・児童・生徒の健診を民間に委託している場

合が極めて多い。契約時に検査健診は医師会を利用することを条件にし

ても良いと考える。さらに、学校医等は検査結果を判断する上で医師会

検査センターを利用してない結果に対しては判定を断ることも検討すべ

きと考える。なお、埼玉県教育委員会では、学校の健診は校医・地元医

師会と協議して決めるよう通達を出している。 

⑤ 魅力ある医師会と会員のための検査・健診センター作り。 

⑥ 国は特定健診の集計結果を公表すべき、また、転入者の過去のデータが

分かるようにすべきである。 

⑦ 被用者保険の被扶養者が健診を受けられるよう国は指導すべきである。

自治体が健診を行い、費用を保険者に請求するシステム作りなどが必要。 

⑧ 薬と同様、医検分業を唱える意見もあるが、保険薬局と違い登録衛生検

査所が診療報酬を直接請求することは問題がある。 

 

浦和医師会メディカルセンターのように、特定健診・がん検診が個別形式で、

それに関わる読影・検体検査・請求が医師会一括受託の場合、特定健診、がん

検診で収益を上げるのは困難である。 

今後はデータ配信の推進やアメニティに配慮し、会員サービスに徹するとと

もに、職域健診や人間ドッグの件数を増やしていきたいと考える。 
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（３）佐賀県医師会成人病予防センターの取り組み 

◆ 特定健診への取り組みとその他の健診事業 

ここで、佐賀県国保連合会が平成 24 年度にまとめた健康データの一部を紹

介したい。佐賀県は人口 86 万人の比較的コンパクトな県であるが、担当者の

尽力により、人工透析移行患者数及び伸び率や高血圧者数の推移など詳細がま

とめられている。平成20～22年度の特定健診受診者率は32.6～35.0％である。

特定健診受診者中、BMI25 以上者は 4 名に１人であり、この 3 年間で増加傾向

にある。 

HbA1c について、NGSP 値 6.5％以上の糖尿病領域者の人数は、平成 20年 6,512

名（8.3％）、平成 21 年 6,558 名（7.7％）、平成 22 年 6,959 名（7.8％）とな

り、全国平均よりもかなりの高い水準にあるものの初年度に比して、減少傾向

がみられ全国順位も下降している 

また、HbA1c6.5％以上の糖尿病領域者の中で、HbA1c 8.4％以上の重症者数

は、平成 20 年 1,153 名（17.7％）、平成 21 年 1,074 名（16.1％）、平成 22 年

1,073 名（15.4％）と減少傾向であり、国保だけをみても初年度 15.1％が 11.5％

まで減少している。 

佐賀県ではこの「メタボ健診」に対しては、「HbA1c」「クレアチニン」「尿酸」

「尿潜血」の検査結果が必要だとする強い申し入れを佐賀県医師会側から行い、

初年度から実施してきた経緯があり、人工透析移行患者数の伸び率鈍化に役立

っている。また県下 20 市町では、それぞれの保健担当者が受診者の掘り起こ

しから、有所見者に対する強い保健指導を行いながら行動変容への誘導、特に

医療への受診勧奨を行った成果も考えられる。全国各地域でも同様な取り組み

が熱心に行われていると推測する。 

なお、厚生労働省がまとめた特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（平

成 20～23 年度分、http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/ 

info02a-2.html）が公表されており、各地域において参考になると思われる。 

上述のデータは、医師会共同利用施設である佐賀県医師会成人病予防センタ

ー（検査・健診複合体）が県内の特定健診の大部分を受託して受診者を把握し、
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健診データを集積して報告できる体制が整えたことから健診情報の提供が可

能になったものであり、また佐賀県保険者協議会へのオブザーバー参加により、

医療現場の声としてアドバイスできている体制も良い方向にあると考える。こ

のような事例は、厚生労働省が望ましいとしているエビデンス蓄積、検証成果

の定期的・継続的公表にも合致する。したがって、的確に管理された健診デー

タを各保険者へスピーディに提供することは、医師会共同利用施設の付加価値

を高め、行政健診との強い関係作りにも役立っていると考えられる。 

健診部門では、住民健診としての特定健診のほかに、従前からの「施設内健

診（人間ドック等）」を実施し、施設外健診としては事業所健診、学校検診（心

臓、腎臓、小児生活習慣病）、その他の健診等も幅広く実施しており、行政や

事業所、企業との連携を強め、受診者サービスに努めているが、受診者数の確

保が問題である。 

人間ドック部門では、企業関与部分において、健診料金の低下傾向から、安

価なコースへの変更が多く見られ、収益率の悪化からリピーター確保が問題と

なっている。そのため、事前予約の案内や新型報告書の提供などサービスに努

めている。また、産業医健診でも電子化サービスや出向き健診へも対応してお

り、会員と医療機関関係者のニーズに応えている。学校検診においても精度管

理手法を導入した判定方法の統一化を行い、学校保健やその関係者との協議を

重ね、また九州学校検診協議会との連携を行いながら、比較可能な資料を提供

して、県内統一を目指しながら共同利用施設としての役割を果たしている。 

 

 

◆ 検査センター部門の取り組み 

 ここで検査部門の精度管理に関する取り組みを紹介したい。検査部門では、

当たり前に行っている精度管理であるが、マンネリ化しないように体系化する

必要がある。内部精度管理と共に、日医、日臨技の外部精度管理調査は毎年参

加し、その結果をまとめた精度管理実績報告書を作成している。さらに、外部

評価機能(ISO 15189 等)を利用するよう検討もしているが、計画段階である。 
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精度管理事業としては、昭和 63 年度に第一回佐賀県臨床検査精度管理調査

を主催して以来、県内の臨床検査精度の向上や検査データ標準化の推進、施設

間差是正に大きな成果があった。当時の調査対象は、専任の臨床検査技師が常

駐し、相応の検査項目を院内処理する約50の検査室を対象施設としていたが、

平成 15 年からは院内に専用検査室が無い施設、また臨床検査技師がいない一

般会員医療機関にも参加してもらい、精度管理の考え方や院内の検査機器、特

に普及が著しい血球計数装置を対象として調査を開始した。初回の参加施設は

44 施設（9.1％）であったが、平成 24 年は 104 施設（20.6％）にまで増加して

おり、精度管理の意識向上に繋がっている。初回時は血算５項目（RBC、WBC、

HGB、HCT、PLT）を調査した。CV 値が 40％を越える WBC や PLT なども回答され、

日常のメンテナンス不良やコントロール液を使ったことがないなどの課題も

見つかった。翌年からは、機器メーカーの担当者を帯同した技師職員が会員医

療機関へ出向く出前調査等の対応も行い、現在では専任の臨床検査技師がいる

検査室の検査精度（CV 値：10％以下）に近づいており、調査項目も CRP、尿検

査や ABO 式血液型など輸血検査にまで範囲を広げ、会員医療機関が行う検査精

度の向上に医師会共同利用施設として情報提供している。同じような取り組み

を全国各地の医師会共同利用施設でも行われていると思われるが、一過性に終

わらず、継続性をもって対応することも重要ではないだろうか。この試みは検

査センターの技師職が診療現場に出向く良い機会である。また、これらの機能

を活かして、医療機関内に新しく院内検査室の新設や検査室の拡充をお考えの

施設には、適切なアドバイスや検査業事業から外注検査への流れをサポートす

るとともに、特に精度管理手法のアドバイスに力を入れており、いくつかの医

療機関では既に稼働し、継続的な助言も行っている。 

このような点に鑑み、精度管理に精通した医師会共同利用施設の強みを活か

す手段の一つとして、近年増加している会員医療機関内で稼働する大小の検査

機器に対する日常的な精度管理、院内管理にも積極的に関与する（させてもら

う）ことを提案したい。佐賀県医師会成人病予防センターでは上述の流れから、

患者プール血清を使用した検査データチェックを行う体制を整え、月に十数施
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設が利用している。同じ検体の同時測定や管理手法の共有とその研修や教育を

行うこともできれば、医師会共同利用施設としての存在価値を一段と高められ

ると考えられる。 

今後は集荷網の再整備も必要と考えている。データ通信システムが稼働し、

検査結果の速報には、一定の成果があるものの「検体集荷、搬送」は人の手で

行う必要があり、省力化、合理化とともに会員サービスの最前線としての「顔」

がそこにあるため、実情に則した考え方や方法論が必要である。また近年の多

彩な検査項目には、一つひとつ異なった対応が要求されるため、職員への研修、

勉強会も不可欠である。この定期的な勉強会には、検査課のみならず、全職員

が対象であり、最新検査の紹介から日頃の工夫に至るまで、情報共有が行われ、

佐賀県医師会成人病予防センターが提供するサービスや精度保証の基礎とな

っている。 

 

◆ 共通の危機感と今後の課題（※ 新規章立て） 

新規開業会員の獲得への取り組みは長年の懸案である。一年間の「特別支援

制度」も色褪せるほどの民間検査センターの対応や開業支援コンサルタントの

台頭と共に、その手際の良さや後手に廻る情報収集等の問題があるので、役職

員一丸となって解決すべきところである。（※ 削除） 

従前からの測定器材の高騰と来年度の消増税問題と共に、近々には採取器具

の有償化問題への取り組みがクローズアップされてきた。現段階では、前向き

に対応するとの申し合わせであるが、診療報酬改定の時期であり、会員の理解

や地域の民間検査センターとの駆け引きに腐心することになる。 

当施設は検査健診複合体であり、健診業務で発生する検体検査を検査部門が

引き受ける最も効率の高い業務体系と自負している。今後、会員のご理解やご

協力もいただきながら、県民住民の健康への関心を高める協力も行いながら、

健診も検査も、医師会共同利用施設を選択いただけるように、努力を続けたい。
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＜参考：第 25 回全国医師会共同利用施設総会第２分科会報告＞ 

 座長：池田秀夫 医師会共同利用施設検討委員会副委員長 

 

１．弘前市医師会健診センター 

（青森県・発表者：澤田美彦弘前市医師会健診センター担当理事） 

弘前市医師会は会員数約 300 人で地域医療に貢献するため、看護専門学校、

急患診療所、居宅介護支援、検査事業、健診事業の５事業を行っておられる。 

一般の検体検査は会員の利用数がやや減少し、民間検査所への依頼件数が多

くなっていることが問題であるものの、結核関連検査やマイコプラズマ検査な

ど迅速な報告対応が求められる検査に対処して存在価値を示していることが

報告された。検査事業の問題点として、検査実施料(点数)が低い、民間検査所

と直接競争ができない、若い会員の利用率が低い、電子カルテへの対応ができ

ていない、検査担当の技師職員確保が困難(離職者多い)、検査部門単独での存

続は困難であり、健診部門からの検体検査を囲いながら、自前検査室を確保し

ているのが現状である。健診事業では、各種健診等の検体検査は増加しており、

特定健診では電子化データの代行入力を行い、共同利用施設としての役割を果

たしている。健診事業の問題点としては、施設の老朽化、専門職を含むスタッ

フ確保、健診実施時期の月別バラツキにみる検体検査量の増減、また担当検診

医の高齢化も課題である。しかし、健診事業の中で、特に胃がん・大腸がんが

ん検診受診率を向上させるため、ABC 検診の提案や便潜血検査検体の輸送方法

を工夫するなど新たな検診方法を検討・導入したことが報告された。 

 

 

２．藤沢市保健医療センター 

（神奈川県・発表者：小堀悦孝藤沢市保健医療センター所長） 

本センターは、健診・医療・福祉が連携した施策を総合的に推進・発展させ

るために、藤沢市と藤沢市医師会、歯科医師会、薬剤師医師会が出資してでき

た公益財団法人である。 
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主な事業の１つは、高度医療機器共同利用施設の拠点として、MR 検査、CT

検査、消化器内視鏡検査、超音波検査、マンモグラフィー検査等を地域医療機

関からの依頼(紹介)により検査を行い、２名の常勤放射線科の医師が画像とレ

ポートを配送している。今後は、この配送手段をオンライン化したいとのこと

であった。 

また、地域事業体を対象とした事業所健診を主体に健診事業も行っておられ、

高度医療機器を活用して二次検査施設としても活動している。また、もう１つ

の特徴的な事業としては、健康づくりトレーニング事業を挙げ、健康運動指導

士６名、PT１名、保健師１名、日本医師会認定健康スポーツ医２名で健康管理

を指導されており、介護予防の観点から良い成果をあげられておられる。 

今後の課題としては、人件費の増大がある。平成 22 年度から人件費率が 50％

を越え、サービス向上のために確保した多数の看護職員数の適正化が問題とな

っている。また、地域内の利用医療機関数(いわゆる利用率)が減少し、受診者

数の減少も課題であるとされ、さらに今後は高度医療機器の更新費用の確保に

ついても大きな課題となることが報告された。 

 

 

３．石川県医師会臨床検査センター 

（石川県・発表者：齊藤典才石川県医師会理事） 

検査センターを主軸として、全県下を活動エリアとした共同利用施設である。 

検査利用率(A 会員：790 名)が 80％を越えている検査部門であるものの、４年

連続の減収分を健診部門(主に個別健診事業とがん検診検体検査等)で補う状

況となっている。新規事業として事業所健診（個別）のデータ処理、液状細胞

診検査（子宮がん検診）の導入、骨塩定量検査におけるデジタル対応を行って

おられることが報告された。 

事業所健診のデータ処理は、医療機関の医師、看護師、事務職等の負担を軽

減させる狙いが奏功して、受託件数及び受託先も増加し、検査部門の減収をカ

バーしているとのことであった。 
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子宮がん検診に利用される液状細胞診検査（LBC）の導入は、全国で２～３

番目に早く導入されて実績を蓄積してきた経緯を踏まえ、従来法に比べてコス

トがやや高くなるものの、精度管理上の問題が解決され、所内作業の効率化が

図られる等メリットが多いことが報告された。婦人科医療機関ではその有用性

が知られているものの、保険点数の適用はやりにくく、今後は婦人科細胞検査

単独検査実施料の中でも行っていただけるように、全体コストの削減が課題と

のことであった。この点は一般検体検査の価格競争への対応も同様であって、

今後より厳しくなることから、コスト削減に向けて取り組むとの報告であった。 

骨塩定量検査におけるデジタル対応はフィルムレスＸ線装置に対応するも

のであり、Ｘ線装置を買い替える医療機関や新規開業医療機関ではフィルムレ

ス機器の導入が多いことから、この新規開業会員へのセールスポイントとなる

ため、利用先医療機関の増加が見込まれるとのことであった。 

 

 

４．鹿児島市医師会臨床検査センター 

（鹿児島県・発表者：今村厚志鹿児島市医師会臨床検査センター顧問） 

医師会立臨床検査センターは昭和 45 年に開設し、鹿児島市内の会員医療機

関の大部分をシェアとする大型検査センター、共同利用施設として地域医療に

貢献してきたが、平成 14 年度に大型自動検査機器の導入と検査システムの構

築を同時に進めたことから赤字に転じ、５年後の平成 19 年度からは厳しい経

営状態となった。今回、法人化制度改革に対応する検討の中で、この事業の経

営問題が取り上げられ、運営の適正化検討が平成 22 年から始められたことが

報告された。 

平成 24 年 1 月からは経営の適正化を目指して、人件費の大幅削減、人員配

置を考慮した新検査システムの構築、不採算検査項目の外注化などを骨子とし

た新体制を実施した。その結果、51 人(正規職員 27 名)の職員中 18 人を退職勧

奨して 33 名(正規職員９名)に減少させ、人件費の大幅削減が図られた。人件

費率が検査料収入に対して 57.7％から 31.5％と減少し、年間の人件費約３億
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円が削減された。人員配置を考慮した新検査システムの構築では、当初の集荷

計画を従来の一日 4 回訪問から２回に減少させる方向で調整していたが、会員

の要望や内部の工夫もあって4回の集荷体制が維持できたことは大きな成果で

あった。また、不採算検査項目を減少させる点では、結果報告までの時間等も

検討して外注化を行い、外注化比率が増加したため、日常検査は少ない検査担

当者でも対応が可能となった。 

その結果、平成 24 年度の収支計算書上の収支差額は約 1,800 万円の黒字計

上ができた。この黒字転換については、会員や医師会役職員の大いなる理解と

血の滲むような努力に負うものと評価されるが、最大 20％もの検査料金を値下

げしたものの、会員利用率の増加や収入増にはつながらなかったとの報告であ

った。 

 

 

今回発表の共同利用施設からは、総じて検査事業の検体検査利用率は減少し、

民間ラボとの競合・価格競争などの厳しい課題をもっておられ、行政や事業体

と結びついた各種健診事業をもって補填しているものの、その手段は少なく、

その見通しには楽観できないことが報告された。 

しかし、いずれの医師会も共通して、会員の理解を得ながら、また役職員が

何かと工夫しながら、医師会共同利用施設としての使命を果たそうと情熱をも

って、大変な努力されていると感心した。 
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Ⅴ．おわりに 

 

篠原 彰 医師会共同利用施設検討委員会委員長 

 平成 24・25 年度の医師会共同利用施設検討委員会では、日本医師会担当副

会長、担当常任理事、日医総研の研究員の方々にもご参加いただき、当職を含

み 14 名の委員により横倉会長からの諮問事項を中心として、様々な協議を行

ってきた。全国のブロックから参加いただいた委員には、直接的に医師会共同

利用施設の運営に携わっておられる先生だけでなく、都道府県医師会の担当役

員も数多く参加されていたが、医師会共同利用施設を有していなくとも超高齢

社会における在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築に対する関心は高

く、有意義な議論が行われたと思っている。 

 会長諮問に対する本答申では、積極的に在宅医療を推進している地域医師会、

地域包括ケアへの取り組みを実施されている施設や事業所の紹介が中心とな

っているが、これらの先進的な事例の中には今後の医師会共同使用施設として

のあるべき姿を垣間見ることが出来る。医師会病院は、改めて承認要件が変更

される地域医療支援病院としての存在意義を高めることが必要不可欠であり、

地域の医療機関や他職種との協働による地域包括ケア拠点としての取り組み

は、長い間の懸案事項である公的病院としての位置付けへの指標となるであろ

う。介護関連部門では、全国で 90 ヶ所を超える医師会の運営する地域包括支

援センターへの期待が大きいのは当然のことであるが、訪問看護ステーション

や居宅介護支援事業所においても地域包括ケアへの積極的な参加が望まれる。 

 

 ところで、医師会共同利用施設の総数は日本医師会が 2年ごとに調査を行っ

ているが、残念ながらこの 4 年間は減少傾向にある。介護保険制度が創設され

てからの 10 年間は毎年介護関連施設が増え続けており、平成 21 年度には合計

で 1351 施設にまで増加していた。平成 21 年度の共同利用施設の内訳は、医師

会病院が 85、検査・健診センター181、訪問看護ステーション 475、地域包括

支援センター88、居宅介護支援事業所 282 となっていたが、4 年後の平成 25 年
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度の調査では合計で 1269 施設と 82 施設も減少している。医師会病院は 83、検

査・健診センターは 168 と微減に止まっているが、訪問看護ステーション 443、

居宅介護支援事業所 242 と大幅に減少しており、僅かに地域包括支援センター

だけが 91 と若干増加している。地域包括ケアの拠点として期待される地域包

括支援センターが増加しているのは歓迎できることではあるが、長い間の医師

会立検査・健診センターの悩みと同様、民間と異なり社長のいない介護サービ

ス事業所としての継続的な運営の難しさが原因なのだろうか。医師会共同利用

施設検討委員会としての今後の課題としたい。 

 

 超高齢社会における医療のあり方については、「病気を治す」だけでなく「生

活や人生を支える」といった視点が必要となってくる。地域包括ケアの推進は、

これからの市町村行政にとっての重要課題となることは間違いないが、医療提

供側としての地域医師会、かかりつけ医との連携なくしては決して成就しない

し、在宅医療においては様々な職種との連携・協働も不可欠である。本報告書

中にもあるように、在宅医療の推進にはまだまだ多くの阻害要因があるが、か

かりつけ医は地域における包括的なケアシステムの必要性と自らが求められ

る立場を認識することが必要であり、医師会共同利用施設としても、地域包括

ケアの推進は高齢者が住み慣れた地域で生活を営み、最期を迎えるために託さ

れる新たなミッションと考えるべきではないだろうか。 
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付．参考資料 

１．兵庫県医師会調査「地域包括ケアに向けた県内医師会の取り組みについて」 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「地域包括ケアに向けた県内医師会の取り組みについて」 

回答一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年６月調査実施 
(平成２５年１０月回答内容再確認) 

 

 

兵 庫 県 医 師 会 
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【参考】  

兵医発第４３１ 号 

平成２５年６月２８日 

 

    郡市区医師会長  様 

 

兵 庫 県 医 師 会 

                         会長  川 島  龍 一 

                          

 

「地域包括ケアに向けた県内医師会の取り組みについて」(照会) 

 

 

 時下、ますますご清祥のことと存じ上げます。 

 さて、本会共同利用施設委員会では、「地域包括ケアに向けた県内医師会、及び共

同利用施設の取り組み」につき検討を行っておりますが、県下の医師会がどのように

地域包括ケアに取り組まれているかを参考に、今後検討を進めさせていただくことと

なりました。 

貴会におかれましてはご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、別紙の項目にご回答

いただき、７月１９日(金)までに本会あてＦＡＸ(078-231-8113)にてご回報の程お願

い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

    兵庫県医師会事務局業務２課  

 〒651-8555 神戸市中央区磯上通 6-1-11 

TEL:078-231-4114   FAX:078-231-8113 

 E-mail:  
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                          平成２５年  月  日 

   兵 庫 県 医 師 会  御中 

 

「地域包括ケアに向けた県内医師会の取組みについて」(回答) 

 

            医師会 

１．貴医師会管内で、地域包括ケアがうまく行われている事例がありますか？ 

 

  ①事例がある              ②事例がない 

    ↓ 

※どのような取組みをされておられますか。具体的な内容をお書きください。 

 参考資料等がございましたら、併せてご回報ください。 

 

 

 

 

２．上記の事例に、貴医師会としてどのように関わっておられますか？ 

 

 

 

 

 

３．貴医師会で、地域包括ケアに関与される部会(委員会)はどちらですか？ 

 

 

 

 

 

 ご協力、有難うございました。 

ＦＡＸ(078-231-8113)にて、７月１９日(金)までに、県医師会あてご回報ください。 
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｢地域包括ケアに向けた県内医師会の取組みについて｣ 郡市区医師会からの回答一覧 

(平成 25 年 6 月実施) 【平成 25 年 10 月再確認、一部修正】 

 

郡市区 
医師会名 

１．貴医師会管内で、地域包括ケアがうまく行われている事例がありますか？ 

事
例 
有 

事
例 
無 

どのような取組みをされておられますか。具体的な内容をお書きください。参考
資料等がございましたら、併せてご回報ください。 

神戸市     

現在、地域包括ケアがうまく行われている事例はないが、区医師会レベルで地
域包括ケアの構築に向けて医師会が主導で多職種連絡会議を開き、かかりつ
け医、歯科医師会、薬剤師会、ケアマネ連絡会、区行政、訪問看護ステーション
等が集まり、情報を共有すべく、活動している。垂水区、長田区、東灘区が特に
活発に活動している。 

東灘区 ○   

・区医師会は、ケアマネージャー連絡会と月１回に定期的な意見交換会を持って
いる。 
・区医師会は、区役所、消防、警察と隔月に意見交換会を持っている。 
・地域の高齢者・認知症の方を見守るための多職種が連携するボランチィア活
動に参加している(バラ公園ネットワーク)。これは現在、行政共同にて「認知症サ
ポートネット」として区内各地域包括支援センターに広げられている。 

灘区 ○   
灘区認知症連携勉強会で事例検討を多職種で行っている。あんすこセンター・
三師会ワーキングを開催。訪問看護連絡会やケアマネ連絡会と懇談会を定期
的に開催。 

中央区 ○ ○ 
定期巡回、随時対応一体型訪問介護看護をしている事業所の事例検討会を 9
月に予定している。 

兵庫区   ○   

北区 ○   
地域包括ケアをテーマに多職種連携の情報交換会を当会設立記念事業の一つ
として開催した。医師会、三師会、行政、地域包括支援センター、訪問看護、消
防、居宅支援事業所など約５００名が参加。キックオフの会になった。 

長田区 ○   
各地域包括支援センターに相談医を決めて、各地域での医療と今後の連携を
図っている。在宅医療推進協議会にて、医療・介護の連携に努めている。 

須磨区   ○   

垂水区 ※   

多職種(訪看、ケアマネ、地域包括、行政、歯科医師会、薬剤師会、病院、老健
のＭＳＷ etc)の連携の会を通し、顔の見える関係を構築し、患者、要介護高齢
者の情報交換を行っている、問題のある方を迅速に紹介し、連携をとれる関係
をきづいている。 

西区 ○   

地域包括支援センター域で、開業医、民生委員、訪問看護師、介護保険関係の
事業所（ケアマネジャー・ヘルパー）、西区社会福祉協議会、西区あんしんすこ
やか係、西警察、看護大学スタッフ、地域のあんしんすこやかセンター主任ケア
マネージャーなど、多職種が集まり、地域の独居老人、認知症高齢者が住み慣
れた地域で生活を継続できるかを検討する会を定期的に開催している。 
実際の事例を提示して、情報の共有化、各職種の具体的なサポートの仕方、連
携の取り方などを議論。 

尼崎市   ○   

伊丹市   ○   

川西市 ○   

月に一度地域ケア協議会を開催し、地域ケアに携わる多職種の連携の実をあ
げるべく協議している。協議内容は、認知症対策、訪問歯科診療、訪問服薬管
理指導、災害対策、病診連携、徘徊対策等、多岐に亘っている。 
また、大阪大学精神科と共同で「つながりノート」を作成し、約 500 名の認知症高
齢者に配布し、それぞれが（医師・看護師・患者・家族等）書き込むことによりス
ムーズに連携が図れるよう鋭意取り組んでいる。 
 
参加職種は次のとおり：医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院、行政(市役所)、
警察、消防、健康福祉事務所、ケアマネージャー協会、訪問看護ステーション、
弁護士会 
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宝塚市 ○   
①平成 25 年 4 月 30 日 地域包括支援センターと宝塚市医師会との連絡会 
②医師会地域ブロック割と地域包括支援センターの地区割との整合化 

西宮市   ○   

芦屋市   ○   

明石市 ○   

人口 30 万弱の明石市には、東西 2 つの地域包括支援センターがあり、その 1
つを明石市から委託を受け、明石市医師会が運営しています。明石市では全市
を市立中学校の学区に分け、それぞれをゾーンとして 13 ゾーンに分割しており
ます。 
その各ゾーンに明石市が在宅介護支援センターを設置し、地域で発生する諸問
題に対応しています。 
そこで解決できない事例は全市を４つに分割したブロックで医療、保健、福祉、
介護の各専門職が集まり、問題を持ち寄り協議しております。このように専門職
が全市的に問題を捕え、検討するしくみがあります。 

三木市     
地域包括支援センターを中心に実施されているが、特に事例の報告は受けてい
ない。 

小野市 
加東市 

  ○   

加西市   ○   

西脇市 
多可郡 

  ○   

加古川   ○   

高砂市   ○   

姫路市 ○   

①在宅医療勉強会：行政も含め、地域包括支援センター、薬剤師会、歯科医師
会、訪問看護ＳＴ連絡会、介護支援専門員協会、医師会等、多職種による勉強
会 
②地域在宅療養会議：姫路市内を４ブロックに分け、それぞれの地域での問題
点に対して具体的事例を提示し、多職種で問題共有と解決を図る。 

神崎郡   ○ 神崎郡３町に意思なし、また受託する事業所も現時点でない。 

たつの市 
揖保郡 

  ○ 

 我々医師会が関わるべき、厚労省の掲げる「地域包括ケア」の概念は、在宅
医療の対象患者に医師・歯科医師・薬剤師・看護師・ケアマネージャー・保健師・
医療ソーシャルワーカーなど多業種の持てる機能・能力を集約し、対象患者へ
の包括的なかかわりをとおして、その理念を実現しようとするものであると理解
致しております。しかし、大多数を占めるであろう平均的な規模の診療所の医師
が、これに主体的にコミットして行くには、かなりの努力を要求されます。勿論、
マンパワーの多い阪神地区と播州の差異、さらに佐用・宍粟などの山間部で
は、その在り方そのものも随分と地域差が想定されます。そのため、地域の医
師会内部のみならず、歯科医師会・薬剤師会の他、かかわりのある諸機関・諸
施設との入念な協議が、前提条件となります。 
 行政サイドは既に法律によって義務付けられた「地域包括支援センター」と称
する担当部署を設置しており、独自の地域サービス活動を展開しております。
我々の医師会管内の行政組織は、「たつの市地域包括支援センター」と「太子町
地域包括支援センター」で、それぞれ介護予防サービスの相談や予防給付など
介護予防ケアマネージメントが行われております。 
 これに対して、当医師会内には「在宅医療」を担当する理事を選任して委員会
を構成し、「地域包括支援センター」や民間の介護施設の担当職員及び病院の
看護師などとの合同の会議を設けて、共通の場で問題の発掘・調整・解決策な
どを議論しております。厚労省の掲げる「包括ケア」にはまだまだ距離がありま
すが、掲げられた目標に向かって、事の成否はともかく、問題を整理しながら進
める所存であります。モデル病院として、「龍野中央病院」に協力を求め、周辺
の診療所や、関係各機関と協議しながら「地域包括ケア」体制を構築して行く予
定に致しておりますが、如何せん医師会に所属する会員への広報活動になかな
か時間がさけず苦慮している所でもあります。 
 そうは言っても、現実に介護に軸足を移して厚労省の提案する地域包括ケア
を見事に実践されている地域もあるやに聞きますので、今後、実効性のある計
画立案に邁進する所存であります。 
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相生市 ○   

1.定期的実施(1～2 ヶ月に１回) 
2.事例検討(事例の持ち寄りにより、該当施設以外が日常の業務の見直し等に
役立っている) 
3.他事業所との連携が回数を重ねる毎によくなってきた。 

赤穂市   ○   

赤穂郡     
本年度 9 月に地域包括ケアを円滑に行うために、医師会、包括センター、介護
施設、ケアマネ、訪問介護職員、歯科等々の各職種が集まり、合同会議を行う
予定です。 

佐用郡   ○   

宍粟市 ○   

「宍粟市の在宅生活と看取りを考える会」 
市医師会、市地域包括支援センター、市内の訪問看護ステーション、ケア・マネ
ージャー等と、県立リハビリテーション西播磨病院、認知症疾患医療センター、
柿木達也先生をコーディネーターとして招き、定期的に会議を開催している。 
また、8 月 25 日(日)には別紙講演会を開催予定である 

朝来市   ○   

養父市 ○   

地域包括支援センターが事務局になって、養父市医師会(医師２名)、公立八鹿
病院(医師２名、看護師、事務員)、訪問看護ステーション、各事業所ケアマネー
ジャー等が集まりテーマを決めて年２回のワーキンググループ会議と年１回の
全体会を定期的に開催しています。 

豊岡市   ○ 
事例が無いんですが、行政主導の「地域包括ケア会議」に各地区(旧豊岡市、日
高、出石・但東、城崎・竹野)の会員が委員として出席しています。 

美方郡   ○   

三田市 ○   在宅介護連携協議会を運営している。 

篠山市 ○   

①かかりつけ医とケアマネージャーの連携がスムーズに行えるように、市内統
一の「主治医連絡表」と「情報提供書」が作成されている。 
②「Ｗa(わ)看護」と言う名前で、市内の医療機関や訪問看護ステーション、介護
施設、地域包括支援センターの看護職が情報共有や研修を行う機会をもち、顔
の見える関係づくりを行っている。 

丹波市 ※   

1)毎年 2 回、介護者(主に施設の介護士、在宅のヘルパー)を対象にした研修会
を開催、講師は県立病院、赤十字病院の院長クラス、開業医等、毎回 120～150
名。 
2)不定期な市の福祉の幹部と介護保険運営に関して相談を受けている。 

洲本市   ○   

淡路市   ○   

南あわじ市   ○   

 
※委員会がうまくいっていると判断した医師会 
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２．1 の事例に、貴医師会としてどのように関わっておられますか？ 

神戸市 

現在は神戸市行政主導で「地域包括ケアシステムについて考える会」が昨年数回にわた
って開催され、地域包括ケアについてようやくイメージができ上がり、①個別ケア支援：退
院時カンファレンス、サービス担当者会議、②多職種・多制度による支援：地域ケア会
議、③広域的・施策的支援：区役所レベルの地域ケアネットワーク会議、地域包括支援セ
ンター運営協議会、更に市役所、保健所主体の全市地域包括支援センター運営協議会
が考えられる。 
①・②は区医師会レベルでの関与となり、サービス担当者会議、地域ケア会議に、特に
後者は医師会より医師派遣で関与し、多職種会議の主導、市医師会レベルでは③に関
与することになる。 

東灘区 
・医師会から担当役員や会員が、それぞれの集まりに参加出来るようにしている。 
・現在は情報交換だけであるが、それをもとにした医療、介護、看護の連携にもっとつな
がるようにしたい。 

灘区 主催 

中央区 

地域資源の活用、サービスのスムースな実行、連携の強化を目指して、多職種(医師会、
薬剤師会、歯科医師会、ケアマネ連絡会、訪問看護ステーション、中央区保健福祉部、
総合病院の地域連携室などの代表者)が集まって事例検討会を２ヶ月に１回程度行って
いる。 

兵庫区 

・地域包括支援センター運営協議会に理事を出席させ、そこで意見を述べているが、年
数回程度であり、なかなか主張が反映されていない。 
・兵庫区では多業種間の交流の場として地域ケアネットワークが十数年来活動している
が、そこでＣＭ、行政との意見交換の場を設けている(定例会２ヵ月に１回、シンポジウム
年１回など)。 
・要支援１～２の患者のケアプランはおろか、ＣＭが誰かも分からない事例が多くあり、現
場が混乱しており、医療がおろそかになってきていると危機感が現場にはあります。 
ＣＭが主体で動き出してしまっては遅すぎるので、是非医師会が主導で地域包括ケアを
動かしてほしいとの要望を６月の神戸市代議員会で主張しました。 

北区 
主催者 
今後地域包括支援センター、行政と当区を含む三師会で核となり当会の地域包括を計
画していく。 

長田区 
医師がコーディネートをしている。 
長田区医師会が主催している。 

須磨区   

垂水区 

垂水区地域ケア推進検討委員会、神戸西医療・介護地域ケアネットワーク(エナガの会)
をそれぞれ、2 ヶ月に 1 回開催し、これらに伴い、垂水在宅医療勉強会(講演会やグルー
プワーク)を２、３ヶ月に１回開催。さらに医師会員の地域ケア会議への積極的な出席をす
すめている。 

西区 
・会の運営の発起人 
・毎回の会の企画、運営をしている 

尼崎市   

伊丹市   

川西市 
地域ケア協議会は医師会が中心となって主催しており、当医師会から常に 7～８名が参
加している。 

宝塚市 
①共催しております。 
②医師会医療機関マップを各地域包括支援センターと整合しています。 

西宮市   

芦屋市   

明石市 

主任ケアマネ、社会福祉士、保健師を含む２８名の職員で地域包括支援センターを運営
しており、各種の地域ケア会議も開催しています。各会議に精神科、内科、医師会会員
の出席を依頼し、医療面から支持する必要のある時は医師会が中心になって支援しま
す。 

三木市 
地域包括支援センターを中心に必要に応じて実施している。在宅ケアチーム(医療と介護
の関係者で構成)が関わっている。 
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小野市 
加東市 

  

加西市 積極的な関わりは無い 

西脇市 
多可郡 

  

加古川   

高砂市   

姫路市 
①医師会が主催で開催する 
②基本的には(準基幹型)地域包括支援センターが中心になり、医師会が積極的にサポ
ートを行う 

神崎郡   

たつの市 
揖保郡 

設問１．の回答の通り 

相生市 
担当役員がリーダーシップを取り、内容はフィードバックされ、医師会会員にも周知される
ようになった。 

赤穂市   

赤穂郡   

佐用郡   

宍粟市 医師会員が“考える会”の会長として中心的な役割になっている。 

朝来市   

養父市 
会議にむけての地域包括支援センター事務方と養父市医師会正副会長との打ち合わせ
会で意見を言わせてもらい、一年間の取り組みや現状の問題点等、常に連携をとってい
ます。 

豊岡市   

美方郡   

三田市 年２回、他団体と共同で開催している 

篠山市 

①について：この様式を作成するにあたり、医師会とケアマネージャー・行政とで協議を
重ね、お互いの立場での意見交換を行う機会をつくった。また、各医師会会員への周知
を行った。 
②について：開催案内の情報提供や集約、研修会での講師として関わり、この会を支援
している。 

丹波市 
医師会が主催(講師への謝礼、会場費負担)、市の福祉部、介護保険サービス事業者と
連携を取りつつ、開催している。 

洲本市   

淡路市   

南あわじ市   
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３．貴医師会で、地域包括ケアに関与される部会(委員会)はどちらですか？ 

神戸市 介護保険・在宅ケア委員会 

東灘区 
介護保険部会。 
その担当理事、担当副会長および会長。 

灘区 
介護保険部会 
「地域包括ケア」→あまりにも漠然として答えにくい質問です。 

中央区 
・介護保険・在宅医療委員会 
・中央区在宅医療推進協議会(Ｈ25、Ｈ26 年度結成のモデル事業) 

兵庫区 介護保険・在宅部会 

北区 在宅ケア部、介護保険部、病院部、担当副会長(入江正一郎) 

長田区 介護保険・在宅ケア委員会 

須磨区 組織化された委員会はありません 

垂水区 
介護保険・在宅ケア部・老人保健部、救急対策部、さらには地域支援部、等で広く関与し
ている。 

西区 介護保険、在宅ケア委員会 

尼崎市 保険・介護保険委員会 

伊丹市 地域医療委員会 

川西市 地域ケア協議会 

宝塚市 部会(委員会)としては特定しておりません。 

西宮市 
「地域医療連携委員会」 
現在、主に在宅を中心とした医療懇談会(在宅医療懇談会)を年２回企画・実施してい
る。 

芦屋市 地域医療委員会 

明石市 

在宅医療委員会 
救急医療委員会 
地域医療連携システム委員会 
地域包括支援センター担当者会議 

三木市 在宅医療部会 

小野市 
加東市 

・地域保健・公衆衛生委員会 
・介護保険委員会 

加西市 無し 

西脇市 
多可郡 

医療問題委員会 

加古川 
・成人保健・介護ケア委員会 
・加古川地域在宅医療推進協議会 

高砂市 在宅ケア推進・介護保険委員会 

姫路市 
・医療・介護連携委員会 
・地域福祉・介護保険委員会 

神崎郡 介護保険委員会 

たつの市 
揖保郡 

地域在宅医療推進協議会、 
在宅医療・在宅介護支援推進委員会 

相生市 地域ケア部会(仮称) 

赤穂市 なし 

赤穂郡 医師会事務局 
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佐用郡   

宍粟市   

朝来市 部会はありません 

養父市 養父市医師会とケアマネージャーとの懇談会 

豊岡市 

「地域包括ケア」の概念が把握できていません。医師会としては全体を関与する部会は
ありません。 
介護保険、老人医療、認知症関連、障害者関連、災害・救急医療、地域保健・福祉医療
の分野を理事の先生方が分担して関与しています。 

美方郡 
少人数の医師会なので、部会・委員会はない。担当は介護保険計画策定委員会、地域
包括センター運営協議会、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の委員をつとめる医
師会員がすることになる。 

三田市 在宅医療部会 

篠山市 部会はなく、担当役員が対応している。 

丹波市 在宅医療研究会 

洲本市   

淡路市 部会を設けていない。 

南あわじ市 介護保険委員会 

 


