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平成２９年度 第２回徳島県医療審議会【議事録】

【開催要領】

１ 日 時 平成２９年１１月２２日（水） 午後７時～午後８時３０分

２ 場 所 徳島県医師会館

３ 参加者 委員２６名のうち２１名出席

【会議次第】

１ 開 会

２ 議 事

（１）徳島県保健医療計画の第７次改定について

（２）社会医療法人の認定について

３ その他

４ 閉 会

【議事概要】

■議事 基本理念の見直しについて

○県医療政策課 医療対策部会の意見を踏まえた「基本理念の見直し」について説明。

○質疑応答

＜Ａ委員＞

医療対策部会の時に基本理念に違和感があるという話をさせていただいた。今、事務局

から説明をしていただいたのは、大体私が言った内容である。

確かにいわゆる地域医療構想であるとか、あるいは地域ケアシステム構築ということで

言えば切れ目のない医療が提供できるので、後段の部分は賛成をするところが多いが、前

段の部分は今まで県民というふうに広く対象を捉えていたのが、患者というふうに非常に

狭まったのかということに違和感があること。

それから、この主語が、県なのか、我々医療に携わる者すべてなのか、あるいは今まで

のように県民一般ということなのか、その部分が非常に分かりにくいという指摘をさせて

いただいた。

もう一度皆さんのご意見をお伺いして、よりよいものにできたらというふうに考えてい

る。

＜Ｂ委員＞

看護協会では、在宅医療体制整備事業で県から補助をいただいて退院支援ナースの研修

などを行っている。そこの中で患者さんがどこに退院されていくのか、いやいやお家に帰

られる方もいらっしゃるし、家に帰りたくても帰れない方もいらっしゃる。そのような状
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況を見て行き場のない患者を生み出さないという言葉が出てきたのかなと看護協会では理

解して違和感を感じなかったため、前回の審議会において特別意見は出さなかったが、基

本理念なので多くの方がご覧になられると思うので、皆さんが違和感なく、皆さんがわか

りやすい理念でというのが大事だと思う。

＜Ｃ委員＞

私は前回の審議会では、「患者」というのは医療保険の事であると感じていたし、その

上で保険が県になるということもあって、この医療計画、医療保険と両方とも担うのであ

れば、お互いに連携していってというのはやむを得ない表現かなという気もしているが、

事務局の方にこれ以外の案がなければやむを得ない表現ではないかと今のところは思って

いる。

＜事務局＞

先程、御説明をさせていただいた。部会の方でいろいろなご意見をいただいたことを受

け止めて、始めに見直すか、見直さないかをお諮りいただいているところだが、事務局と

しては、前回の部会を踏まえて「見直し案」を現時点で用意させていただいたので、もし

よろしければそれを説明させていただいて、見ていただいた上で改めてご意見をいただき

たい。

「追加資料」配布

＜Ｄ委員＞

まず現行の理念に私は違和感を感じてはいなかったが、Ａ委員がおっしゃった主旨をお

伺いして、行き場のない患者を生み出さないというのは、マイナスのイメージというより、

今の徳島の状況、「行き場のない患者さんがいらっしゃる」事を認識するところから出発

しているのかなと感じている。それであればそれを解決するような徳島作りが必要なので

はないかなと思う。

ただ全体的なイメージとしては、県民一人一人それぞれ違った状況というところに視点

を置いたということで、見直し案①、②が良いではないかということと、保健という言葉

が見直し案②に追加されたということで、新たな視点で良いイメージに感じている。問題

があるのであれば、行き場のない患者からスタートするのもいいのではないかという気も

する。

＜Ｅ委員＞

行き場のない患者という言葉だが、御指摘があったように「現在の状況」というのも考

えられるが、今後、第７次の医療計画、また地域医療構想とか、そういったものが進展し

ていくにしても大きくそれるところではないかと思っている。やはり具体的な目標として

この言葉を私は入れた方がいいと思っているがいかがか。
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＜Ｆ委員＞

部会の方で議長の説明をした責任もある。私は、この問題でＡ委員からいろいろと御意

見をいただいて、医療対策部会では「行き場のない」という言葉の「強い」感じが少し違

和感に繋がるというような意見があった。私自身もそう思っていたが、実際にこの見直し

案を見てみたら確かに非常に良く出来ていると思うが、特に見直し案②になると地域包括

ケアとか地域でちゃんと支えていくよというところが抜け落ちてしまって、木下先生が言

われたように具体性がないように感じるので、私も改めて出していただくと、「行き場の

ない」というのは強いが今後危惧する、あるいは今でも行き場のない患者はおられるわけ

で、ここをしっかり解決していくということは強いメッセージになるのではないかなと思

う。

また、主語と言われたが、計画はこういうことを目指しているということなので、ある

意味では現行でもこの計画は行き場のない患者を生み出さず、こうこうサービスが提供さ

れる徳島作りであるということになるので、そこを省略はされているがキャッチフレーズ

としては響いてくると思う。説明するなら「行き場のない」のところは残すというところ

かなと思う。

＜Ｃ委員＞

私もこの見直し案になると「行き場のない患者」が主語もできたということで非常にわ

かりやすい見直し案だろうと思っている。しかし、一つお聞きしたいのは見直し案②の方

には保健という文言が入っているのに、①には入っていない理由は何か。

＜事務局＞

始めの言葉を県民一人一人の状態と適用した段階で、患者から県民になったので広く予

防的な観点を入れるということから考えると、保健を入れるのが適当かなということで、

案②として示している。ただ、「現行案」をできるだけ活かした案ということで考えるの

であれば、予防的な観点を抜いて医療介護サービスという部分に焦点を当てるという案も

あるのかなということで案①をお示しした。

ただ、始めの言葉が同じになるのでそれを受ける言葉としては、案①についても保健を

入れておくという方がいいのかもしれない。

＜Ｇ委員＞

根本的な問題としてこれは第７次徳島県保健医療計画の基本理念。基本理念だから絶対

にその具体的なことが入らないといけないということはない。それと「患者」という言葉

は発病しての患者だ。例えば未満の状態であるとか、まだ健康な状態である場合には「患

者」はおかしいのではないか。また、見直し案に「保健」が入ったが、そもそも計画名が

保健医療計画であり「保健」が入っているのに、患者ということに絞ってしまうと病気に

なった方のみの計画となってしまう。「行き場のない患者を生み出さない」というのは各

論の方できっちり書けば基本理念としては足りないかもしれないが、具体性は必要ないと

思うし、保健ということも非常に大事だと思う。
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＜Ａ委員＞

皆さんの御意見を伺いたいというところから、色んなご意見をいただいて本当によかっ

たと思う。Ｇ委員がおっしゃったように患者というふうに言ってしまうと狭まる感じがし

て、それを危惧していた。実は部会の時にＧ委員が御提案されたが、患者というのを後ろ

にやったらとげとげしい感じがなくなるよとご提案をされて、それがここに入っているの

かなと思う。

それと保健が入っているかどうか。病気の人だけを対象にして考えるのではなくて、県

民全体、まだ発病していない人に対する予防であるとか、そのような観点も考えるとする

と保健というのは入れた方がいいと思う。言い出しっぺだが、見直し案①の方に保健を入

れてすれば、ある程度コンセンサスになるのかなと思う。事務局を始め、これを考えられ

た方は非常に検討されたと思う。だから、それは少々順番を変えて残すというのでもいい

のではないか。

＜Ｈ委員＞

市町村の代表で出席させてもらっている立場から言うと、「行き場のない患者を生み出

さない」という言葉は、我々行政の人間にとっては非常に責任を押しつけられる感じがす

る。というのは、徳島県の第７次保健医療計画の理念の中で、初めてこういう言葉が出て

来たと思う。やはりこれで本腰を入れてというか、県の姿勢、行政に携わる我々も含めて

非常に責任が強く出ていると思う。市町村の立場で言うと、必要な時に必要な医療が適切

に受けられたり、必要な時に必要な介護が適切に受けられる受け皿作りというのが一番大

事だと思うので、私としては我々のこれからの戒めというのか、そういうのを込めて見直

すのであれば見直し案①でお願いしたいと思う。

＜議長＞

他にございませんでしょうか。それでは挙手で決を採りたいと思います。

原案どおりの方、見直し案①、見直し案①に「保健」を加えた案、見直し案②で採決

それでは、見直し案①に「保健」を加えた案、「県民一人ひとりの状態に適応した保健

・医療・介護サービスが提供され、行き場のない患者を生み出さず，全ての県民が安心し

て暮らせる徳島づくり」を第７次保健医療計画の理念とさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。
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■議事 徳島県保健医療計画の第７次改定について

○県医療政策課地域医療・医師確保担当 前田主任が説明。

○質疑応答

＜Ｃ委員＞

第６章のP.357だが、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、他の職種もそうだが、全国平

均は大きく上回っていると書かれている。確かに数字的にはそうであるし、大都市に行く

と充足していないということもあって、徳島県においては恵まれているのは確かだ。

しかし、歯科衛生士においては今後歯科だけではなしに、病院等にもまた需要が出てく

るものだと思っている。そして、歯科技工士に関しても、現場の状況としては、徳島でも

歯科技工士が不足しており、また、厚労省においても技工士不足は認識していて、３１年

度入学生から補助を検討しているというふうなことも言われている。この部分に、できた

ら施策の方向にでも、資質の向上、再就業を促進するでなしに、いかにまだ数の確保は必

要ということも入れていただければと思う。

なお、歯科衛生士については、県の基金を活用して私どもとしても進めて参ろうと思っ

ているので、よろしくお願いする。

＜Ｉ委員＞

臨床心理士の立場から、公認心理師についてお伺いしたい。公認心理師法ができて来年

度に資格試験が始まるという段階になっている。これまで臨床心理士は民間資格というこ

とで病院の中でも立場が不安定であって、どういうふうな立ち位置か曖昧な部分があった。

公認心理師ができた事により、医療の中でどういうふうに組み入れていただけるかについ

ては、今後、決まっていくことかとは思うし、現段階でまだ見通しがわかりにくい点では

あるが、心の面の支援とかに関して私たち臨床心理士も県民の皆様に対してサービスを確

実に提供できたらいいなとこれまでずっと思っていたことなので、これを機会に医療計画

の中にも心理士に関する養成や人の把握というのはされていくのか。

＜事務局＞

多職種連携というところで、特に地域包括ケアについてもそうだし、病院内においても

チーム医療ということで様々な職種が連携されている。その中で心理職種については長年

国家資格をどうするかと検討されてきており、その職種の関係者の皆様にとってはようや

くということかと思う。

今回国家資格、国家資格以外でも認定の資格等も含めて把握はしているところではある

が、今後国の方向性はまだ明確ではないところがあるので、しっかりその辺り把握した上

で人数のところについても検討していきたいと思う。もしよろしければ心理職種関連を御

存じのＡ委員がいらっしゃるので、教えていただきたい。
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＜Ａ委員＞

今、現に仕事をされている方がいらっしゃるので、５年間の経過措置が取られる。５年

間の経過措置で現任者を講習をしていただいて受験資格を抱えていく。もうすでに日本心

理センターであるとか、日本精神科病院協会が受けて現任者講習の計画を立てているが、

かなり事前のニーズの把握に問題があって、希望されている方が現任者講習が十分に受け

られない、ウェブで申し込んだところ２分でいっぱいになったというような現状がある。

我々もそうだが、大学、臨床心理士会の先生方にもお願いしたいが、現任者講習をこれか

ら増やしていく時に講師が十分確保できないために増やしていけないということがあるか

ら、それに協力をいただきたい。

現任者の経過措置の部分が複雑でわかりにくいので、県にお願いしたいのは、その辺を

踏まえて適切に広報していただいて、資格を持っているのに受けられないということがな

いように、周知をお願いしたいと思う。

立場が不安定というお話があったが、国家資格できちんと裏付けがされるということで、

かなり進むと考えている。県の方としても重要な職種であるから、現状の把握とある程度

需給の関係の把握をしていただいて、漏れのないように公募していただけたらと思う。

＜事務局＞

現状と課題と今伺ったので、可能な範囲で表記させていただきたい。国の方向性等、明

確でない部分があるため、中間見直し等のタイミングも踏まえて検討していけたらと思う。

＜Ｅ委員＞

在宅医療についてだが、P.261の「患者が望む場所で看取りが可能な体制」というのが

（４）にあるが、その看取りの一定のレベルを担保するために、人生の最終段階の医療の

決定に関するガイドラインがある。しかし、そのガイドラインを知っている、又は、それ

に沿って看取りをしている人が非常に少ない。一つのレベルというか、同じ方向で同じよ

うなもので看取りを確保できるということを考えると、そういったガイドラインがあるの

もこの中に入れてもらいたいと思うがいかがか。

＜事務局＞

この表現の中に今いただいたガイドラインについても表記に加えて、そうしたものの活

用等についてもやっていくべきだという方向性も加えていこうと思う。

＜Ａ委員＞

医療従事者の確保のところで、医師の確保について伺いたい。先程もちょっと話があっ

たが、徳島県は全県平均すると３番目とか４番目で恵まれているという話だが、非常に偏

在している。我々が住んでいる西部は元々の数が少ないし、特に「かかりつけ医」の機能

を担っている先生たちの高齢化が進んできている。私も二十何年前に医師会に入ったが、

未だに下から数えた方が早い。そういった意味では偏在の問題がある。

厚生労働省の検討会がずっと動いているが、１０月１１日の会で医師の偏在について今

まで医療計画が有効に機能していないと言われた。医師の確保計画を医療計画の中にきち
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んと作っていくようにということで、例えば医師の確保報酬や確保する数の目標、目標を

達成するための医師派遣またはその他の医師の確保策というようなことが謳われていて、

それを設計する時の指標がいくつか示されているが、一つは医療のニーズ、二つめは人口

や人口構成の変化に伴う将来の医療ニーズ、三つめは二次医療圏の設定区域、四つめはそ

れぞれの診療科、五つめは入院あるいは外来医療の状況、六つめは患者と医師の流出入、

七つめは医師の年齢分布、それからへき地や離島などの地理的条件というようなものを指

標として医師の確保計画をきちんと医療計画の中に盛り込むようにというふうなことが言

われているようだ。これもずっと何次かの医療計画で地域医療支援センターの機能強化で

あるとか、あるいはキャリア形成支援であるとかということは常に謳われているが、具体

的に医師の確保計画というものを今回７次の保健医療計画の中に盛り込む予定があるのか

どうかお伺いしたい。

＜事務局＞

医師確保計画を今後保健医療計画の中に盛り込むべきだという議論が国の方でなされて

いることは承知しているところである。この議論の中身についてはまだ検討中ということ

であって、正式な方針ということではないが、私のお聞きした範囲では次期計画とかそう

いったところに向けて国の方から今Ａ委員からお話のあった色んな要素を踏まえた上での

需給見込をどう出していくかというところを示した上で計画に位置付けていくという方向

性であると聞いている。

県独自でやればいいじゃないかというところもあるが、医師の需給というのは全国的な

遍在もあるし、まずは国の動向を見定めた上で今後の計画の見直しの中でしっかりと位置

付けていけたらなと考えている。

＜Ａ委員＞

今回の第７次の保健医療計画は計画年限は６年であるので、第８次というのは６年後に

なる。そのスピード感というのはものすごく悠長だと思う。今そこにある危機に目をつぶ

っておられると思う。

独自のものは非常に難しいというのはわかるが、ずっと同じ地域医療支援センターの機

能強化とかずっと同じ文言が並んでいると思うが、それで具体的に有効な結果が得られた

というふうにはなっていなくて、どんどん地域の先生方の高齢化が進んでいっている。徳

島県の高齢化がものすごく進んでいるということで言えば、そのスピード感はなかなか承

伏しかねるところがある。

＜事務局＞

今回の計画期間は６年間とさせていただいている。ただ、他の計画との整合性を図ると

いう意味からの中間見直しをしなさいという国からの指示もあり、３年後の中間見直し時

には国の方向性も示されていると思うので、そういったタイミングでは反映したいと思っ

ている。

ただ、Ａ委員のおっしゃる通り、西部地域での医師の確保という面では大変な状況にな

ってきているということで認識している。地域医療支援センターにおいては、地域枠の学
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生をはじめとした医学部学生のキャリアプランを考える中で大学や各医療機関とも連携し

ながら進めているところだ。成果はなかなか出ていないじゃないかとおっしゃられる部分

もあるが、これまで以上に連携を深めながら少しでもそうした状況が改善できるように取

り組んでいきたいと思っている。

＜Ｆ委員＞

地域医療支援センターのセンター長を務めているので少し説明させていただく。

偏在が非常に問題だということは現状を見ていればよくわかることだが、県として特別

地域枠、地域枠といった人たちが今育ってきて、やっと今医者になって専門医制度に入ろ

うかなといったところだ。今後１０年くらい続くと１００人くらいになる。その人たちに

いかに地域で活躍していただくかということが非常に重要な問題になってくるので、地域

医療支援センターとしても、その人たちが県外に出ないように徳島県の中でしっかり専門

医なり取って、地域に貢献できるようにというプログラム等を県と一緒に話し合いながら

考えているので、そういったところも少し入れていただいたらいいのではないかと思う。

実際に地域枠の方々は、他県に比べて徳島を離れていない。そして且つ、それをずっと

キープしていこうと一生懸命努力をしているので、そこは今は現状はまだ難しいかもしれ

ないが、今後は希望はある。そこをＡ委員が言われたように、計画に入れていただければ

明るい未来が出て来ると思う。

＜事務局＞

Ａ委員、Ｆ委員の御意見を踏まえて、そういった表現を付け加えさせていただけたらと

思う。

＜Ｊ委員＞

高齢者の糖尿病の在宅医療に関する取組をしないと再び糖尿病の死亡率がワースト１に

戻ってしまう可能性があるが、糖尿病の医療体制を見ると糖尿病だけ在宅療養支援という

文言が入っていない。是非計画の中で糖尿病の在宅療養についても何か入れていただけた

らと思う。

＜Ｋ委員＞

私は医療ソーシャルワーカーで勤務していて、日々患者様と向き合って在宅支援や転院

・退院支援等を行っている。外来で来られた患者様の保険関係の相談等を対応している状

況だ。県内にも医療ソーシャルワーカー協会もあり、会員も１００名を超えている。精神

科についても精神科のソーシャルワーカーさんがいらっしゃって、各種相談等お忙しくさ

れている状況だ。

保健医療従事者の養成・確保の中にソーシャルワーカーの養成の記載が無いのがとても

残念だ。日々の業務が全然活かされていない、周知されていないんだなととても寂しく思

った。退院支援なんかで社会福祉士の配置ということも、精神科についても精神保健福祉

士の配置ということも法律で明記されてきている状況だ。できればソーシャルワーカーに

ついても、是非ご検討いただけたらと思う。
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＜Ｆ委員＞

今の応援になるが、とても大事なことだ。地域包括ケアシステムに今会員を募集してい

るが、ソーシャルワーカーの方々がものすごく入っておられる。社会福祉士の正協会の方

も理事として入っているし、是非重要なメンバーだというところは明記してほしい。

＜Ｂ委員＞

在宅死亡者数というのは在宅看取りの数という意味での数字なのか。

＜事務局＞

こちらのデータについては厚労省と出ているが、在宅看取りとイコールのデータはなか

なか出ないところだ。死亡診断書あるいは死体検案書等書いていただいた、亡くなってお

られた住所地がご自宅であったところというのが、在宅死亡者ということで統計が出てい

る。この中には残念ながら孤独死された方等も含まれているので、在宅看取りの実数を把

握するのは難しいところだ。以前東京２３区で出された集計が、監察医制度もあり、集計

の出された際の在宅死亡の１／３程度が異常死という報告もあるので、なかなか難しいと

ころがある。しかし、在宅で最期までということを支援できる体制の指標の一つとして在

宅死亡率を代用させていただいた。

＜Ｄ委員＞

医療従事者の確保という点で、２０２５年問題という表現はよくないが、７５歳以上が

全国でも１／５、６５歳以上になると１／３、合計特殊出生率も低いということで、何が

起きるかというと労働力人口が減っていく。西部地域のみならず、徳島県全体が高齢化し

ていく。６５歳以上の人にも働いてもらわないといけない状況になると思う。特に徳島は

加速化している。改善するかもしれないが、確保の点で高齢者がいかに働けるか。他の会

社でも高齢者ならではの労災の発生もあるので、高齢者が看護してとか、お医者様は一生

涯医師を続けられると思うが、その高齢者が働き続けられるような職場というものを視野

に入れていただけたらと思う。これを考えていかないと後手後手になっていくと思うので、

今後よろしくお願いする。

＜Ｌ委員＞

吉野川市の方で地域包括ケアという地域の人たちとお話し合いをする機会があったが、

私の隣の席に座っていた方がたまたま元気な方だったので、在宅でということを話のテー

マにしたが、元気であり、かかりつけ医を持っていない私はどうしたらいいのかと問われ

た。ここは医療審議会なので健康な人を対象にするわけではないと思うが、概要の所で保

健という言葉を入れていただいたので、健康に歳を取られるというふうなテーマやポイン

トを入れることは難しいのか。

＜議長＞

高齢者保健医療福祉対策に記載された、ロコモ対策、フレイル対策がそれに該当すると

思う。

以上


