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子浦地区予防医学を中心とした包括医療支援センターの開設案

圏内高齢化と医療の現状

　高齢化の進展、医師不足・偏在化などが顕著になっている我が国において、効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスを展開し、すべての人が必要な時に適切
な医療・介護を受けられるような社会を実現するための環境整備が、早急に取り組むべき課題とされています。特に過疎が急速に進むへき地ではこの問題は非常に顕
著であり、現在まで様々な試みがなされてきたところです。

　地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮し、一体の区域とし
て、4つの二次医療圏（伊豆半島）を設定しており、圏域に基づき各種の保健医療施策の展開や医療提供体制の整備
がなされてきている。伊豆半島南部地域は、半島過疎指定地で県内では最も高齢化が進行している地域である。
　圏内の高齢化率は下図のように全国平均の27％を倍近く上回り、静岡県平均の高齢化率28.2%をもはるかに上回
る結果で2017年4月1日の調査での高齢化率は44.1%から18か月で2%高齢化率が増加しています。

　圏内には、隣接下田市の下田メディカルセンターのみで、その他は康心会伊豆東部病院、伊豆今井浜病院、西伊豆健育会病院の４施設により対応をお願いしてる状
況です。生命予後に影響のある三次救急については、隣接する医療圏の順天堂大学附属静岡病院への搬送となります。
　域内に特定集中治療室を有する施設はないため、隣接する医療圏により対応となる他、全体として圏域の救急医療体制は、医師の絶対数が不足していることから、
当直医師の専門診療科目が受入れに影響を及ぼす状況にあります。
救急搬送・救急搬送については、各消防本部の救急車と昼間に限り順天堂大学附属静岡病院を基地病院とする東部ドクターヘリが担っている状況であり、夜間におけ
る救急搬送が現在も課題となっております。
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2019/10/1現在
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年齢階層 将来推計⼈⼝

※将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所（2018年3月推計の値）
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The Inverse Care Law/医療資源配分の不平等

　英国のJulian Tudor-Hartが1971年The Lancetへ寄稿した有名な論文の中で医療サービスは、必要な場所で充実しておらず、必要じゃない所で充実しているという
法則を説いて話題になったことがあります。当時より50年を経過して医療環境はどう変化したのでしょうか。
貧しいエリアの住民ほど、高いヘルスケアニーズへのアクセスが難しい医療サービスは変化したのでしょうか？
社会経済的地位の低いエリアに住むがんを持つ人は、高規度病院や臨床成績がより専門科に紹介されにくい現実に変化はあるのでしょうか？加えて過疎地で近隣に
高規度病院などないエリアの住民の加療は十分且つ正しい診療が行われているのでしょうか？
（出典：https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(71)92410-X/fulltext、 Julian Tudor-Hartとは、https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Tudor-Hart)

医療における均等と公正とは？

　では、医療における平等の医療とは何なんでしょうか。下図のように野球試合の観戦を塀越しに3人で観戦する場合、均等に踏み台を一つづつ使う場合は踏み台の
数は均等であたかも公平（平等）ですね。しかし左の二人は野球観戦出来ますが、身長が低い弱者は試合を見れません。右図の場合、一番小さい身長の子供が大人の
踏み台と自分の分の踏み台の二つを使って試合観戦が可能になりました。医療でもこれと同じように弱者も強者も公正な医療を受ける権利があります。

　現在日本では確かに健康保険料の負担割合は高額所得者ほど多く支払っていますので、
右図のEQITY(公正)になります。
　しかし保険負担の部分では公正ですが医療を受ける立場ではどうでしょうか？良い例とし
ては過疎地では日々の医療から緊急時の救急医療すべてにおいて不利な立場です。　大病
院など物理的に距離があり、緊急の際や特殊な診察に不安を伴います。例えば出産の際も
分娩の施設が整っている病院まで1時間以上必要だったりで、高齢者に目を向けてみると、
公共交通機関が発達していなかったり、バスも赤字路線で運行数は少なくなったりしている
ため、歳をとると通院がかなり大変です。　
　具体的に心疾患などの急性期に救急医療要請時に救急車やドクターヘリの到着まで時間
が掛かり適切な救急医療がに受けられない不利なのが現状です。この問題を可決する為に
厚労省や国は多くの施策をこれまで行ってきていますが過疎地の実態は30年前とそれほど
変わらないと過疎地の住民は想っています、地方創生で昨今話題性が高い移住問題でも高
齢者だけでなく、育ち盛りの子供を持つファミリーの過疎地への移住の大きな障害となって
います。
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従来の国の施策だけで過疎地医療は改善されるか？

　厚生労働省は、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける
ことができるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進しています、それは地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要とされてい
ます。
　地域包括ケアシステムは、概ね30分で必要なサービスを提供すべく駆けつけられる圏域を日常生活圏域（中学校区）と定めているが、中山間地域では、保健・医療・
福祉に関する地域資源が限られており、地理的条件からも同様の条件では地域の実情にそぐわないものとなる。中山間地域等の訪問看護に対し、特別地域加算、小規
模事業所加算、中山間地域等居住者へのサービス提供加算等、介護報酬による加算で評価しているものの、例えば特別地域加算対象地域内では近距離も遠距離も加
算割合が同等になってしまう等、条件が不利に働いてしまう場合もあります。移動距離や移動時間、季節条件を加味した評価体制の検討が必要です。
　現在南伊豆町でも三浜地区と町の西側は無医村地区と言っても過言ではない状態で多くのその地区の住民は介護サービスや町役場の通院サービスを利用してい
ますが地域の医師や介護職も高齢化しており、家族のみならず地域全体が高齢化している中で、在宅療養者個人のニーズと地域独自のニーズを地域で共有し、近隣
住民や町内会、自治会等の地域の介護力も活用しつつ、地域全体で地域医療を守るという意識を高めていく必要があります。これから増加が予想される訪問看護だけ
では在宅療養生活を支えきれず、在宅ケアを支える多職種や住民組織と連携・協働しつつ、地域特性に応じた過疎地域型の地域包括ケアシステム作りを工夫し開発し
ていくことが課題です。

予防医学で地域医療を担保出来ないか？

　2017年厚労大臣最優秀賞に選ばれた竹富診療所は、沖縄県にある人口約360人の島で予防医学の取り組みを進めてい
ます。竹富町役場や竹富公民館と連携して、生活習慣への介入として健康に関する推進部会「ぱいぬ島健康プラン21in竹富
島」を結成。同会が主体となり、体を動かす健康づくりのための6つの取り組みと、心と頭の健康づくりの取り組みを7つ実施し
ています。　ウォーキング会を開催する「歩け歩け運動」や、映像と音に合わせて体を動かす「JOYBEAT」などの取り組みを行
う他毎年5回医療講話を開催しています。がんや生活習慣病、虚血性心疾患、脳卒中、在宅医療など島民のニーズに応じたテ
ーマを選び予防し、これまで定期的な医療機関への受診が困難な事から重症化してから医療機関受診する為に、入院や死
亡の割合も高かったといいますが予防医学の徹底で重症例も減少したとの事です。
　竹富島での取り組みが最優秀賞に選ばれたことを受け、評価委員長を務める自治医科大学学長の永井良三氏は、「離島で
の取り組みは、過疎地域などにも参考になるのではないか」と述べ評価を受ける上では、根拠がしっかりしていることやデー
タがあること、どの地域でもできることが重要だとコメントして予防医学が過疎地医療に効果的であると期待を述べました。

©THE ORGANIZATION OF IZU PENINSULA REVITALIZATION AID

Page: 212

自治医科大学 学長の永井良三氏
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予防医学で過疎地医療がどう変わるのか？

　過疎地の医療格差をなくすことは現実的に無理があります。二次救急が行える医療施設が過疎地から車で20分圏内に設置される可能性はゼロだと思います。過疎
地では高齢化が急速に進み、人口減少によって経済活動も鈍化し増々過疎化を招き、病院経営が成り立ちません。
　残された道は重症化および急に急性期症状が出ないよう普段から行う予防医学で先回り医療を実施し、健康寿命を少しでも延ばす方法で高齢者をはじめとする住
民の健康を担保する方法です。

　日本における平均寿命は年々延び続けていますが、その平均
寿命のうち健康で自立した生活を送ることのできる期間（健康寿
命）は上記のグラフのように平均寿命のと比例して延びていませ
ん。
厚生労働省の調査によると、日本人の平均寿命は男性80.98歳、
女性87.14歳、健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳とされ、介
護や寝たきり状態など、自立した生活を送ることのできない期間
が、男性は約9年、女性は約12年あるということです。

　予防医学で急性期や増悪化など要介護や寝たきり状態など、
自立した生活を送ることのできる期間を如何に長くして、人生を
楽しむ健康寿命期間を延ばすことで医療費の増加を抑え、生産
性の維持向上で地区の経済性を高める事が重要です。
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【出典】 平均寿命：厚生労働省「平成28年簡易生命表」、 平均寿命：厚生労働省「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会」
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治療する医療から予防する医療への転換

　技術の進歩により、医療レベルが向上していくだけではなく、最近では一般の人がウェアラブルデバイスや遺伝子解析サービスを活用して自分の身体について深く
知る事ができるようになりつつあります。その結果、今後は”治療”する医療から”予防”する医療へと医療のあり方がシフトしていきます。
予防医療によって主に以下2つの利点が生まれる。

❶1つ目は介護人材の削減である。高齢化社会の日本では、平均寿命は年々伸び続けているものの、介護が必要となる”健康寿命”と平均寿命の差は開く一方である。
その結果、高齢者を介護する人材が大量に必要となってしまう他、高齢化が最大問題の過疎地では介護による市町村財政の逼迫から救われる可能性があります。
少子化により、高齢者を支える若年層が減少し続ける今の日本において、高齢者の要介護状態を防ぐという意味でも、健康寿命の短縮に繋がる病気の予防医療は非常
に重要である。

❷2つ目は既に述べたとおり医療費削減である。前述のとおり、日本の医療費は増加の一途をたどり、国民健康保険制度は崩壊の危機に直面しています。予防医療が進
展することで、医療費の増大に歯止めをかけることが期待されます。

ウェアラブルを始めとするIoTデバイスを活用したへき地医療の実現

　ヘルスケア分野は、医療分野のIoTである「IoMT」に比べて「治療」というよりも「予防」「健康管
理」の意味合いの方が強い分野です。そのため、医師や医療施設の手を離れた段階で、日々どれ
ほど「予防」「健康管理」ができるのか？がヘルスケアの効果の高さに直結しております。近年「ヘ
ルスケア」という言葉が一般的に言われるようになった背景にもウェアラブルデバイスの存在が
影響を及ぼしているのではないかと考えます。今後「予防」「健康管理」において、特に医療過疎
地では重要になってくるのは医師や医療施設の手を離れた状態で、どれほど健康状態を判断で
きるか？という点です。
そのため、日頃から利用者が意識しないレベルでの健康状態のモニタリングが必要になり、その
データーをAI処理して、異常がある場合は速やかに担当医療機関、訪問看護ステーションへ連
絡し重篤になる前の予防医療を可能する新しいへき地医療が可能になります。今回導入する「臨
床グレードウェアラブル」は世界の規制当局や保険当局によって認定されたデバイスとそのサポ
ートプラットフォームで予防医学でへき地医療がどう改善されるかの実証事業となります。

©THE ORGANIZATION OF IZU PENINSULA REVITALIZATION AID

Page: 214



子浦地区予防医学を中心とした包括医療支援センターの開設案

先端的な予防医学＋IoT＋０次予防で幅広い領域で過疎地医療をサポート

　過疎地における高齢化の進展、医師不足・偏在化などが顕著になっている我が国において、効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスを展開し、すべての人が
必要な時に適切な医療・介護を受けられるような社会を実現するための過疎地医療の環境整備が、早急に取り組むべき課題とされています。

これまでも課題解決アプローチとして、現様々な地域で医療情報連携ネットワークの構築の取り組みが行われてきました。地域内の病病連携、病診連携として、診療
所（かかりつけ医）から中核病院への高度な検査や手術などのため患者紹介を中心とした情報共有を主軸にしたネットワークです。しかしながら、患者の住まい環境や
診療行為の動態からすると、必ずしも一つの地域医療コミュニティ内で完結できる環境ばかりではないため、隣接する医療圏間などとのデータ連携も考慮されなけれ
ばならない状況のため一定の標準化が進んでいく中では、地域間連携についても実現性の技術的検討面で疑問が残るものばらりでした。

また、診断分野では遠隔地診断は支えられてきましたが、セキュリティー面を重視するばかりIT化の遅れも緊急度の高い心疾患の場合は総合的な判断が必要とされ
ていますが予防的な治療が的確なタイミングに行えず増悪期を迎えてしまうなどこれまでのシステムでは十分な効果が得られていません。

新しい医療情報連携ネットワーク構築が急務 

　厚労省が目指すデータヘルスを具現化可能な新医療情報連携
ネットワーク・プラットフォームの構築を行います。
　特色とては一般的なAI,ビッグデーター、ゲノム、医療情報共有、
モバイル利用に加えて患者参加型のヘルスタイムラインと云う新
しいGUI（グラフィック・ユーザー・インターフェース）を導入して高
齢者まで簡単に時系列的にすべて医療データを網羅出来るように
なります。
　このプラットフォーム採用により、これまで高齢者には操作が難
しいとされていた血圧や運動量などの入力をスマートウォッチの
利用で自動化すると共に服薬効果の向上を目的に服薬時間にリ
マインドする機能などを持たせ治療と予防の自立化を実現します。
　また、プラットフォームのオープンソース化を実現し、あらゆる地
域で地域のニーズに合った独自のシステム開発を低廉で行えるよ
うにします。
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先進予防医学実証実験特区申請

　千葉大学，金沢大学，長崎大学の国立３大学および一般財団法人日本予防医学協会、公益財団法人静岡県予防医学協会、株式会社メドレー（電子処方箋の本格運
用に向けた実証事業企業）、株式会社メディカルバンク（チーム医療）、株式会社ドコモ、株式会社日本光電と協力して厚労省へ先進予防医学実証実験特区を申請する。
医療施設側は小田原循環器病院、順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センターを予定。
　従来の過疎地医療、遠隔地医療との差別化と有用性を明確にすることで予防医学プラスの先端的な実証事業であり、採択されることで実証事業費用、施設、機器等
の支援を受けることで人材、ノウハウを南伊豆に集中させ三浜地区にて予防医学の有効性を実証する事業を申請します。
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０次予防の概念を加えた“兆し前”からのアプローチ



子浦地区予防医学を中心とした包括医療支援センターの開設案

先進予防医学実証実験特区申請

　臨床サポートだけではなく学術的分野からも実証事業をサポート。
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行動・精神衛生
サステイナブル環境健康科学
社会疫学
放射線健康影響概論
地域医療学
医療政策・マネジメント
マクロ環境

■
■
■
■
■
■
■

千葉大学

メディカルロボティクス
バイオインフォマティクス
探索イメージング学
レギュラトリーサイエンス
医療情報管理学
情報医工学

■
■
■
■
■
■

長崎大学

臨床遺伝学
分子腫瘍医科学
栄養代謝学
分子薬剤応答学
オミクス解析

■
■
■
■
■

金沢大学

整形外科
メンタルヘルス
ペインクリニック
脳神経外科
脳神経内科
リハビリ

■
■
■
■
■
■

順天堂
東京江東高齢者医療センター

循環器内科
糖尿病
内分泌内科

■
■
■

小田原循環器病院

マクロ環境領域 情報医工学領域 オミクス解析領域 臨床領域 臨床領域


