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平成 29 年第 1回定例会	 厚生常任委員会	 

	 

平成 29 年 3 月 6 日	 

佐々木(正)委員	 

	 まず、委員会資料付属資料の37ページ、ともに生きる社会推進事業について、

特にともに生きる社会かながわ週間の推進について質問させていただきます。	 

	 

	 昨年の第３回定例会の予算委員会では、私の方からともに生きる社会かなが

わ憲章の実効性を保つためにも、ともに生きる社会かながわ週間という期間を

つくったらどうかという提案をさせていただいたところ、知事から有効な手法

の一つですということで具体的に検討していきたいと答弁いただきました。そ

の経過を踏まえて、今回この推進週間を提案していただいたと考えています。

その中で、37 ページにありますように、この週間を実効性あるものとしていく

ために、様々な議論が先ほど来出ておりますが、県内の市町村、団体、そうい

うところにも協力を求めていく必要があると思っていますが、ここで大事なの

が、ともに生きる社会かながわ週間の推進に当たって、県内市町村、団体の理

解の促進が最も大事だと思います。その中で、様々な新聞媒体を使うことや、

ポスターということをやっていただいていますが、どういうインパクトを与え

ていくかが非常に私は大事ではないかと考えています。	 

	 まず、市町村にお願いをして、先ほど来どういう支援をしていくかというこ

とで、お祭りやイベントのときに周知していただくという依頼をしているとい

うことですが、具体的にはどういうところで、市町村にともに生きる社会かな

がわ憲章の周知とともに、ともに生きる社会かながわ推進週間のお願いを、具

体的にどのように、どういう会議体でやっているのかをお聞きしたい。	 

障害福祉課長	 

	 具体的に、来年度の市町村共催イベントで協力の市町村に対する依頼という

ことです。	 

	 まず一つは、今年の２月８日に、知事と市町村長との意見交換会がありまし

た。その場で保健福祉局長から、ともに生きる社会かながわの推進の取組につ

いて説明をさせていただき、市町村の御協力をいただくようお願いしています。	 

	 また、２月９日には神奈川県都市副市長会の定例会がありました。また、２

月 15 日には神奈川県町村会副町村長会議がありました。両会議については、私

が出席して同じように、ともに生きる社会かながわの推進に向けた取組につい

て説明させていただき、来年度の市町村共催イベントの御協力をお願いしたと

ころです。	 

佐々木(正)委員	 

	 その中で、市町村の考え方としては、保健福祉局長が行ってお願いしている

ということなので、もちろん引き受けてくれているとは思います。しかし、推

進していく上において、どのような具体的な推進の仕方がいいのか。一つは、

どういう厚情をもって県民に訴えていくかが本当に大事だと思います。ただ、

市町村に行って津久井やまゆり園の事件があったから憲章をつくりました、だ

から皆さん協力してくださいという、こういうチラシとかポスターとかをつく
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ってくださいという具体的な、そういうようなものでお願いするというよりは、

どういうような理念を持ってどういうように話をしていく、そこが大事だと思

います。私も先日、この憲章のチラシを県会議員の超党派の有志で、桜木町で

配らせていただきました。ワーキングチームの人が中心になってやってくださ

っているわけですが、私も参加させていただきました。その中で、インパクト

を与えられるようなフレーズや、県民に対するアピール度というのが、今回、

私の地域に行ってもこの憲章を知っている人がまだまだ少ない。自分の努力が

足りないと思って反省していますが、ただ私がずっと様々なところでアピール

してきた中では、この女流書家の金澤翔子さんの書いたものですというものを

見せながらお話すると、ものすごい食いつきがいい。そういう形ですごくイン

パクトがある印象です。金澤翔子さんのお話をすると、終わった後にこのリー

フレットもっとありませんか、もう詳しく聞かせてくださいと、何回かそうい

うお話を受けたことがある。	 

	 このように、ただお願いしに行くだけではなくて、やり方も共有しながら、

憲章あるいはともに生きるかながわ週間が広まっているというよい事例を県内

に紹介していくことも大事だと思いますし、あと補助金等の支出等も一つはし

ない。それについてもお聞きしたい。	 

障害福祉課長	 

	 まず１点目の口上、説明の仕方ですが、その辺については佐々木(正)委員の

御意見が大変参考になると思いますので、参考にさせていただきながら、働き

掛けを行っていきたいと思います。	 

	 市町村に対する補助金ですが、基本的にともに生きる社会の実現は県だけの

課題ではなくて、各市町村が取り組んでいくべき課題であると考えていますの

で、補助金を支出しなくても、御協力は得られるものと考えています。ただ、

各県政総合センターでは、市町村が主催するイベントでの憲章の周知等につい

て、市町村と連携して取り組むという話も聞いていますので、既存のスキーム

の中で市町村を支援していくことも、今後調査検討していく必要があると考え

ております。	 

佐々木(正)委員	 

	 そのように、是非現場同士、市町村と県政総合センター等が密着して既に連

携をとっているところから連携を強化していただいて、広めていくことが大事

だと思います。知事とか局長が行っている市町村長会、副市町村長会議とかだ

けではなくて、現場レベルでどんどん浸透していく知恵とか、現場に知恵があ

りますから、そういう形で推進をしていただきたいと思っております。	 

	 その上で、37 ページの(3)のアのところにもありますように、具体的な事件の

犠牲者となった利用者の方々を追悼する、御遺族の理解を得ながら慰霊のため

のイベントを開催するということですが、これについては私も相模原市選出の

議員でありますが、今はまだ決定していないということですが、この行事をど

のような場所で実施するのかお伺いしたい。	 

障害福祉課長	 

	 時期的には、事件から１年を経過する７月下旬を目どに考えておりまして、

場所としましては、津久井やまゆり園自体は４月から職員と移転してしまいま
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すので、誰もいないということなので、津久井やまゆり園が立地する相模原市

内のしかるべき場所で、なおかつ、かなりの参加者が見込まれますので、そう

した方々が参加できるような会場を、今調整をしています。	 

佐々木(正)委員	 

	 相模原市内ということで想定されているのですか。	 

障害福祉課長	 

	 そのとおりです。	 

佐々木(正)委員	 

	 そうしてみると、かなりの人数が来るので、大体の場所がわかってきますが、

恐らく相模原市長を初め、相模原市の行政ももちろんそうなると協力体制を強

化してやってくれるものだと思っていますし、私も協力させていただきます。

その上、ともに生きる社会かながわ推進週間を提案していただいたわけであり

ますが、大変ありがたいと思っています。その上で、やはり神奈川県の使命と

して、ともに生きる社会かながわ憲章、そしてそれを実効性あるものとする週

間をつくるという中で、九都県市首脳会議があります。この広域連携の場で、

この共生社会の実現に向けた共同宣言を出すということもあるので、ともに生

きる社会かながわ推進週間においても九都県市の広域的な連携を図って、ここ

での取り組みを実施していただくように神奈川県がリーダーシップをとってい

くべきだと思いますが、これについてお願いします。	 

障害福祉課長	 

	 九都県市の首脳会議について、本年度は昨年 10 月 26 日に首脳会議が開催さ

れまして、その中で障害者が安全で安心して暮らせる共生社会の実現に向けた

共同宣言を、神奈川県と相模原市が提案した中で採択していただいたところで

す。ともに生きる社会かながわ憲章の趣旨は、県内はもとより全国に向けて発

信し、なおかつ行動を起こしていくことが非常に大事だと考えています。こう

した広域連携の取組によりまして、更に効果的な広報を展開できると考えられ

ますので、この九都県市首脳会議などに対して、来年度に共同キャンペーンを

できないかといった提案をすることについて、今後検討してまいりたいと考え

ています。	 

佐々木(正)委員	 

	 神奈川県内で起きた凄惨な事件でありますので、神奈川県がそれを広めてい

くことは、私は何度も申し上げておりますが、使命だと思っております。共生

社会の実現に向けて、是非幅広くこの週間、憲章が広まることを要望させてい

ただきたいと思います。	 

	 そして、この事件があって、様々な原因究明、再発防止に向けて取り組んで

きたわけでありますが、他会派の委員からも先日御質問がありましたが、精神

保健福祉法が改正されるということで、国会に提出されました。確認の意味で

もう一回聞いておきたいと思いますが、この改正の柱というのはどういうもの

ですか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 今回の精神保健福祉法の一部改正案については、改正のポイントが３点ほど

あります。医療の役割を明確にすること、精神疾患の患者に対する医療の充実
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を図ること、精神保健指定医の指定申請の再発防止という点になります。	 

	 今回の津久井やまゆり園の事件に関連しては、措置入院患者の支援について

手厚くするということが改正のポイントになっております。改正案には医療の

役割が治療、健康維持増進を図るものであり、犯罪防止が直接的な役割でない

こと。また、措置入院者が退院後に継続的な医療等の支援を確実に受けられる

仕組みを整備することなどが明記されております。	 

佐々木(正)委員	 

	 その上で、具体的に改正法の中でも医療機関などを交えた協議会を設置して、

支援計画を作成するという内容になっていると思いますが、これに基づいてど

こが相談業務しようとしているのか、お尋ねします。	 

がん・疾病対策課長	 

	 法律の改正案どおりに改正されますと、措置入院を決めた都道府県、政令市

の措置権者が医療機関などと精神障害者支援地域協議会を設置するということ、

それから患者の退院後、帰住先の保健所設置自治体が計画に基づき相談指導を

実施すること、また、患者が計画の期間中に転居した場合、移転元の自治体か

ら移転先自治体へ計画の内容を通知するということが定められておりますので、

神奈川県としてもその法律の定めに従って支援を行っていくこととなるはずで

す。	 

佐々木(正)委員	 

	 そのとおりです。ここで大事なことは、支援が途切れないという点だと私は

思っております。	 

	 今回の津久井やまゆり園事件も、相模原市が個人情報保護という観点からそ

の情報を、犯罪を実際に行っていることがわからない段階で、他市にそういう

情報を与えてしまうこと自体が、その人に対するプライバシーの侵害ではない

かという懸念があります。	 

	 今回のことで、懸念する市町村が、そういうことにとらわれずにしっかりと

情報が関連している団体、移転したところの団体に情報が行くということです。

自治体間の連携強化ができるということで捉えられると思いますがいかがでし

ょうか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 神奈川県においては、３政令市と県とが精神科救急などに関して日ごろより

連携をとっております。この法改正に関しても、改正以前から４県市で足並み

がそろうようにということで、担当者レベル、また担当課長レベルでの話し合

いを進めています。顔の見える関係ということで、情報共有については今後も

連携を強めていきたいと思っております。	 

佐々木(正)委員	 

	 わかる範囲で結構ですが、最新の年間の措置入院となった患者数、これは全

てが精神疾患のある方々ではないというのは認識しておりますが、神奈川県内

では１年間で措置入院となった対象者というのは掌握していますか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 措置入院の診療実施件数については、年度ごとにまとめをしております。最

新は平成 27年度分になりますが、県域全体では 744件となります。それを県域、
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３政令市で分けますと、県域は 258 件、横浜市は 329 件、川崎市は 95 件、相模

原市は 62 件となります。	 

佐々木(正)委員	 

	 傾向としては年々増加傾向にあるというのは全国的な流れですが、神奈川県

はどうでしょうか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 平成27年以前からの傾向を見てみますと、県域では多少の増減はあるものの、

目立って増加しているというような結果は出ておりません。	 

佐々木(正)委員	 

	 全国的に見ると、2015 年度は 7,106 人で増加傾向ということもあるので、し

っかりと精神障害者の方々の支援のあり方について、国民が広く理解していく

ことが大事だということで、我々公明党の党内に再発防止に向けたプロジェク

トチームをすぐに設置して、障害者の家族とか支援団体などから意見をお聞き

して、提言をとりまとめて国に提出した内容が今回の改正案にも多く盛り込ま

れていました。現場に寄り添って、特に障害者の方々の理解を広めるという意

味でも、今回の大事な部分というのは、障害者に対する間違った偏見とか、そ

れを助長することにならないために、しっかり取り組んでいくことが大事だと

認識して、働きたいとか自立したいとか、社会に貢献したいという、自らのハ

ンディを乗り越えようとする、そういう人たちに希望を与えられる体制、取組

にしていただきたいと要望させていただきます。	 

	 

	 次に、地域包括ケアシステムの推進について質問させていただきますが、こ

の１年間、この常任委員会においても地域医療構想の推進、地域包括ケアシス

テムの構築に向けて議論をさせていただいております。委員会資料付属資料の

38ページ、39ページあたりの地域医療介護総合確保基金事業ですが、この中で、

地域医療構想を進めていく上で机上の空論になってはいけない、実効性のある

ものにして 2025 年、しかるべき時期にこれが地域の医療介護の部分を守ってい

かなければということで、それには様々な医療機関をまとめて、そういう関係

機関の理解が広まって、そして自分たちの立ち位置をどうしていくのかを各施

設が理解して、それに向けて協力をし合っていかないといけないということで、

医療コンサルタントを活用したらどうかと提案しました。	 

	 その中で、今回の基金事業で使い勝手が悪くて国にも知事を含めて要望して

いることは重々承知していますが、今回提案した医療コンサルタントの活用は

検討できたでしょうか。実施できる方向性になったでしょうか。	 

医療課長	 

	 これまで、地域医療構想の策定後に県の方では医療機関向けに地域医療構想

に必要な情報を提供するセミナーを３回開催して、今後の医療機関の将来の医

療技術、地域の医療ニーズの変化について知っていただいて、御自身の病院の

方向性について検討していただくという働き掛けをしてきましたが、平成 29 年

度からは御提案いただいているような話で、セミナーに加えまして経営コンサ

ルタントによる医療機関向けの個別相談会も実施させていただいて、各医療機

関の取組を促していくという方向で今進めて、予算化させていただいています。	 
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佐々木(正)委員	 

	 それは、38 ページの事業医療群の区分の中のどこに当たる事業でしょうか。	 

医療課長	 

	 38 ページのこの中では医療群の１、病床の機能分化・連携に関する事業です

が、その他の中の４事業というところに、地域医療構想普及事業費として計上

させていただいたところです。	 

佐々木(正)委員	 

	 その他のところを工夫して、そういう形で行っていただいたという努力に対

して本当にありがたいと思いますし、評価されるところだという形になってお

ります。現場の医療機関を含めた関係機関が、自らの立ち位置、スタンスをは

っきり決められるように後押ししてあげることが丁寧な進め方だと私は思って

います。そのための基金を、使い勝手をよくするためにも、自分自身も努力し

ますし、また知事を含め局長も含めて、国に要望されているということなので、

これを本当に実効性のあるものにしていくためには、そういう改革も、県の方

でも積極的にまた再度していく必要があると思っておりますし、私もそのよう

な努力をさせていただきたいと思います。	 

	 次に、包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実を掲げられています

が、この中でお医者さんとか保健医療人材が大変重要になってくるということ

で、在宅医療トレーニングセンター事業について、具体的にどのような人材育

成を行っているのか教えていただきたいと思います。	 

医療課長	 

	 在宅医療トレーニングセンターについては、保健福祉大学実践教育センター

の中に設置しておりまして、医師や看護師、介護職員などを対象に、例えば在

宅でのがんの緩和ケア、じょくそうケアなど、在宅医療に必要な実技研修を実

施しております。ちなみに平成 28 年度については、65 回の研修を実施予定であ

りまして、２月末現在で、延べで 1,683 名の医療介護関係者に参加いただいて

います。	 

佐々木(正)委員	 

	 医療・介護の専門職の方々が連携していくことが重要だと思いますが、その

上で住民の方々も一緒になって参画して理解を得ながら進んでいくことが非常

に大事だと思います。その上で、生活支援コーディネーターの役割が非常に大

事になると思いますが、生活支援コーディネーターについて、県ではどのよう

な取組を行ってきたか。また、今後の方向性についてお願いします。	 

高齢福祉課長	 

	 地域におきます住民の支え合い活動を充実させていくためには、多くの地域

生活支援コーディネーターが必要となってまいります。そのため、今年度は養

成研修を行いまして、12 月から３月にかけて３回にわたり研修を行い、合わせ

て 241 名の方が修了され、昨年の 173 名を大幅に上回る方々が参加されていま

す。また、研修を終えただけでなくて、実際に地域で積極的に活動に取り組ん

でいただくということが何より必要になってまいります。このため、今年度か

ら新たにフォローアップ研修を始めまして、お互いに交流を図り先進的な地域

の活動などを学ぶという機会も設けています。	 
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	 来年度以降については、こういったところに参加される裾野を広げていくと

いうところが重要ですので、市町村の御意見なども承りまして、例えばさわや

か福祉財団や、全国レベルの知見がある団体にも協力いただきまして、住民参

加型のワークショップやシンポジウムを開催するということを計画しています。	 

	 そういった活動を通じて、新しい方々に参加いただいてネットワーク化を図

っていくことも現在考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 具体的に人材育成を行っていく中で、成功事例、うまく回っているところと、

これからうまくいきそうな人材が育っているとか、そういう地域があるようだ

ったら、そのための研修をしっかり自治体に対して行っていくことが必要では

ないでしょうか。	 

医療課長	 

	 在宅医療、地域包括ケアシステムを進めていく中で、連携体制をつくってい

くという中で、本県内でうまくいっているという、全国的にも先行事例として

頻繁に取り上げられているのが横須賀市です。県では、今年度在宅医療とか介

護連携とか、連携体制づくりに取り組む市町村や地域の医師会等の職員を対象

として、今申し上げている横須賀市の先行事例などを、ノウハウを紹介させて

いただき、また課題解決に向けてどのような方向性、方策を検討していったら

いいのかという情報共有を行う各地域のレベルアップを図る研修を、今年度２

回開催させていただく予定とし、１回は開催し、これから１回更に開催する予

定です。	 

佐々木(正)委員	 

	 様々な情報、今の横須賀市の話がありましたが、これを進めていく上ではマ

ネジメント能力がある方がリーダーシップをとってというのが大事だと思って

おります。様々な全国の事例、尾道方式、埼玉の和光市ですとか、様々なそう

いう地域の成功事例を、そういう行政職員のリーダーシップなんかを見ても、

執念を持ってやり遂げる、マネジメントができる、そういう人を人材育成して

いくことが私は大事だと思っていまして、この中で、県とか国あるいは健康保

健福祉に関する人材育成とか研究を行っている国立保健医療科学院というとこ

ろがあると承知していますが、そこに県、あるいは一番身近でいいと思ってい

る市町村の職員、そういう方々のマネジメントを高める研修を行っていく必要

があるのではないかと私は思っていまして、今そういう研修というのは実際に

行われているのかお聞きします。	 

高齢福祉課長	 

	 まず、県において支援策につながるようなものとしましては、１点目は市町

村が行います地域ケア会議に、市町村の御希望に応じて大学教授、弁護士です

とか、様々な専門職を派遣して取り組みを支援するというものがあります。ま

た、もう一点としては保健福祉大学の実践教育センターに、現在他県に例のな

い多職種連携推進課程を持っていていまして、こちらで専門職の連携と協働を

推進できる人材を育成するための課程ということで、保健・医療・福祉分野の

現任者教育を行っておるところでありまして、こちらについては市町村職員の

受け入れ実績もあります。こういったものを通じて、地域包括ケアの推進に役
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立てるということで進めています。	 

	 また、国ですが、今年度から地域包括ケアの推進に向けた市町村支援を強化

するために、それぞれの厚生局単位で地域包括ケア推進課を設けています。こ

ちらでは、市町村職員向けのセミナーの開催を行うことや、都道府県との連絡

調整を行っています。あと、本省が直接市町村職員を対象とした厚生労働行政

に関する研修会を行っておりますが、こちらでも地域包括ケアシステムをテー

マに取り入れた研修なども始まっておりまして、県からも市町村に対して参加

を呼び掛けています。	 

	 それから、お尋ねのありました国立保健医療科学院ですが、現時点では地域

包括ケアシステムをテーマとした自治体職員向けの研修は行われておりません。	 

佐々木(正)委員	 

	 是非国立保健医療科学院での研修会に行政職員を対象とした研修、人材育成

を組み入れていただくように県としても要望していただきたいと思います。	 

	 地域包括ケアシステムの説明を地域住民にするときに、お医者さんとか看護

師さんとかケアマネとか、それぞれの福祉職の方ですが、それぞれ自分がアピ

ールをして住民の方々に説明をする機会がありましたが、その中で、様々なこ

ういう人材が皆さんのためにこのシステムを活用して生活しやすい地域社会を

つくりますと言って、それぞれがすばらしい発表をする。その後に最後に老齢

のおじいさんが手を挙げて、そのシステムとやらは一体幾らかかるのですかと

聞いたときに誰も答えられなかった、そういう事例があります。そういう個々

のことはできるが、全体のマネジメントができているかというと、そういう専

門職の方でさえわからないのが実態です。そういうマネジメントができる人材

育成をしていく、これは社会的地位がどうのというよりは、まとめていく力が

ある人、そういう人をつくりあげていく必要があるということで今回の質問を

させていただきましたが、是非、国、県として人材育成を働き掛けていただき

たいと思います。	 

	 その上で、私は大学のカリキュラムとか講座への取り入れも可能だと考えて

いまして、例えば千葉商科大学というところがありますが、そこでは医療・福

祉経営人材養成プログラム、こういう社会人向けのプログラムが実施されてい

たりして、地域包括ケア構築におけるマネジメントのあり方や、そういう講義

を行って専門家を育成している事例もある。本県においては、保健福祉大学が

あるわけで、その博士課程の設置、そして独法化するわけですから、民間との

協力がより一層できるわけです。私は独法化によって今までよりはやりやすく

なると思っているので、保健福祉人材養成の中核となる大学であることからも、

今後地域包括ケアシステムを推進するリーダーを養成する講座を大学に置いて

取り組んでいく、つくっていく、講座の開設、そういう検討をしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。	 

公立大学法人化担当課長	 

	 現在、県立保健福祉大学の大学院の修士課程では、地域包括ケアに関する科

目として地域ケア特論、ケアマネジメント特論、栄養・ケアマネジメント特論、

高齢者福祉特論という科目がありまして、その中で地域包括ケアの考え方とケ

アマネジメントに関する講義、あるいは地域包括ケアシステム構築の諸課題に
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関する講義を実施しています。	 

	 また、この４月に設置します博士課程では、地域包括ケアにおいて多職種を

連携してリーダーとなることができる実践者、研究者などを養成することを目

的として、多職種連携システム開発演習という科目を実施する予定としており

ます。この演習を通じて、保健福祉の実践にかかわる地域マネジメントに向け

て、単一領域では解決困難な課題に専門性を超えて共同連携して、研究、教育、

実践の観点から新たな多職種連携システム政策制度開発などに挑戦できる能力

を習得させたいと考えています。	 

佐々木(正)委員	 

	 そのプログラムには大体何人ぐらいの方が研修できますか。予算として幾ら

でしょうか。	 

公立大学法人化担当課長	 

	 予算については、特に金額は承知していませんが、大学院博士課程定員５名

ということですので、５名の中のどなたかがこうした講義を履修することにな

ると思います。	 

佐々木(正)委員	 

	 その５名はもう決まっているのでしょうか。	 

公立大学法人化担当課長	 

	 学生のそれぞれの専門分野についてはこれからになりますので、今の時点で

はわからないです。	 

佐々木(正)委員	 

	 それは、若い学生というよりは、社会人を１回やってとか興味がある方、あ

る程度の年齢で経験をしている人が来るという場合もあるということですか。	 

公立大学法人化担当課長	 

	 委員おっしゃるとおり、様々な、修士課程を終えてすぐ来られる方もいるし、

社会経験を積んで入ってこられる方も想定しております。	 

佐々木(正)委員	 

	 想像できなかったので、そういう実践のリーダーが育成できるということで

あれば、非常にありがたいと思います。その方々が地域に入っていって実際に

仕事をしていただく、そこまで大学が後押ししていただければと思います。座

学だけで勉強して、そういうシステムだけわかっていても私はしようがないと

思います。これが実践に生かされなければいけないので、そういうところもど

のような着地があったかをフォローしていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。	 

公立大学法人化担当課長	 

	 何分、この４月から始めるところではありますが、当然その成果を卒業した

後きちんと検証できるような形になればよいかなと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 是非お願いします。	 

	 次に、認知症疾患医療センターについてお聞きしますが、私は平成 21 年 12

月の定例会において、鑑別診断とか専門的な医療相談に対応する認知症疾患医

療センターの設置について提言をさせていただきまして、最初に東海大学付属
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病院にこのセンターが設置されたということで、もう七、八年たちますが、こ

れを皮切りに節目節目で我が会派も認知症対策についてはずっと追わせていた

だきまして、今県内に政令市も含めて 10 箇所設置されていると認識をしており

ます。	 

	 今回の高齢者保健福祉計画に位置付けた、２箇所の増設の最終年度というこ

とであるので、この点について幾つかお聞きしたいと思いますが、この増設に

向けたスケジュールは現時点でどうなっているのか、認知症疾患医療センター

として指定できる機関の条件、どのようなものが主にあるのかピックアップし

ていただきたいと思います。	 

高齢福祉課長	 

	 まず、想定されるスケジュールですが、現在県所管域であります東海大学付

属病院、久里浜医療センター、曽我病院、そちら以外の二次保健医療圏という

ことで県央地区と湘南東部地区に増設するということで準備を進めていくこと

になります。これまでの事例から想定しますと、順調に手続が進められた場合、

３月中に国の設置案を固めて、厚生労働省と協議を４月中に終え、ゴールデン

ウィーク明けに恐らく国庫補助の内示が予定されるかと思います。これと並行

して病院側で準備を進めていただきまして、早ければ６月開設できるスケジュ

ールになろうかと思います。	 

	 それから、指定できる条件ですが、国の要綱で専門医療機関としての要件、

地域連携推進機関としての要件が細かく定められております。専門医療機関と

しての要件で申し上げますと、医療相談室を設置、人員配置として専任の日本

老年精神医学会、若しくは日本認知症学会の定める専門医がいること、そうで

ない場合は認知症の鑑別診断専門医療を主たる業務として５年以上の臨床経験

を有する医師が１名以上配置されているという条件が定められております。	 

	 また、地域連携推進機関の要件として、地域の医療機関等との連携体制を強

化するということで、医師会などの関係者、地域包括支援センターなどの関係

者などの関係機関などから組織します認知症疾患医療連携協議会を設けて、い

ろんな連携を図るような体制ができるということが定められております。	 

佐々木(正)委員	 

	 今の答弁だと、実際に県央地区とか湘南東部で決まりそうだ、決まっている

ような感じの答弁ですが、実際にもう順調に進めば指定されるということでし

ょう。そうすると、選考するに当たって評価基準とか評価方法を考えているの

か。	 

高齢福祉課長	 

	 この２つの医療圏で今設置がされていないので、予算成立後に実際に正式な

手続を進めるわけですが、準備作業として県の方から県の病院協会や精神科病

院協会などに説明を行いまして、希望を募っております。二つの医療圏内の全

ての病院に御案内しておりまして、結果として今、それぞれ医療圏で２箇所ず

つ病院から希望が出ています。選考前なので病院名は申し上げられませんが、

実際に指定を受けたいという希望があります。	 

	 また、どうやって選考していくのかについて、県では認知症施策全般に関し

て専門的な見地から議論をいただく、また当事者の参加もいただきまして、22
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名の委員からなる県の認知症対策推進協議会を設置しています。こちらの協議

会の中で選考いただくことで予定しております。具体的な手順として、応募書

類によります書面の審査に加えて、協議会の場にプレゼンテーションの時間を

設けまして、病院から鑑別診断のプロセス、専門医療相談体制、あるいは地域

との連携といったことも説明していただくという機会を設けて選考を行うこと

で考えております。書面審査については、指定の申請書のほうに項目が定めら

れております。事業運営体制や地域連携の機能など、こちらを具体的に記載し

ていただきまして、これについて客観的な評価点をつけて選考していただくと

いうことで考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 認知症対策は非常に大事だという認識を新たにしていますが、このセンター

がある、また相談業務ができるということを県民に周知をすることが重要だと

思っています。その意味で今回の定例会で我が会派の赤井かずのり議員から、

認知症対策についての一般質問を行った中で、東京都の認知症ポータルサイト、

とうきょう認知症ナビを例に挙げて、こういうものの開設を知事に要望したと

いうこともありますので、再度お聞きしたいと思いますが、認知症対策専門の

ポータルサイト、神奈川県においてもしっかりとワンストップで見られるよう

な形にして、開設した方がいいと思っておりますがいかがでしょうか。	 

高齢福祉課長	 

	 現在、ホームページの高齢福祉課のページの中に、認知症の取組ということ

で必要な情報をまとめて掲載していますが、一般の方々から見てわかりにくい

という点があろうかと思います。それで、県のホームページの運用の仕方とし

て、情報セキュリティの確保の観点から、全庁的にＣＭＳというコンテンツ・

マネジメント・システムというシステムにのっとってつくるようにとなってい

ますが、全庁のホームページを確認したところ、既にポータルサイトと銘打っ

てホームページをつくっているというところもありますので、そういった所属

のホームページ、あるいは東京都のホームページを確認しますと、一般の方か

らすると非常にわかりやすいということもありますので、そういったものも参

考にしながら、わかりやすいポータルサイトと呼べるような形のものに改善に

努めていきたいと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 セキュリティが大事なことはわからなくはないですが、県民にとってやっぱ

りわかりやすい、そういうような情報発信を充実していくことが大事だと思う

ので、このポータルサイト開設に再度局長のお考えもお聞きします。	 

保健福祉局長	 

	 今、委員から御指摘のあった認知症対策、内容もさることながら、いかに伝

えるかが非常に重要だと、御指摘のとおりだと思います。我々が扱っている分

野は健康や命に直接かかわる分野ですので、県民の関心は非常に高いものです。

そういう中で、御覧になる方は御高齢の方あるいはハンディキャップをお持ち

の方もいらっしゃると思うので、よりわかりやすくしていくことがまず大事だ

と思います。御指摘にありましたようなポータルサイトの開設も含めて、今後

保健福祉局、認知症に限らずホームページによる情報発信について改めて見直
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しをさせていただいて、県民の目線で非常にわかりやすいものということで是

非取り組みたいと思います。	 

佐々木(正)委員	 

	 是非お願いしたいと思います。	 

	 次に、39 ページにあります介護従事者の確保に関する事業について、訪問型

のサービス事業者養成研修の中で、訪問型サービスＡがありますが、これはど

ういうものなのか。そしてこれが今進んでいないとお聞きしていますが、その

要因について何かをまずお聞きしたいと思います。	 

高齢福祉課長	 

	 訪問型サービスＡですが、平成 27 年度の介護保険制度改正により設けられた

もので、従来、訪問介護については、要支援の方を対象にしたものが介護保険

の予防給付と提供されておったわけですが、市町村が実施します介護予防・日

常生活支援事業の訪問型サービスに移行していくという方向性となっておりま

す。サービスＡというものは、それまで訪問介護の事業所が担っていたサービ

スのうち、相談や買い物など生活支援にかかわるサービスについて資格要件を

緩和して従事できるという形になっております。	 

	 現在、県内では 19 の市町村が新しい介護予防・日常生活支援事業の取り組み

を開始していますが、そのうちこのサービスＡを始めたところはまだ７市です。

なぜ取り組みが進んでいないかという点ですが、市町村のお話などを伺います

と、一言で申しますと市町村任せの制度になっています。一定の要件というの

が、一定の研修を受講していることが必要でありますが、それは市町村が定め

るとなっていまして、国の方からの説明では、かつてありましたヘルパー３級

研修などを参考にやるようにということですが、そのとおりにやりますと 50 時

間の研修になってしまうということで、とても住民の方々が参加しにくいとい

うことで、これをどの程度緩和してやっていくのかというのも非常に難しい面

があるということがあります。そういったことからも、カリキュラムについて

は市町村任せではいけないのではないかという声も伺っています。	 

佐々木(正)委員	 

	 その研修カリキュラムを県が一元化してつくって、研修に使っていくという

ことでいいのか。その場合、普及等とか市町村支援についてどのようにしてい

くのかについて伺います。	 

高齢福祉課長	 

	 県の方では統一したカリキュラム、標準カリキュラムというものを来年度つ

くりたいと考えております。その普及なりということですが、どの地域でも標

準的に適用できるカリキュラムということで、当事者、参加される方も含めて

納得できるカリキュラムが必要かと思いますので、専門的な知見を有するとこ

ろにお願いしてつくっていきたいと考えています。また、普及もカリキュラム

ができて報告書をお渡しするだけだと進まないと思いますので、来年度のカリ

キュラム作成の委託業務の中に、市町村へのアフターフォローなども含めて、

具体的には実施する側の相談なども含めて担えるところを選んで進めていきた

いと考えております。	 
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佐々木(正)委員	 

	 予防給付のところは、市町村に投げられたというか移行したということが今

回、こういう訪問型サービス事業の養成研修だったと思うので、この辺どうや

っていくかということで、市町村が一番悩んでいる。ボランティアとか長寿会

の方々とか、いろんな方々にも研修が難しいという中で、こういう事業をつく

ってやっていくというのが非常に大事だと思っていますので、これをしっかり

と取り組んでいただきたいと思います。	 

	 

	 次に、がん登録の推進についてお伺いしますが、12 月に代表質問を行わせて

いただいたときに、地域がん登録の活用について質問したところ、がん対策に

しっかりと活用すると答弁いただいたところです。それから常任委員会でもそ

れを追って、地域がん登録の積極的なデータ活用について、全国がん登録の手

順を共有化、省力化してダブルで走らせない新しい神奈川独自の登録を行うべ

きという提案をさせていただきましたが、神奈川県のがん登録と全国がん登録、

この辺において項目の違いもあります。それがどのような違いがあるのか、具

体的に教えていただきたい。	 

がん・疾病対策課長	 

	 項目の違いについてお伝えしますが、神奈川県の地域がん登録では、入院、

外来の別や病期、いわゆるステージ、手術年月日といった項目も収集していま

すが、全国がん登録では収集項目となっておりません。これらの項目が異なっ

ております。	 

佐々木(正)委員	 

	 具体的に、地域がん登録でしかできないものがあると思いますが、ほかに全

国がん登録ではできない、地域がん登録でしかできない、代表例でもいいです

が、幾つかその中で教えてください。	 

がん・疾病対策課長	 

	 地域がん登録については、神奈川県の地域がん登録によるデータをまとめた

神奈川県悪性新生物登録事業年報に二次保健医療圏別や市町村別の罹患状況と

いったデータも掲載されておりますが、全国がん登録においてこうしたデータ

が集計されるかという点について、全国がん登録については県内の医療機関か

ら届け出られた情報を県立がんセンターで整備し、国の国立がん研究センター

に送り、国で更に整備しデータベースに記録されることになります。	 

	 国が整理したデータを県で活用できるようになるのは、平成 30 年度以降とな

ります。現段階では県がどのような形で活用できるのか国から詳細が示されて

おらず、どこまでのレベルの集計ができるかがわかっておりません。全国がん

登録のデータの整理のされ方が、今現在の地域がん登録とどこまで異なるのか

今現在わからないという状況ですので、違いについて今の現時点ではお伝えで

きない状況です。	 

佐々木(正)委員	 

	 法律で決められた全国がん登録は項目も決まっていて、地域がん登録はもう

何十年もやってきていて項目が決まっている。だから、地域がん登録でしかで

きないことがもっと明確にわかるはずです。それを聞いていますが、答えにな
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っていないので、もっと具体的にお話をいただきたい。	 

保健医療部長	 

	 今、課長からるるお答えさせていただきましたが、項目としては今申し上げ

たとおりの状態です。今後は当然委員が御指摘いただいておりますように、膨

大な今までのデータは来年のがん対策推進計画を改定していく上で、当然基礎

データとして使っていくことになるかと思います。	 

	 また一方で、全国がん登録と重複している部分と、課長の答弁の方では地域

がん登録の話をさせていただいておりまして抜けておりますが、現在地域がん

登録でできていない県内の患者さんがほかの自治体の病院にかかっている、そ

のようなデータが今回の全国がん登録で得られるというメリットがありますの

で、今後は統計的な分析とか、そういうことをしていく上で、何をどう活用し

て、それでうまく利用していくと県の施策や県の医療にとってメリットが出て

くるかという検証していかなければならないと考えております。	 

	 これは当然、我々の方だけではできなくて、委員がおっしゃるとおりに統計

の専門の先生が既にがんセンターの先生方と検討しながら、全国がん登録のデ

ータの解読の間に、そして地域間登録のデータを分析していくところの中でそ

こで検討してまいるものだと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 この地域がん登録ではできないというのは、医療機関とか研究機関にきめ細

かい複数の条件で情報の整理ができるということです。地域がんの地域ごとの

対策に必須なデータがある。全国がん登録というのは国のがん登録、がん対策

のためにつくったものです。	 

	 神奈川県の地域がん登録のデータを一部のみ都道府県がん登録と全国がん登

録に収納して、その都道府県のデータベースのみを活用する場合は、地域がん

登録のデータを全て復元できない。国がやったものを同じように戻ってくるか

というと、加工して登録しているものだから復元できないと思います。それを

神奈川県では両方を省力化、共有化して、新しい地域がん登録をつくっていっ

たほうがいい。今まで何十年と、医師会の先生方とか病院の先生方が必死にな

ってこれをやってくださったわけです。それができる県が、大阪府と神奈川県、

それに千葉と愛知と宮城ぐらいしかできない。地域がん登録は神奈川県の大い

なる特徴です。ほかの県はほとんど余りやっていない。他県には申しわけない

ですが、はっきり言うと全国がん登録ができたらそっちにシフトすればいいや

って清々しているという感じです。	 

	 神奈川県には、そういうビッグデータがある、地域の違いもあるからそれを

活用した方がいいといった上に、部長がおっしゃったように、唯一地域がん登

録にはできないのは追跡調査の中で、他県に引っ越しちゃった場合に、その方々

が今まで掌握しづらかったということがあるから、そこは全国がん登録を活用

するしかないわけですが、それはものすごく大事なことです。そういうことを

踏まえると、地域がん登録にしかできない項目が、４つぐらいあります。そう

いうことは地域におけるがん対策にとって、ものすごく大事なデータが地域が

ん登録には存在しているということを改めて認識していただいて、新しい神奈

川のがん登録を考えていただきたいと思います。	 
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	 前回も質問したときに、県立がんセンターのドクターとかデータサイエンテ

ィストさんたちと協力して勉強会とかをやると言ってくださっているわけです

が、実際にこれはやってくださったということでいいですか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 県立がんセンターの臨床研究所の研究者、職員とは適宜連絡や調整を行い、

連携を図っております。先日も、昨年９月に発行し県民の方から大変御好評を

いただいた地域がん登録のデータからの、県内のがんの状況をわかりやすく解

説したリーフレットについて、よりよいものにしていくため、県立病院機構本

部も交えて意見交換を行っています。	 

	 また、県計画の改訂作業における地域がん登録のデータを活用した取組の検

討については、今後勉強会や打ち合わせを通じて県立がんセンターからも、デ

ータ解析の専門家の立場で積極的に御意見やアドバイスをいただくことで御了

解いただいているところです。今後も、がん登録の事業やデータ活用について、

県立がんセンターとの連携を密にしてまいります。	 

佐々木(正)委員	 

	 まず、事務方レベルでやっていただいたとお聞きしていますが、これはふだ

んのコミュニケーションというのは別としても、そういう会議体、勉強会開催

に課長自身も出られたのか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 病院機構本部も交えての意見交換などにも出席させていただいています。	 

佐々木(正)委員	 

	 是非、専門家同士で話を聞いていただいて、臨床と研究ベース、分析データ

ベースをレベルが高いところで協議していただきたい。県民のためになる新し

い神奈川県のがん登録を推進していただきたいと思っております。この中で一

番大事なところは、病期、ＴＮＭ分類とかステージ、この情報収集項目がある

ことがすごく大事なわけです。それからさっき言っていた人口動態死亡個票を

収集することで死亡原因がわかるということで、これをやることによって例え

ばがんが再発した方が二次がんの予防になるとか、生活習慣病の予防にもつな

がっていくし、別のデータを使って研究するとか、がん患者さんが経験したそ

ういういろいろながんを発症しやすいことがわかってくることもあるので、是

非この地域がん登録を活用した全国がん登録との共有化を図っていただくよう

に、神奈川県からのろしを上げていただきたいとお願いをさせていただきます。	 

	 最後に、災害医療についてのお話をお伺いさせていただきたいと思います。	 

	 ＤＨＥＡＴ、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、この中で、東日本大震災の中でものすご

く大事だとわかってきたのがＤＨＥＡＴだと思います。国もこれに乗り出して、

神奈川県も研修会を行っていると思いますが、ＤＨＥＡＴの今の取組状況につ

いて最初に伺います。	 

保健福祉局管理担当課長	 

	 国では、平成 27 年度後半からＤＨＥＡＴの制度化に向けた検討を開始してい

ますが、まずは人材育成を先行実施することとし、今年度からＤＨＥＡＴ養成

研修を開始しました。本県としても、これまで被災地に職員を派遣してきた経

験からＤＨＥＡＴの必要性を認識しています。	 
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	 県の現在の取組状況ですが、今年度から実施されたＤＨＥＡＴ基礎研修に保

健福祉事務所の医師や歯科医師、保健師など、専門職の職員を中心に８名を参

加させました。また、本県では毎年衛生系の専門職研修を実施していますが、

その中で災害時の対応について研修を実施しています。今年度も、大規模災害

時における多職種連携による公衆衛生活動というテーマで、発災後の現状把握、

課題分析、そしてその対応策を立てるというＤＨＥＡＴの活動にも通じる研修

を実施しております。	 

	 このほか、全国衛生部長会が毎年国に提出している予算に関する要望書の中

で、ＤＨＥＡＴの公的な位置付けや費用負担、または事故発生時の補償等の検

討についても要望に盛り込めるよう調整を進めています。	 

佐々木(正)委員	 

	 ＤＨＥＡＴはものすごく大事なので、二次災害を防ぐためにこの創設に向け

て、県内そして被災地、他県で起こった場合でも積極的に実践して、安全に活

動していただきたいと思います。	 

	 最後にＤＰＡＴについてお聞きしますが、津久井やまゆり園事件を受けて、

私はＤＰＡＴが初動で行くべきだったとずっと主張させていただいております。

このＤＰＡＴ、災害のときに、大規模災害のみならず、津久井やまゆり園の凄

惨な事件のときもすぐさま心のケアを含めて対応が必要だったと感じています

が、この事件を受けて、ＤＰＡＴの研修を今回また国の予算でもやって、年間

２回ぐらい実施していくということですが、この中で先遣隊というのがＤＰＡ

Ｔにはあるとお聞きしています。相模原市内で起きた事件、その後ＤＰＡＴの

先遣隊についての変化があったかどうかお聞きします。	 

がん・疾病対策課長	 

	 ＤＰＡＴ研修は年２回実施しております。平成 27 年度２回、今年度も２回実

施しております。その中で、講義では先遣隊として支援活動を行える内容を含

めた講義をプログラムしております。	 

	 平成 27 年度まで先遣隊として登録されていた機関は３機関ありますが、実際

に熊本地震については２機関の派遣にとどまっておりました。今後、先遣隊と

しての派遣ができる研修を行ってはおりますが、先遣隊は 72 時間以内の派遣と

なりますので、何度も派遣に対応できるわけではありません。今回の熊本地震

で派遣されなかったチームについても、今後は派遣の体制がとれるようなこと

を研修の内容に盛り込んでいきたいと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 先遣隊が新たに増えたとか、先遣隊が新しく発足したとかがあるのかをお聞

きしたかったのですが。	 

がん・疾病対策課長	 

	 今回、研修を実施し先遣隊として参加していただいたチームがありますが、

そのチームは平成 27 年度も先遣隊の機関としては登録されておりました。その

ため、機関として増えたとは申し上げられませんが、派遣に際し今後研修を踏

まえた活動ができることになると考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 要は、研修を受けたところは先遣隊にもともと入っているという考え方でい
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いわけですか。例えば相模原市内の病院、北里大学の精神科の東病院がありま

す。そういうところは先遣隊として位置付けられたのかということも併せてお

聞きします。	 

がん・疾病対策課長	 

	 個別の機関を申し上げますと、相模原市内ですと北里大学東病院が先遣隊と

して登録はされております。ただ、チームの中で研修を受けている方がいる、

いないで派遣できる、できないが決まってきております。平成 28 年度研修を受

けられておりますので、今後派遣というような状況になった場合には協力して

いただけるものと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 研修を受けた人たちは、みんなチームが先遣隊になれるということでいいで

すか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 先遣隊としての登録が必要となります。	 

佐々木(正)委員	 

	 北里大学東病院は、先遣隊の登録をもともとしてあったということですか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 平成 27 年度に登録機関としております。	 

佐々木(正)委員	 

	 平成 27 年度の何月に登録したのですか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 ２月に研修を終え、３月のＤＰＡＴ運営委員会で登録されております。	 

佐々木(正)委員	 

	 それは２月というのは、平成 27 年の２月ですか、平成 28 年の２月ですか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 申し訳ありません。現在の発言を訂正します。	 

	 津久井やまゆり園事件の発生までは先遣隊としての登録は２箇所となってお

りました。その後津久井やまゆり園事件の後、北里東病院の登録をしたもので

す。	 

佐々木(正)委員	 

	 明確に是非お答えをいただければありがたいと思います。	 

	 津久井やまゆり園を受けて、北里大学東病院を先遣隊として登録できたとい

うことは非常に意義が深いと私は思っている。その辺も含めて、これからＤＰ

ＡＴが二次医療圏ごとにしっかりと先遣隊が行けるような仕組みをつくってい

ただきたいし、研修も二次医療圏ごとにやっていただきたい。そういう体制は

まだ始まったばかりだというのはわかりますが、本当にこういう大事件、大事

故、大規模災害が起きた場合に、なるべく早い段階で駆けつけられることがい

いわけで、今後は二次医療圏ごとにＤＰＡＴも研修を実施していただきたいと

思いますが、部長どうですか。	 

保健医療部長	 

	 今、委員御指摘のとおり、ＤＰＡＴは始まったばかりですが、今回熊本地震

に関しても実績を上げてきていることはよく承知しております。現在のところ
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ＤＰＡＴを持っている病院は政令市がとても多くて、これをこの二次医療圏全

体ということで、政令市以外のところの病院も参加していただかなければなり

ませんので、そういうところを努めて、こちらも機会を設けるなど、働き掛け

ながら広げていきたいと思います。	 

佐々木(正)委員	 

	 阪神・淡路大震災から 22 年、もうすぐ東日本大震災から丸６年が経過する中

で、精神医療分野での救急医療チームの役割は本当に大きいと思っています。

その教訓を生かして、熊本にも行ってくださったわけでありますので、神奈川

で起きたこういう凄惨な事件があったからこそ、大規模災害でなくああいう凄

惨な事件があったときも、ＤＰＡＴが出動できる態勢を神奈川が整えていくこ

とが私は大事だと思っておりますので、今後その取組に期待をして質問を終わ

ります。	 

	 


