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今号では、
１１月に開催された委員会の報告をお届けします。１
１月１５日㈪に開催した認知症対策専門
委員会は、本年度より新たに設置した委員会です。広島大学大学院 医系科学研究科 共生社会医学講
座 特任教授の石井伸弥先生に委員長をお務めいただき、認知症対応の質の向上を目指した、認知症
対応にあたる関係機関における教育的ニーズの調査および教育的プログラムの開発等を計画していま
す。議論の詳細は、後ほどの報告をご確認いただければと思います。
皆さまのご要望やご意見などがございましたら、遠慮なく、事務局までお寄せください。また、過
去の各委員会活動などは、地対協ホームページ（ht
t
ps
:
//c
i
t
ai
kyo.
j
p/
）へ掲載していますので、アク
セスをお待ちしております。

○第２回認知症対策専門委員会
日 時：令和３年１１月１５日㈪１９時００分
場 所：広島県医師会館 ３階 ３０１会議室
委員長：石井 伸弥
今年度、調査研究を計画している「①学習
ニーズの調査や学習・研修プログラムの開発」
「②山間部・離島における認知症地域医療の調
査」
「③コロナ流行下での認知症者権利保護のた
めの検討会」についての進捗報告と、それを踏
まえた今後の進め方について協議した。
議題
⑴ 調査研究進捗報告
①学習ニーズの調査や学習・研修プログラムの
開発
石井委員長より、認知症対応の質の向上を目
指し、介護支援専門員を対象に学習ニーズの調
査および、学習・研修プログラムの開発を目的
として実施したアンケート調査について、集計
結果の報告があった。今後はこの結果を分析し、
学習・研修プログラムの開発に向けて検討する
こととしている。
②山間部・離島における認知症地域医療の調査
加澤委員より、山間部等における認知症地域
医療の調査として、神石高原町、安芸太田町、
三次市作木町で、認知症医療介護従事者及び行
政担当者に対して行ったインタビュー調査の結
果報告と、結果を基に作成した調査案について
説明があった。
インタビュー調査結果において、山間部等に
おける現状や課題として、『認知症の人の状況』
については、
「高齢化率が高く、単身、高齢者夫
婦のみの世帯が多い」
「家族が遠方に住んでいる
場合が多く、認知症発症後に施設入所が早まる

傾向がある」。
『認知症医療・介護』については、
「地域の結びつきが強く、周囲の住民や民生委
員、保健師が早期の変化に気づき、センター相
談窓口に相談することが多く、それが地域包括
支援センターへの主な相談ルートとなっている」
「民生委員は生活支援にも関わっているケースが
ある」
「認知症診断時の受診では、地域包括支援
センターや行政保健師が主に受診勧奨している
ケースが多い」
「地域の診療所・病院が他の地域
との特定の病院との繋がりが強く、そこから医
師の派遣を受けたり、必要時に患者の紹介を
行ったりしている」。『認知症の方の暮らし』に
ついては、
「認知症に関する啓発、相談窓口の周
知の必要性を行政担当者が認識している」
「住民
同士の距離感が近く、孤独や孤立が問題になる
ことは少ない」
「公共交通機関よりも自家用車に
頼る住民が多く、免許返納が大きな問題となる
ケースがある」
「病院と介護施設の連携状況は個
人（地域の病院・診療所医師）の取り組みに
よって大きく異なる」などの現状や課題がそれ
ぞれ挙げられた。
インタビュー調査結果を踏まえて、認知症僻
地医療において重要な立ち位置を占めることが
判明した、かかりつけ医と地域包括支援セン
ター、民生委員に対して、それぞれアンケート
調査を行うこととした。アンケート内容につい
ては、基本属性や認知症診療への取り組み、課
題に関することを主に調査する。また、今回の
インタビュー調査から、認知症僻地医療におい
て、これまでその役割に十分に焦点があてられ
ていなかった民生委員に対しては、併せてイン
タビュー調査も行うこととした。インタビュー
内容については、認知症の方や地域との関わり
などについてヒアリングを行う。
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③コロナ流行下での認知症者権利保護のための
検討会
石井委員長より、今後の地域の医療・介護体
制や共生社会のあり方を考える上でコロナ禍で
の経験は重要であり、コロナ禍における認知症
の方が直面した課題や、その課題に対する支援
について共有するために、広島県認知症疾患医
療センターと合同で研修会を企画している旨の
説明があった。また、内容については、幅広い
視点からアプローチすることが必要であるとの
考えから、公衆衛生と法曹関係の関係者から講
演いただくこととしているとの報告があった。
○企画内容
日 時：令和３年１２月３日㈮ １５：３０～１７：００
場 所：Web開催
内 容：⑴ 「災害の多発に対応する福祉体
制づくりに向けて」
広島大学公衆衛生学 教授
久保 達彦 先生
⑵ 「コロナ禍における人権問題」
兒玉法律事務所 弁護士
吉益 伸幸 先生
⑵

広島県認知症地域支援体制推進会議との連

携
本委員会での調査・研究で得られる認知症施
策に必要な基礎データを、広島県認知症地域支
援体制推進会議へ提供し、その会議において施
策を検討していただき、そこから広島県へ施策
提言が行えるような体制を構想している。本委
員会の第１回、第２回の調査研究内容等について、
次回開催される広島県認知症地域支援体制推進
会議へ提供することとした。

○救急医療体制検討特別委員会
日 時：令和３年１１月１５日㈪１９時３０分
場 所：広島県医師会館 ２階 ２０１会議室
委員長：志馬 伸朗
救急医療情報ネットワーク（救急・搬送支援
システム）の更新時期の延長とあり方について
検討した。また第７次広島県保健医療計画（救急
医療対策）に係る進捗状況を共有した。
１） 救急医療情報ネットワーク（救急・搬送支
援システム）について
現行のシステムは、平成２６年１０月から稼働開
始し、議論の主な対象となる“救急・搬送支援

２０２２年（令和４年）１月１５日（５２）

システム”を含む７つのシステムから構成され
る。運用費は年間およそ８千万円（システム全
体）である。更新時であれば、救急・搬送支援
システムのみ廃止することは可能である。
令和２年度までの検討状況（機能と課題への対応）
１． あらかじめ医療機関で応需登録し、事案発
生時に消防機関が応需情報を基に搬送先を選
定する機能においては、医療機関での入力作
業が負担であるなどの理由から、登録の入力
率が低い現状（未入力：８６％）があり、応需入
力機能の廃止または機能の簡素化（消極的応
需）を図ることを検討している。
２． 搬送困難事案発生時に一斉受入要請を行い、
医療機関の回答をもって搬送先を決定する機
能においては、要請自体に医療機関側が気づ
かず、成立の割合が低迷していることから、
現在は運用休止しており、機能の廃止または
アラートアプリ導入による医療機関側の覚知
を促すことを検討している。
３． 医療機関で入力する患者の予後情報を、そ
の後の報告に活用する機能においては、必要
性を感じないなどの理由から、稼働当初から
入力率が低迷しており、入力の意義（メリッ
ト）を整理している。
消防機関のシステムに係る現状と意向調査結果
消防機関におけるシステムの利用状況につい
て、搬送実績等の入力率は年々低下しており、
圏域において受入先が決まっていることからシ
ステムを必要としない場合や消防OAシステムへ
の入力の二重業務になることなどから、約半数
の消防機関の入力率が５０％を下回っている現状が
ある。
広島県は、現状のまま次期システムを開発し
た場合、現行システム同様に使われないシステ
ムとなる恐れが非常に高いこと、救急医療情報
ネットワークのほかの構成システムの今後の合
意形成が図られていないことから、現行の運用
を令和５年９月まで延長し、地域の実情に応じた
ニーズをより深く確認し、救急・搬送支援シス
テムの休止も含めて慎重に検討を進めたいと考
えを示した。また、今後の進め方について、地
域において救急医療関係者に検討を進めていた
だくため、圏域地対協の部会を活用することで
保健所と調整したいとした。本委員会では、年
度内をめどにシステム更新に係る対応方針を協
議する予定。
２） 第７次広島県保健医療計画（救急医療対策）
に係る進捗状況について
各目標項目の達成状況（令和２年度）と計画の
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広島県における国指定がん診療連携拠点病院
ならびに県指定がん診療連携拠点病院について、
前年度と同様に既指定の１
３施設を推薦すること
が承認された。また、がん診療連携拠点病院に
おける新型コロナウイルス感染症の影響につい
て意見交換を行ったほか、今後の委員会のあり
方について報告があった。

たとみなす。
３． がん診療連携拠点病院の推薦等について
呉医療センターは「指定更新」、その他の施設
は「現況報告」として、１３施設全てから現況報
告書が提出されている。これを受けて、国指定
がん診療連携拠点病院の推薦については、新型
コロナウイルス感染症の流行による影響で、必
須項目を満たせていない施設があるものの、そ
の他の要件についてはいずれの施設も充足して
いるため、引き続き、既指定の１２施設を推薦す
ることの説明があった。また、県指定がん診療
連携拠点病院である呉共済病院については、前
年度に引き続き指定要件を充足していることか
ら、指定を継続する旨の説明があった。がん診
療連携拠点病院の推薦についていずれも県が示
す原案どおりに承認された。
４． 整備方針の改定について
令和３年１０月２７日㈬に第１３回がん診療提供体
制のあり方に関する検討会が開催され、令和４年
７月頃の整備指針改定を目指して、がん診療連携
拠点病院等の指定要件に関するWGが開始され
ることの報告があった。令和５年３月頃のがん診
療連携拠点病院等の指定に関する検討会では、
改定後の整備指針に基づいて指定が行われると
の情報提供があった。

協議事項
⑴ がん診療連携拠点病院の指定について
１． 指定状況について
現在までの指定状況としては、国指定がん診
療連携拠点病院については１２施設、県指定がん
診療連携拠点病院については１施設指定を受けて
いる。このうち、国指定がん診療連携拠点病院
の呉医療センターについては、指定期間が令和
４年３月３１日までとなっているため、今年度指定
期間の更新が必要であることが説明された。
２． 現況報告について
現況報告書の提出については、昨年度は新型
コロナウイルス感染症の流行に伴う影響を勘案
し提出を求められていなかったが、今年度は例
年通りの提出を求められている。なお、今般の
新型コロナウイルス感染症の状況等を勘案し、
国から以下のとおりの方針が示されている。
①県から国への推薦期限は、令和３年１１月３０日
までの提出を認める。②緩和ケア研修会の指定
要件における該当期間については、令和２年１月
から令和３年１２月までとする。③緩和ケア研修会
における集合研修のうち、講義とグループ演習
をWe
b等で開催した場合には指定要件を充足し

報告事項
⑴ 診療実績の推移から見る新型コロナウイル
ス感染症の影響について
がん診療連携拠点病院において、新型コロナ
ウイルス感染症がどのような影響を与えていた
のか、現状の報告とその他意見交換を行った。
⑵ 広島県地域保健対策協議会のあり方につい
て
広島県医師会大本常任理事より、広島県地域
保健対策協議会のあり方について報告があった。
令和３年７月２６日㈪に開催された地対協常任理
事会において、地対協会長として松村会長より、
官・学・民一体の「オール広島」の意見を反映
した施策を実現することが地対協の責務であり、
第８次保健医療計画の策定に向けて、積極的に現
場の意見を計画に反映させるため、まずは新興
感染症対策を含む５疾病６事業および在宅医療に
関係する委員会において、検討領域内の課題を
抽出し、意見をまとめていただきたい旨の提案
がなされたことを受けて、本委員会の杉山委員
長宛てに提案書を発出したことの報告があった。
具体的には、令和５年１月頃に第８次保健医療計
画作成の指針が国から示される予定であるため、

最終年度（令和５年度）までの今後の取組方針に
ついて広島県から報告があった。委員からは、
データをより精査し内容を見直した上で、第８次
の計画策定に向け、対策も具体的な特化したも
のとして改善すべきとの意見があった。
３） その他
働き方改革により救急医療体制が変わり、基
幹病院が受け入れるほか救急の輪番が成り立つ
のか懸念されるため、令和６年度以降の二次救
急、輪番体制の強化などについても中長期的に
検討していく必要があると意見があった。

○がん対策専門委員会
日 時：令和３年１１月１７日㈬１９時００分
場 所：広島県医師会館 ２階 ２０１会議室
委員長：杉山 一彦
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今後開催する本委員会において、次期計画に向
け、日頃から感じている課題や考えられる解決
方法について協議をいただく。方法は、委員長
と相談しながら進めていくことの説明があった。

○在宅医療・介護連携推進専門委員会 第２回実
務者会議
日 時：令和３年１１月１９日㈮１９時３０分
場 所：広島県医師会館 ３階 ３０１会議室
在宅医療に関する課題解決に向けて昨年度よ
り協議を行い、作成に取りかかっている啓発動
画と広報方法について意見交換を行い、次年度
の在宅医療啓発ツールの制作についても検討を
行った。また、広島県地域共生社会推進課より
在宅医療・救急医療連携に係る調査・セミナー
事業について報告があった。
協議事項
⑴ 在宅医療啓発ツール制作について
広島県地域共生社会推進課より啓発ツールの
作成の進捗状況について説明があった後、広島
県が行った公募型のプロポーザルで選定された
業者から制作を進めている啓発ツールについて
説明があった。
啓発動画のシナリオ等については第１回会議後
に委員に確認を行い、いただいた意見を基に修
正を行って作成した。撮影は既に終了しており、
編集もある程度出来上がったため、本会議にお
いて動画を視聴し確認を行った。
ドラマのタイトルは「在宅医療はすまいる医
療」広島県に縁のある役者等が出演し、解説と
して医師はまるやまホームクリニックの丸山典
良先生（実務者会議より推薦）
、ケアマネジャー
はまり居宅介護支援事業所の岡崎美保さん（広
島県介護支援専門員協会より推薦）が出演した。
また、体験者の声として実際に家族を在宅医療
で看取った方々にも出演いただき、ドラマ、イ
ンタビュー、解説を交互に構成した。
委員からはテロップの誤植について指摘が
あった。また、出演者はマスクを着用していな
いが現在の状況を踏まえ、注意書きが必要か否
か意見があった。さらに、動画をホームページ
へ掲載する際に視聴時間も表示した方が良いと
の意見があった。構成等については特段委員か
ら意見はなく、ぜひ続けて次年度も本事業を実
施していろいろなバリエーションを増やしてい
ただきたいとのことであった。

⑵
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来年度の在宅医療啓発ツール制作の内容等
について
来年度の在宅医療啓発ツールの作成について
業者より説明があった。
今年度、啓発動画で個別に医師を紹介したが
次年度は医療職として歯科医師と薬剤師で提案
があった。また、ホームページ上で各医療職に
ついて紹介する部分について、当初は医療の専
門家として医療職（医師、訪問看護師、薬剤師、
歯科医師、ケアマネジャー、理学療法士、作業
療法士、社会福祉士、管理栄養士）を予定して
いたが、在宅医療は多くのサポートがあること
を知っていただくため、その他の多職種として
言語聴覚士、臨床心理士、歯科衛生士、音楽療
法士、ソーシャルワーカー、福祉用具事業所、
訪問入浴事業所、臨床宗教師、ボランティアも
掲載することとした。
委員からは、啓発動画については、介護を行
う際に一番家族に関わるのはケアマネジャーの
ため取り上げてはどうかとの意見があった。広
島県からは、実はまだ知られていない在宅現場
での医療職の活動を県民に知っていただくこと
を目的としているが、ケアマネジャーは在宅医
療を行うにあたり大きな役割を担っていると考
えるため、ホームページ上で取り上げるなど工
夫し、啓発を行いたいとのことであった。
⑶ 在宅医療に係る広報について
本啓発ツールの作成にあたり、当初から広報
について委員からよく検討するよう意見があっ
た。今回広島県からYouTube
でのCM動画の配
信と新聞等での広告掲載について提案があった。
また、啓発を行うにあたり、いろいろな媒体を
活用するため、ポスター等のQRコードにタグ付
けを行うなど、どの媒体からアクセスしたのか
が分かるように設定し、今後の周知方法に活用
したいとのことであった。
YouTube
でのCMについては、１５秒程度で在
宅医療や介護、人生会議等に関心のある広島県
内の５
５歳以上の男女ユーザーを対象に動画を配
信する。
新聞での広告掲載については、今回啓発ツー
ルの作成に向け広島県が行った公募型プロポー
ザルに参加していた広告代理店より、後日、新
聞への広告掲載の紹介があったため、広島県で
検討し、広報の一貫として取り入れることを決
定した。

（５５）２０２２年
（令和４年）１月１５日

広島県医師会速報（第２５０３号）

報告事項
在宅医療・救急医療連携に係る調査・セミナー
事業について
広島県地域共生社会推進課より厚生労働省の
事業である在宅医療・救急医療連携にかかる調
査・セミナー事業について報告があった（７月１４
日㈬第１回実務者会議：広島県医師会速報第２４９１
号（令和３年９月１５日号）地対協コーナーにて事
業内容既報）。
本研修は第１回を１１月２１日㈰１０：００～１５：１５、
第２回を１２月１９日㈰１０：００～１２：５０に開催予定。
進め方としては、具体的な取り組みを中長期的

昭和２６年８月２７日

第３種郵便物承認

に発展させることを企図し、関係者間で課題意
識が醸成されているもしくは、既に取り組みに
着手しつつある２地域を選定し、広島市佐伯区
（佐伯区役所、広島市佐伯区地域保健対策協議会
「命の宝箱さえき」検討メンバー等）と安佐市民
病院ネットワーク（安佐地区、北広島町、安芸
太田町の在宅医療・介護・救急医療等関係者）
が参加予定とのことであった。なお、当日のセ
ミナーについては録画し、講義部分については
We
bでも見られるよう準備する予定とのことで
あった。

ＨＭネットに参加して地域医療連携を広げよう!
!
ひろしま医療情報ネットワーク（HMネット）は、診療情報や処方情報、健診
情報などを共有し、円滑な地域医療連携を実現することを目標としております。
HMネットに参加して地域医療に貢献しましょう。
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参加医療機関の導入事例紹介
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