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平成２４年度 第２回北部地域医療連携部会 議事録 

 

１ 日 時 平成２４年７月３日（火） 午後６時３０分～７時３０分 

 

２ 場 所 单巨摩合同庁舎３階会議室 

 

３ 出席者（敬称略） 

     （委員） 久保眞一（市川三郷町長）部会長 志村 学（富士川町長） 

          溝部政史（西八代郡医師会長）  小野正貴（单巨摩郡医師会長） 

          河野哲夫（市川三郷町立病院長） 中島育昌（社会保険鰍沢病院長） 

          小川伸一郎（峡单病院長） 

     （アドバイザー） 

          佐藤 弥（山梨大学大学院地域医療学講座教授） 

     （事務局）医務課 田中課長、山本地域医療監 他３名 

峡单保健福祉事務所 清水所長 他４名 

 

４ 議 題 

（１）望ましい医療連携のあり方について 

（２）住民に対する情報提供について 

（３）その他 

 

５ 議 事 

（１）望ましい医療連携のあり方について  

   ○議長  

それでは早速議事に入らさせていただきます。よろしくお願いします。 

議事の１番でございます。望ましい医療連携のあり方につきまして、事務局より説

明をお願いします。 

 

   ○事務局  

それでは議案資料１「望ましい医療連携のあり方について」に基づきまして、説明

をさせていただきます。 

見開きの２ページをご覧ください。今回を含め、当面の検討内容をお示ししており

ます。今回、前回ご論議いただきました検討手順に基づきまして、まず、この地域に

おけます医療連携の基本方針と、基本目標、どのような考え方、あるいは目標に基づ

いて医療連携を進めるのか、という基本的な方針をご協議いただきたいと思います。 

それに続きまして、地域に求められる医療機能とはどのようなものになるのかを定

義させていただき、その次に、地域の医療機能をどのように分け、役割分担していく

かということにつきまして、その方向性をご協議いただきたいと思います。 

最後に、連携強化に向けた戦略につきまして、次回に繋がる部分になりますけれど
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も、ご協議いただき、今回の議事とさせていただきたいと思います。 

なお、次回の予定といたしましては、具体的な各病院の役割分担及び医療提供体制、

それから望ましい経営形態まで、ご協議いただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは早速、地域医療の連携の基本方針につきまして、３ページをご覧いただき

たいと思います。  

この地域の医療連携の基本的な考え方になりますが、各病院の適切な役割分担に基

づく高度な医療連携を進めることによりまして、急性期から慢性期、在宅医療に至る

まで、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供できる「地域完結型医療」の実現を図

ることとさせていただきたいと思っております。この「地域完結型医療」と申します

のは、病院完結型医療に対する用語でございまして、地域全体で一つの病院であるか

の如く、必要な機能を分け持つ、というようなことを目指したものでございます。 

４ページをご覧いただきたいと思います。医療連携を進めるにあたりまして、基本

的な目標を設定させていただければ、と思っております。 

事務局といたしまして、６点を目標案といたしまして掲げさせていただいておりま

す。 

まずは、この地域で、最も医療提供体制が弱いと思われます救急体制を強化するこ

とにより、地域の救急患者の受け入れを断らない、ということを目標にさせていただ

いたらどうか、と考えております。また、前回ご覧いただいたように、この地域では、

難度の高い手術等がなかなか受けにくい、というような状況がございます。このため、

地域内である程度、高度で専門的な医療が受けられる、ということを２点目の基本目

標とさせていただければと思っております。 

３点目でございますが、この地域は、東海地震等、大きな災害に見舞われる危険が

ありますので、災害時にも継続して医療が提供できる、ということを重要な目標の一

つと考えさせていただきたいと思っております。 

４点目でございますが、よくある病気の治療が安心して受けられる、このよくある

病気というのは、５ページの方に説明を書かせていただいておりますけど、いわゆる

コモン・ディジーズ、医療の専門用語になりますけど、日常病などとも言われること

もあります。高血圧とか糖尿病など生活習慣病をはじめとした、一般的な診療におい

て高頻度に見られる疾患のことをコモン・ディジーズ、日本語にいたしますと、よく

ある病気というように申しますが、このような病気への対応が的確に受けられる、と

いうことが必要な目標となってこようかと思っております。 

５点目と６点目は、高齢化し、また過疎化が進む地域ならではということもござい

ますが、今後のニーズの増加に対応する部分でございます。希望に応じて病院で看取

りが受けられるということも、非常に大切な目標になってくると思われます。また、

在宅医療やへき地医療に対する支援が的確に受けられる、というようなことも必要な

目標になってこようかと思います。 

以上６点を基本的な目標として、今後の医療連携のあり方を考えさせていただけれ

ば、というように思っております。 

続きまして、６ページをご覧ください。 



3 

 

今ご覧いただいた６つの基本目標に対応する形で、今後、強化充実していくべき医

療機能を、６点で整理させていただいております。 

１点目が救急医療体制の強化、基本的に地域の救急患者の受け入れを断らない体制

をつくるということでございます。 

２点目が高度・専門医療体制の充実、３点目が災害医療体制の確立、４点目が総合

診療体制の充実、これは、よくある病気、頻度高く日常的にあらわれる病気に的確に

対応する、といったことから、回復期・維持期・慢性期という疾病段階に応じて的確

に対応していくということも含んだ内容になっております。５点目が、終末期を含む

長期療養型医療体制を構築するということ、６点目が、在宅医療支援体制を強化する、

ということでございます。 

以上が、今後、充実強化していくべき地域の医療機能、この機能を強化するために、

どのような医療連携がふさわしいのか、ということをご論議いただければと思います。 

７ページは、現在の診療科目、いわゆる標榜科目からみて、各病院がどのようなポ

ジション、位置付けにあるかということを定義させていただいたものでございます。 

それぞれの診療科ごとに、標榜科目があるところには丸印、二重丸を常勤医がいる

診療科ということで表現させていただいております。二重丸の下には常勤医の数を記

載させていただいております。市川三郷町立病院は９科の診療科がございまして、８

人の常勤医がいらっしゃいます。社会保険鰍沢病院は、８科の診療科がございまして、

９人の常勤医がいらっしゃいます。峡单病院は６科の診療科がございまして、３人の

常勤医がいらっしゃるということでございます。これは、診療科目でみた各病院の位

置取りということでございます。 

続きまして８ページになります。診療科ではなく、事業の分野から見ると各病院が

どのようになるかということを整理させていただいた表でございます。 

この地域の病院に関しては、救急告示病院、地域災害拠点病院、へき地医療拠点病

院、在宅療養支援病院、それぞれ知事の指定等がございまして、それぞれの機能を担

っていただいているところでございます。 

救急告示病院につきましては、市川三郷町立病院、社会保険鰍沢病院及び峡单病院

の３病院とも指定されております。その他につきましては、鰍沢病院が災害拠点病院、

これは被災地からの重症傷病者の受け入れや広域搬送への対応等を行う病院を医療圏

ごとに１箇所から２箇所指定しているものでございまして、峡单医療圏におきまして

は鰍沢病院のみということになっております。市川三郷町立病院はへき地医療拠点病

院ということで、これは無医地区及び無医地区に準じる地区を対象として巡回診療な

どの医療活動を実施する病院として指定させていただいているものでございます。峡

单病院は在宅療養支援病院、これは在宅患者に対して２４時間対応できる診療体制を

整えた病院でございます。これは知事の指定ではございませんでして、国の厚生局に

お届け出いただいているものでございます。 

このように、救急告示病院以外につきましては、各病院がそれぞれの機能を果たし

ていただいている、というところを見ていただけるかと思います。 

続きまして、９ページでございます。各病院が持っている経営資源を、各病院の院

長様へのアンケート調査を基に、私どもの方でまとめたものでございます。 
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これは、経営分析の際に用いられる内部要因、外部環境を強み、弱み、好機、脅威

という４象限に分けたチャートになっておりまして、今回は医療連携を進めるために

各病院の強みを生かした連携を進めていくということを考えておりますので、各病院

の院長先生方がご認識されているところの強みで今後好機と考えられるところを伸ば

していくというのが一つのポイントとなると思います。また、一方では現在強みでは

あるけれども、将来脅威と感じているそのリスクをいかにして回避していくかという

視点も大切になってこようかと思います。そういう意味では、強みの下の２つの欄、

好機と脅威の部分が重要になってくるかと思います。一つ一つ細かく説明している時

間がございませんので、かい摘んで申し上げますと、市川三郷町立病院につきまして

は、峡单地域唯一の泌尿器科による血液透析治療をされているということ、それから

これは結石の破砕術に関して、衝撃波と経尿道的の結石の破砕術の両方が行われてい

る。衝撃波というのは体の外で衝撃波を発生いたしまして結石を破砕するという術技

でございます。これに対して経尿道的結石破砕術というのは内視鏡を尿道から尿管に

差し入れて結石を破砕するという術技でございます。それから腹腔鏡による内視鏡外

科手術が行われているということも優れたポイントとなってくると思います。また、

消化管の早期がんに対する内視鏡治療が行われているということでございまして、Ｅ

ＭＲとＥＳＤとありますが、ＥＭＲの方は小さな患部を切除する術技、ＥＳＤの方は

やや広めの患部を剥ぎ取るような形で治療する術技であります。市川三郷町立病院で

脅威と感じていらっしゃることは、山梨大学附属病院からの継続的な医師派遣への不

安、あるいは病院の老朽化に伴う施設の建て替え等の必要性といったことが認識され

ております。 

続きまして、社会保険鰍沢病院でございますが、地域災害拠点病院に指定されてい

るということ、それから感染症の病床が４床ございまして感染患者の受け入れ病院と

なっていることが特長でございます。また、外傷対応を主とする整形外科、あるいは

峡单地域唯一の小児科をお持ちになっているということも特長となっております。市

川三郷町立病院のところでも申し上げましたが、内視鏡下手術の術技を備えられた先

生がいらっしゃって非常に卓越した技術を用いられているということでございます。

県内に有資格者が３名しかいないと記載させてもらっていますが、これは日本内視鏡

外科学会の技術認定の方が県内に３名いらっしゃって、その内お２人が峡单地域にい

らっしゃるということは非常に特筆すべきことと思っています。それから、高気圧酸

素治療機器が整備されていて腸閉塞等の治療に用いられているということでございま

す。鰍沢病院につきましても、山梨大学附属病院からの継続的な医師派遣に対する不

安ということが指摘されています。 

峡单病院につきましては、地域の診療所と強固な連携体制が組まれているというこ

と、肛門外科や循環器内科といった特色ある診療科をお持ちであること、居宅介護支

援事業所との連携が非常に密接に行われているということ、在宅診療への積極的な取

り組みが行われているといったことを、強みとしてご認識いただいております。峡单

病院に関しましては、弱みで脅威の欄に非常に重要な指摘をしていただいておりまし

て、いわゆる２０２５年問題に対する対応が欠かせないということでございます。団

塊の世代がいわゆる後期高齢者である７５歳に差し掛かる年が２０２５年でございま
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すが、医療のマンパワー不足が深刻化すると言われております。今から１３年後でご

ざいますが、今のうちに何らかの手だてを打っていくということが地域医療にとって

非常に重要なことというご認識でございます。 

続きまして１０ページでございます。これまで診療科、事業分野、経営資源といっ

たことで整理させていただきましたが、もう一点、専門性や急性度といったところか

ら、この地域で評価していくべき医療機能を整理させていただいた図でございます。

縦軸が、上に行けば専門的な、下に行けば総合的な医療を、横軸が、右に行けば急性

期の医療を、左に行けば非急性期の医療を表現しております。先程見ていただいた、

６つの医療機能をプロットしたのがこの図でございまして、急性期で専門医療が必要

となるのが、救急医療ですとか高度・専門医療でございます。災害医療は災害時に医

療が継続できることが必要となりますが、非急性期から急性期にかけて、やや横に長

いような医療機能になってくると思います。一方、在宅医療や長期療養といったもの

はどちらかというと、非急性期で総合医療に近いものになってくるのではないかと考

えております。先程見ていただいたよくある病気に的確に対応する総合診療につきま

しても、どちらかというと急性期よりは非急性期に近く、専門医療から総合医療まで

幅広い知識や技能が必要となるということで、縦に長い図になっています。これを見

ていただければ、急性期医療を主に分担する機能群は、救急医療、高度・専門医療、

災害医療といったところ、非急性期機能を主に分担する機能群は、総合診療や在宅医

療、長期療養といったところで区分すると、非常にこの地域に必要な医療をうまく区

分できる可能性があるということが見ていただけると思います。 

以上、診療科、事業分野、経営資源、専門性及び急性度から整理して参りましたが、

この地域の医療機能をどのような形で分けていくことがより望ましいのかということ

を、１１ページに整理させていただいております。 

案の１、２、３とございますが、案の１は診療科目で分けるということでございま

すけれども、これは、市川三郷町立病院に現在ある内科、社会保険鰍沢病院の整形外

科、峡单病院の循環器内科といったように、現在の診療科の構成をもとに、各病院の

得意分野を中心に重点化を図る方法でございますが、例えば、内科は市川三郷町立病

院あるいは峡单病院で受診していただき、整形外科は社会保険鰍沢病院で受診してい

ただくといったように、患者さんが病院間を行き来する必要が出て参ります。このた

め、患者サービスの向上に結びつきにくいと思われますので、診療科目で各病院の役

割分担を重点化するという方法については、やや難があるかな、というように考えて

おります。  

案２は、事業分野で分けるという方法でございまして、へき地医療は市川三郷町立

病院、災害医療は社会保険鰍沢病院、在宅医療は峡单病院というように、各病院が現

在受け持っている事業分野を中心に重点化を図る方法でございます。 

これにつきましては、これまでの継続性のある取り組みの中での重点化ということ

になりますので、効果が期待できる一方、現状において、救急医療体制が３病院に分

散しているということがございまして、ここの整理をつけることに抜本的な対応がで

きないというところで、課題もあるというように考えております。 

最後に、疾病段階で分けるという方法でございます。 
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急性期医療を例えばＡ病院、急性期以外の医療をＢ病院及びＣ病院で受け持つとい

うように、患者の疾病段階に応じて必要な医療をワンストップで提供する体制を整え

る方法でございます。救急医療ですとか高度・専門医療、災害医療といったような主

に急性期医療を分担する機能につきましては、急性期医療を提供する病院に受け持っ

ていただき、総合診療ですとか長期療養、在宅医療につきましては、主に急性期以外

の医療を提供する病院に受け持っていただくことにより、高度な医療連携が最も図り

やすいのではないか、というように考えております。 

以上から、この地域の医療機能を疾病段階で、急性期とそれ以外という形で分けて

いくことが最も望ましいのでないか、というのが事務局の案でございます。 

そのような前提で１２ページに、疾病段階に応じた役割分担を医療連携ごとに整理

させていただいております。  

先ほど申しましたように、急性期医療を主に分担する病院と急性期以外の医療を主

に分担する病院に、大きくは分けさせていただきたい、というように考えております。

さらに急性期医療を主に分担する病院につきましては、基幹診療型病院ということで、

これは、特に基幹診療型病院というのが法律等にあるわけではございませんが、便宜

上、ここで呼ばせていただきたいと考えている名前でございます。 

これは、救急医療や高度・専門的な医療を提供するとともに、災害医療などの面で

峡单地域全域の拠点としての機能を併せ持っていただく病院というように考えており

ます。  

また、急性期以外の医療を主に分担する病院をさらに２つに分け、総合診療型病院

とケアミックス型病院として整理させていただいたらどうか、と考えております。 

総合診療型病院は、日常的で広範囲な医療を提供するとともに、初期診療における

患者の包括的な受け入れやトリアージ、といった患者の割り振りを行うなど、総合診

療体制を敷く病院ということで、先ほど見ていただいた、よくある病気、コモンディ

ジーズに的確に対応するとともに、地域における初期診療の窓口になっていただきた

い、というような意味では、初期診療における拠点病院となるものでございます。  

それから、ケアミックス型病院というのは、在宅医療を中心に地域に密着した医療

を提供するとともに、介護施設でありますとか、福祉人材の方々と連携してきめ細や

かなサービスを提供していただく病院、と位置付けさせていただきたい、というよう

に考えております。 

以上の３類型で、今後の各病院の役割分担を検討して行ったらどうか、というのが

私どもの案でございます。 

役割分担はこれからということになりますが、病院類型を位置付けた上で、今後、

医療連携をどのような形で進めていくか、ということを図示させていただいたのが、

１３ページでございます。２つの医療連携の流れを想定させていただいておりまして、

一つは、円で表現させていただいております、地域連携パスによる医療連携の流れ、

ということでございます。外周の部分を時計と反対回りにグルグル回っていく、とい

うことになります。  

例えば、前回、脳卒中で倒れられた患者さんが、急性期の病院で診療を受け、回復

にしたがって徐々に後方支援病院に転院されていく、というイメージを示しましたけ
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れども、ここでも、基幹診療型病院で治療を受けた重症患者が、命の危険を伴うよう

な疾病段階を過ぎ、回復期に向かう段階で総合診療型病院に転院され、さらに在宅で

の療養を目指す中でケアミックス型病院への転院をしていく、というような流れにな

ります。 

もう一つの流れは、トリアージによる医療連携の流れ、ということでございまして、

総合診療型病院を起点とする医療連携の流れでございます。 

一番上に総合診療型病院を置いておりますけれども、ここは、日常的で広範囲な医

療を提供するとともに、初期診療における患者の包括的な窓口にります。ここで、疾

病段階を診断していただき、より重症・重篤な患者さんは、基幹診療型病院に転院し

ていただきますし、福祉との連携が必要な患者さんは、ケアミックス型病院に転院し

ていただく、こういったような流れになってくると思います。 

もちろん、総合診療型病院でそのまま治療を続ける患者さんも多数いらっしゃると

いうイメージでございます。 

これら２つの医療連携の流れで、この地域の今後のスムーズな医療連携を進めてい

ったらどうか、というように考えております。 

続きまして、１４ページをお開きください。 

これまで見て参りました、基幹診療型病院、総合診療型病院、ケアミックス型病院

につきましては、それぞれの強みを生かした役割分担を行う必要があろうかと思いま

すので、充実すべき機能、それから現状維持する機能、それから、やや縮小に向かう

機能、というように整理できるかと思います。 

左側に基幹診療型病院など、病院の類型を示させていただき、一番上の欄に６つの

医療機能を、救急医療、高度・専門医療といったような形で表現させていただいてお

ります。 

基幹診療型病院につきましては、救急医療とか高度な専門医療を提供する病院とい

う位置付けでございますから、救急医療、高度・専門医療を充実していっていただく、

という位置付けになろうかと思います。 

また、総合診療型病院は、特に一次的な診療の窓口ということでございますので、

外来診療、あるいはリハビリの部分を充実していただくとともに、看取りを含む長期

療養体制をより一層充実していっていただく、という方向性になろうかと思います。 

ケアミックス型病院は、看取りを含む長期療養ですとか、在宅医療といったような

ところを更に充実していっていただくというところがポイントになってこようかと思

います。 

この表は分かりやすく凡例を示させていただいたもので、充実していくところはど

こかということを見ていただければ、と思っておりますので、現状維持とか縮小、撤

退というような文言も書かさせていただいておりますが、ここは段階的に縮小傾向、

あるいは現状維持の方向から、やや充実を図っていく、という方向性も、もちろんあ

ろうかと思います。充実する部分はどこか、というところに力点をおいてご覧になっ

ていただければありがたいと思います。  

以上が役割分担の方向性ということで、次回以降、それぞれの病院類型にこの地域

の３病院のどちらの病院を当てはめさせていただくか、というところを検討していた
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だければと思っております。 

１５ページ以降は、今後、連携強化を進めていくための戦略について整理させてい

ただいております。 

医療連携を高度に進めていくために、地域として取りうる選択というものが必要に

なってこようかと思います。そういったものを考えさせていただいております。 

まず、医療従事者の確保に向けた戦略ということで、２点、掲げさせていただいて

おります。 

１点目は、経営統合または高度な医療連携を行う病院群に、山梨大学の地域医療研

修センターとしての機能を持っていただき、平成２６年度から、いわゆる地域枠の医

師が輩出されてまいりますので、この戦略的な受け皿となっていただくことで、地域

の医師を確保していく、ということを地域として戦略的に選び取っていったらどうか、

というように考えております。 

地域枠というのは、本県の地域医療に従事する医師の確保を図るため、厚生労働省

の新医師確保総合対策等に呼応し、段階的に山梨大学医学部の定員増を引き上げてい

ただいているものであります。平成２０年度から県内３０名、県外５名の地域枠が設

けられておりまして、２６年度からその医師が卒業し、地域に出てくるということに

なって参ります。 

２点目は、輪番制のローテーション勤務により医療従事者が病院間を動く仕組みを

つくるということで、患者の利便性を保ち外来診療の充実を図るとともに、医療従事

者のモチベーション、やる気を確保する、ということが必要になってくると思います。

疾病段階に応じた適切な医療が１カ所で受けられるようにする、ということができる

ようになるのではないか、というように考えております。 

続きまして、１６ページでございます。 

医療提供体制の充実に向けた戦略ということで、１７ページまで、５点掲げさせて

いただいております。 

基幹診療型病院となる病院につきましては、峡单地域全域の医療センターとしての

機能を持っていただき、二次医療圏全体の医療の充実への貢献を図っていただきたい、

というように考えております。 

一方、総合診療型病院に関しましては、患者の振り分けを行うトリアージ病院とし

ての機能を持っていただき、初期診療における拠点病院としての機能が十分に発揮で

きるようにして行っていただきたい、というように考えております。トリアージとい

うのは、先ほども出てまいりましたが、傷病者を重症度あるいは緊急性によって分別

し、治療の優先度を決定することでございます。患者を振り分け、より重症な患者さ

んを、より高度な医療が受けられるところに搬送する、といったようなことが必要に

なってまいります。 

また、３点目でございますが、医師だけでなく、いわゆるコメディカルといったよ

うな方々、看護師さんですとか、薬剤師、理学療法士、作業療法士、放射線技師、臨

床検査技師といったような方々の円滑な確保を目指す必要がございます。 

各病院において充実した医療体制を確保することによって、このようなコメディカ

ルの方々の円滑な確保を目指してまいりたい、というような戦略を掲げて参りたいと
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思っております。 

１７ページでございますが、経営統合や共同管理といったような施策をとっていた

だく場合、ＩＣＴ、これは情報通信技術ですけれども、ＩＣＴを活用いたしまして、

鰍沢病院と市川三郷町立病院が、あたかも同じ病院内であるかのごとく、同一の情報

システム上で診療情報でありますとか、業務データの管理ができるようにする、とい

うようなことでございます。 

さらに、中期的な目標といたしましては、山梨大学医学部附属病院をはじめとする

中北医療圏の医療機関との連携を強化することによりまして、これまでこの地域に無

かった診療科、例えば産科といったようなところの新たな診療科の開設を目指すとい

ったようなことも、地域として戦略的にとっていくべきではないか、というように考

えております。 

以上が役割分担に向けた方向性、ということでございまして、今回は方向性までの

検討、ということでお願いしたいと思っておりますが、次回は、各病院の具体的な役

割分担、それから医療提供体制はどうあるべきか、さらには望ましい経営形態につい

てご議論いただきたい、というように考えております。 

議案１につきましては以上でございますので、よろしくお願いいたします。  

 

○議長 

事務局の説明が終わりました。議事の１、望ましい医療連携のあり方につきまして、

ご意見・ご質問等ございましたら、お願いをいたします。 

 

○委員 

１５ページですが、県内３０名、県外５名の地域枠が設けられており、２６年の３

月に卒業、４月から医師として輩出ということですが、定員枠上限の３５人は確保さ

れているのですか。 

 

   ○事務局 

３５人の枠に対して、必ずしも３５人が確保されているわけではありません。各年

度によってばらつきがありますし、卒業後、山梨県内に残っていただけるかどうか、

残っていただいた医師が峡单地域に勤務していただけるかどうかということも１０

０％という話ではございませんで、歩留まりは必ずあるとは思います。峡单地域に一

人でも多くの医師が勤務していただけるように、魅力ある診療環境を整備する、とい

うことが地域として取りうる戦略であると考えております。 

 

   ○委員 

    第１回目の卒業生は何人になりますか。具体的な内容が分かれば教えてください。 

 

   ○事務局 

今、正確な数字を持っておりませんが、２６年度の卒業生は県内出身者、県外出身

者合わせて３５人と考えていただいて良いと思います。 
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   ○委員 

ドクターがいなければ戦略は機能しませんので、できるだけこの地域にドクターが

来てもらえるよう、戦略を進めて欲しいと思います。 

 

   ○議長 

    よろしいですか。 

 

   ○委員 

    はい。 

 

   ○議長 

    他にございますでしょうか。 

 

   ○委員 

２点ほど確認させていただきたいのですが、まず、１つは山梨大学からの医師派遣

ということでありますが、これまでの協議の中では、峡单北部において中核となる拠

点病院を創出して、そこに山梨大学が医師を派遣するということであったと思います

が、今日の資料を見ますと、病院群に、ということになっております。さらに基幹診

療型病院、総合診療型病院という名称を使われておりますが、言うなればどちらも中

核病院に相当するという解釈をしてよろしいのか、そして山梨大学からは病院群に対

して医師を派遣していただけると解釈してよろしいのでしょうか。いわば、以前より

も大学が柔軟に対応していただけると受け取ってよろしいのでしょうか。 

 

   ○事務局 

これまで、地域医療連携協議会の中でも、地域の中核的病院に対して医師を派遣し

ていただけるよう寄附講座等の施策を支援して参ります、と申し上げてきました。地

域の医療機関の役割分担を考える上で、急性期医療を主に分担する病院と急性期以外

の部分を分担する病院ということで分けさせていただき、基幹診療型、総合診療型と

いう表現をさせていただいているところですが、これらの病院につきましては、どち

らも拠点病院であります。 

中核的病院という言い方ですと、どちらかが主となりどちらかが従となるというイ

メージがございますけれども、基幹診療型病院が、いわゆる専門医によるチーム医療

の拠点となる病院、これは一人の患者さんに対し専門の異なる複数の医師あるいはコ

メディカルの方が合同で治療方針を立てて治療に当たるという形式でございまして、

医療の高度化により診断技術ですとか治療の多様化、複雑化が進んでまいりまして、

臓器別の専門分化が進んできたということが背景にあります。このように、専門医療

やチーム医療を進める拠点病院として基幹型診療病院が地域の受け皿になっていただ

きたいと考えております。 

一方、総合診療型病院というのは、総合医によるプライマリーケアを進めていただ
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くための受け皿になっていただく病院であり、総合医によるプライマリーケアを進め

るための拠点病院といって差し支えないと思います。プライマリーケアというのは、

住民のあらゆる健康上の問題とか疾病に対しまして総合的、あるいは継続的に、ある

いは臓器としてではなく、人を人として全人的に対応する地域の保健医療機能のこと

を申しまして、総合的な受診のし易さを特長としております。 

近年、国の施策におきましても、専門医によるチーム医療、総合医によるプライマ

リーケアの両側面から医療を充実させていくということが打ち出されておりますので、

この地域におきましても、両方の側面から地域の医師の受け皿になっていただきたい

と考えております。 

近年、総合医に関しましては、専門医としての総合医を認定するための手続という

ことも検討されているところでございまして、総合医については、家庭医やプライマ

リーケア医という言い方もございますが、その重要性が指摘されているところであり

まして、どちらが上位でどちらが下位でもない関係、お互いに並び立つ関係を作って

いっていただければ、山梨大学の方でも御協力いただけるのではないかと考えていま

す。 

 

   ○議長 

    よろしいでしょうか。 

 

   ○委員 

はい。もう一点だけ、細かいことで申し訳ありませんが、１４ページに基幹型診療

病院と総合型診療病院との方向性が示されております。我々のような外科系の医者が

行う手術という仕事については高度・専門医療という機能に入ると思いますが、それ

ぞれ充実、現状維持又は縮小という記載がありますが、先程のお話しから拡大解釈を

いたしますと、手術についてはどちらの病院でも行えると考えてよろしいのでしょう

か。 

 

   ○事務局 

そのとおりでございます。高度・専門医療につきましては、基幹型診療病院がより

充実するということはあると思いますが、総合診療型病院では手術ができなくなると

いうことではございません。この地域で、各機能をきっちり分けるということはでき

ないことでございまして、ある程度重なることはやむを得ないと思います。ただ、そ

れぞれのコアになる部分はどこにあるのかということをより明確にしていくことが、

今後医療を充実させていくためには必要になるのではないかと考えております。 

 

   ○議長 

    よろしいですか。 

 

   ○委員 

    はい。 
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   ○議長 

    他にございますでしょうか。 

 

   ○委員 

非常に鮮やかに方向性を示していただきまして、この地域の病院の大体の方向が見

当の付く方向性を示していただきました。一つだけ、総合診療型病院とありますが、

総合医というのは地元で開業されている先生が基本です。この先生方との連携という

ことも、これからの検討項目に加えていただけたら良いと思います。 

 

   ○事務局 

非常に重要な指摘だと思います。国の検討会議におきましても診療所における総合

医の役割と病院における総合医の役割を、高度な連携をもって進めるべきであるとい

う報告がありますので、御指摘いただいた視点については、この地域の医療連携を進

めるため、今後取り込ませていただきたいと思います。 

 

   ○議長 

    よろしいですか。 

 

   ○委員 

    はい。 

 

   ○議長 

    他にございますでしょうか。 

 

   ○委員 

１５ページの下の方に記載されている、輪番制のローテーションにより医療従事者

が病院間を動く仕組みというのは、具体的には、こちらの病院にいるドクターが、手

術などをする時に向こうの病院に行き手術などを行う、ということなのでしょうか。 

 

   ○事務局 

イメージとしてはそのとおりでございます。ローテーションのスパンについては、

医療に関し専門的な知見をお持ちの先生方と相談させていただきたいと思っておりま

すが、このことにつきましては基本的には新病院設置協議会の中で御論議いただきま

したことを受けた部分でございます。初めから多くの常勤医を確保できるかというと、

そうでない場合も想定しなければいけない。そうなりますと、地域の救急医療を十分

に担っていくためには、救急医療を担う病院にはある程度の医師が必要となります。

その医師の方がその病院だけに勤務されているのではなく、幸い近い距離に各病院が

ございますので、２つの病院あるいは３つの病院を行き来するというイメージで診療

にあたっていただければ、救急も充実するし外来も充実するのではないかということ
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を踏まえて、掲げさせていただいたものでございます。 

 

   ○議長 

    よろしいですか。 

 

   ○委員 

    はい。 

 

   ○議長 

    他にございますでしょうか。（全委員、質問等なし） 

それでは、御質問等無いようでございますので、議事１、望ましい医療連携のあり

方については、ただ今の報告の方向で進めることとしてよろしいでしょうか。（全委員

が同意） 

異議がないということですので、議事１、望ましい医療連携のあり方につきまして

は、この方向で進めることといたします。 

 

○議長  

次に議事の２、「住民に対する情報提供について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（２）住民に対する情報提供について 

○事務局 

それでは引き続き、議案２の資料をご覧いただきたいと思います。資料に沿って説

明させていただきます。 

この地域の医療連携を進めるためには、地域医療の実情や課題等について、多くの

方々に関心を持ってもらい、理解を深めていただく必要があると考えています。 

このため、県のホームページを通じて、住民の皆様に直接、情報提供させていただ

きたいと考えています。質疑・応答形式で、多くの方からこれまで寄せられてきた質

問に対する回答を、掲載させていただきたいと思っています。 

この場で、全ての質疑応答を紹介することはできませんが、目次が１～２ページに

わたって掲載されていますので、どのような項目があるかということをご覧いただき

たいと思います。 

まず、大きな項目１のＱ１ですが、「峡单北部地域の医療について、何が問題になっ

ているか」ということで、救急が脆弱であるとか、医師が不足しているということ等

を答えさせていただきたいと思っています。 

また、大きな項目２の医療連携の必要性について、Ｑ１では、「なぜ、市川三郷町立

病院と社会保険鰍沢病院の医療連携が必要なのですか」と、また、Ｑ２では、「医療連

携といっても、漠然としてよく分かりませんが、具体的にはどのようなことなのです

か」と、また、Ｑ３では、「医療連携と経営統合は別もののように思われるのですが、

医療連携のあり方を検討する会議で、経営統合を含む検討を行うのはなぜですか」と、

また、Ｑ４の「医療連携を進めることによって、どのようなメリットがあるのですか」
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というような問いについて、お答えをするような形式を考えさせていただきたいと思

っています。 

３番目の大きな項目は、医療連携の方向性ということでございまして、これは、１

回目の部会で、いくつかの医療連携のパターンについて、類型案を例示的に示させて

いただきましたが、いくつかのメディア等でも取り上げていただき、住民の方々の関

心も高いので、これらについて補足的に説明させていただきたいと考えております。

Ｑ１の「共同管理を実施した場合、山梨大学医学部附属病院からの医師派遣は受けや

すくなりますか」とか、Ｑ２の「事業譲渡を実施した場合、卖なる診療科の調整だけ

でなく、医師や看護師の再配置も行われるのでしょうか」というような問いに対して、

答えを用意させていただきたいと思っています。 

４番目の大きな項目は、地域医療再生基金の活用の可否についてでございます。こ

れにつきましては、当初、説明させていただきましたが、地域医療再生計画に峡单北

部地域の医療機関の共同経営化又は連携による病院機能の集約化ということを掲げさ

せていただいたことから、今回の議論がスタートしています。また、再生計画で基金

を活用して参るわけですが、基金を活用できる期間が決まっていることを常々説明さ

せていただいています。基本的には、平成２５年度末までに完了した事業分について、

基金を活用できることになっていますので、そのようなことについて、答えで説明さ

せていただきたいと思っています。Ｑ１の「社会保険鰍沢病院を富士川町が卖独で取

得する場合に、地域医療再生基金を活用できますか」といった質問でありますとか、

Ｑ２の「両病院の共同経営や連携等により病院機能の集約化を図る場合には、集約化

に伴い必要となる施設改修や設備整備費以外にも必要な費用が生じると思いますが、

地域医療再生基金により、他の支援も受けられるのですか」という質問に対する答え

を用意させていただいております。 

２ページ目をご覧いただだきたいと思います。 

５つ目の大きな括りといたしまして、独立行政法人地域医療機能推進機構について

でございます。この地域の医療課題の一つとして、社会保険病院の整理が行われ、平

成２６年４月に独立行政法人地域医療機能推進機構に改組されることによって、ひと

まず落ち着くところがあるということになったわけですが、推進機構との関係がどう

あるべきかということを、いくつかの質問に答えるかたちで紹介させていただいてお

ります。Ｑ１の「平成２３年６月に、ＲＦＯの一部が改組され、２６年４月に推進機

構に移ります。これで、地元の地方公共団体が社会保険鰍沢病院を購入しなくても、

鰍沢病院は新機構の組織として存続することになるので、新機構のもとで新たに運営

されればいいのではないでしょうか」というような質問に対しての答えを用意させて

いただいております。 

全部で２３問でございまして、今後、お問い合わせいただく質問については、適宜、

追補させていただければと考えております。また、表現等でふさわしくない言い回し

がありましたら、ご指摘いただきまして、修正を施して参りたいと考えております。 

ご承認いただけるようであれば、できるだけ早い時期に、県のホームページにこの

ようなＱ＆Ａを掲載させていただきたいと思っています。 

また、もう一つ、住民の方々に対する説明の機会を設けるという部分で、一番最後



15 

 

のページをご覧いただきたいと思いますが、「出前説明会」と銘打っております。これ

は、地域の多くの方々に医療連携について関心と理解を深めていただくために、県の

職員が出向きまして、説明する機会を設けさせていただくというものでございます。 

地域の方々、あるいは事業所やグループの集まりで、地域の医療の現状や課題、あ

るいは今後の方向性について知りたいという方々を対象として、開催したいと思って

おります。概ね１５名以上の方がまとまって、お申し込みいただければ、平日、午前

１０時から午後８時までの間で１時間半位を一つの卖位として、地域に出向かせてい

ただいて、説明させていただくことを考えております。 

できれば、これも、さっそく県のホームページ等を通じてＰＲさせていただき、ま

た、関係機関にチラシを置いていただき、周知を図る中で、多くの方から申し込みい

ただき、説明する機会をいただければありがたいと考えております。 

このようにホームページを使ったＱ＆Ａ、それから、直接出向いて説明する「出前

説明会」、この二つの方法で、住民の方々に対する情報提供をきめ細やかに行っていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上でございます。 

 

○議長 

事務局からの説明が終わりました。 

議事の２「住民に対する情報提供」について、ご意見・ご質問等ございましたら、

お願いいたします。（全委員、意見等なし） 

 

○議長 

特に、ご意見等が無いようでございますので、議事の２、「住民に対する情報提供」

につきましては、ただ今の説明の報告の方向で進めることとしてよろしいでしょうか。

（全委員が同意） 

それでは議事の２の、「住民に対する情報提供」につきましては、この方向で進める

ことといたします。 

以上で、予定されました議事につきましては、全て終了いたしました。 

その他として、何かございますでしょうか。（全委員、なし） 

事務局から何かございますでしょうか。 

 

（３）その他 

   ○事務局 

    資料として、１枚紙の「第２回北部地域医療連携部会の議題に対する意見の送付票」

を配布させていただいております。これまでのところ、二つの議案については、概ね

方向性をご承認いただいたという認識を持っておりますが、会議では時間の限りがあ

るので、意見を言い尽くせない部分がある、あるいは、このようなことも検討した方

がよい、あるいは、Ｑ＆Ａの文言はこう表現した方が、よりわかりやすくなるのでは

ないか、というような意見がございましたら、期近で恐縮ですが、７月６日、今週末

までにこの様式に記入していただき、医務課にファクシミリで送っていただけるとあ

りがたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長 

「議案に対する意見の送付票」につきまして、ご説明いただきました。 

その他にございますか。 

無いようですので、以上で議事を終了し、議長の任を解かさせていただきます。ご

協力ありがとうございました。 

 

 

※議事終了後、事務局から、次回の開催予定について連絡し、全委員により次のとおり

日時が確認された。 

 

・平成２４年度 第３回北部地域医療連携部会 

１ 日 時 平成２４年８月１０日（金） 午後３時～ 

２ 場 所 市川三郷町役場 

 

 

 

     

＜照会先＞ 

山梨県福祉保健部医務課 地域医療再生担当 

直通０５５－２２３－１４８３ 

 

 

    


