
第 1 回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会 

 

１／２０ 

 

会 議 記 録  
 

会議名称 第 1回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会 

日 時 平成 21 年 8 月 10 日（月）午後 7時 08 分～午後 8時 53 分 

場 所 中棟 4階 理事者控室 

出 席 者 委員 

河原、須﨑、鈴木、澤村、藤多、山中 

区側 

医療政策担当参事、医療基盤担当副参事、保健福祉部管理課長、 

保健福祉部管理課職員 

配布資料 ・杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会設置要綱 

・杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会委員名簿 

資料 1  調査検討委員会設置の経緯について 

資料 2  杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会 

                       今後の予定（案） 

資料 3  杉並区の人口動態・受療動向等 

資料 4-1 二次医療圏及び特別区の病院の分布状況 

資料 4-2 二次医療圏及び特別区の病床等の分布状況 

資料 5  杉並区における地域医療体制の概要 

資料 6  東京都保健医療計画上の既存病床数の状況 

会議次第 1 開会 

2 委員委嘱 

3 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会設置要綱について 

4 委員自己紹介 

5 会長選任 

6 議事 

 (1)調査検討委員会設置の経緯と検討の進め方について 

 (2)杉並区の人口動態・受療動向等について 

 (3)杉並区及び周辺自治体の医療資源の状況について 

 (4)その他 

7 閉会 

 



第 1 回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会 

 

２／２０ 

○副参事 それでは、第1回杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会を開催したいと

思います。 

 私、本日の全体の総合司会を務めさせていただきます、保健福祉部医療基盤担当副参事

の山田と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、会議に先立ちまして、医療政策担当参事の長田より、簡単にごあいさつ申し

上げます。 

○参事 医療政策担当参事の長田と申します。お忙しいところお集まりいただき、まこと

にありがとうございます。 

 区長に代わって一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 医療の問題というのは、行政にとって、これで充足しているという到達段階というのは

はっきりしておらず、区民から見ると常に不全感があるということで、これまでも2回ほ

ど検討会を設置して検討してきたという経緯があります。 

 これまでの経過の中での区のスタンスは、いわゆる三次救急や専門医療は区の範囲で考

えるべきテーマではないし、例えどこかの病院が杉並区内に開設したいと思っても、病床

が過剰であり、現実には不可能だという考えでした。むしろ区としては、区のできる範囲

で医療提供体制の整備を進めていくということで、初期救急体制の整備や、二次救急医療

機関との情報の共有化や情報提供などに努めてきました。 

 ただ、最近は状況が変わってきました。一つには、例えば練馬区や台東区、江東区のよ

うに、病院の誘致や医療提供体制の整備を区政のテーマとして掲げる区も出てきています。

また、ずっと病床が過剰でしたが、最近はそうではない状況が生じてきています。さらに、

慢性期の医療とか在宅ケアの問題、あるいは緩和ケアの問題などは、むしろ区の問題であ

るという認識も出てきました。そういう中で、区議会などでは、区も独自に考えて独自に

行動すべきではないかという意見も上がってきました。もちろん、区がすべて独自にでき

るわけではありませんが、必要性の有無については、区として主体的に判断していく必要

があるだろうということで、今回の検討会が設置されたというわけです。 

 例えば、特別養護老人ホームについては、1ベッド当たり650万円ほど都から補助が出ま

すが、それでは進まないということで、区はさらに300万円の上乗せをしています。それ

でも進まないので、最近では用地の買収費も補助をするようになってきています。病院に

ついても、同様に考えなければいけない問題なのかどうか、そうだとすると、それは医療

のどのような分野のどういうテーマなのか、あるいは、そこまでは考える必要はなくても、
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やはり区として誘導策なりを考えていくべきなのか。そういったことを、専門的な立場か

ら考えていただき、提言をいただきたいということが今回のテーマです。 

 年度末まで、あまり回数も開けませんし、また、私ども事務局として、十分な資料を整

えられないということもあるかもしれませんが、どうぞ皆様には活発にご議論いただき、

ご提言をいただけますようにお願い申し上げて、簡単ですがごあいさつとさせていただき

ます。 

○副参事 続きまして、委員委嘱ということですが、委嘱状は後ほどお配りしたいと思い

ますのでご了承ください。 

 続きまして、資料の確認をしたいと思います。お手元のレジュメを参考にしてください。 

（配布資料確認） 

○副参事 それでは、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。 

（委員自己紹介） 

○副参事 それでは、会長の選任をさせていただければと思います。要綱では互選という

ことになっておりますが、まことに恐縮ですが、河原委員に会長をお願いしたいと考えて

おりますが、いかがでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○副参事 それでは、会長から、要綱にあります職務代理の方をご指名いただきたいと思

います。 

○会長 はい。藤多委員を職務代理に指名したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○会長 よろしくお願いします。 

○副参事 それでは、座長としてごあいさつをお願いいたします。 

○会長 はい。ご指名ですので、座長の任を務めさせていただきます。 

杉並の医療をどうするかということは大きな問題だと思います。 

 今まで医療計画を考えるに当たっては、国も都道府県あるいは二次医療圏で考えてきた

わけです。二次医療圏は今、全国に360～370ぐらいありますが、人口的に見ると、最大の

名古屋医療圏と最小の島根県の隠岐医療圏で、大体122倍の開きがあります。面積的には

一番小さいのが大阪の南河内医療圏、40平方キロしかありません。一番大きいのは北海道

の十勝医療圏で、これは1万平方キロを超えているということで、255倍ぐらいの開きがあ

ります。それ以上に、二次医療圏の平均人口は35万人ですが、35万人に至っていない医療
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圏が全体の3分の2あります。杉並の人口は52万ぐらいいるわけで、人口的には医療圏にし

てもおかしくない規模になっています。 

 それから、東京の二次医療圏の広がりは鉄道の沿線上に広がってくるわけですが、東京

の医療の問題は、環七とか環八沿い、あるいは江戸川とか葛飾、あるいは町田など、明ら

かに悪いところは縦軸になってあらわれるわけですが、今までそうした観点で医療提供体

制を見ていないと感じています。その中でも、練馬、杉並、世田谷と続く線は、救急の搬

送時間をとっても、あるいは地震のときの搬送体制を見ても非常に悪いものがあります。

さらに、東京の医療の特性として、一つは長期に入院できる病院が、人口当たり全国平均

の6割しか充足していません。リハビリ関係に至っては5割を満たしていないということで、

非常に高齢者に不利というか、高齢者のための医療資源は不足しています。中でも、23区

では非常に不足していますので、在宅も含めて、高齢者の医療あるいは普通の働き盛りの

人の医療など、諸々についてこの検討会で審議することができればと思っていますので、

何とぞ今後のご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、私からこれからの議事を進行させていただきます。先ほど資料の確認があり

ましたが、きょう議題として大きなものが三つあると思います。一つは杉並区地域医療体

制に関する調査検討委員会設置までの経緯と今後についてということですが、これについ

て事務局から説明をお願いします。 

○参事 はい。それでは資料1についてご説明いたします。 

 杉並区でも、随分昔から医療提供体制について区民から要望をいただいていたようです

が、最近の流れで言いますと、平成12年がその発端です。このときにいただいた要望書の

提出者が、ある地区町会連合会会長でした。その地区のある町会長さんが日本救急医療財

団の副理事長だったこともあり、救急医療に深い関心を持っていたということもあります。

それで、杉並区に大きな病院がない、あるいは公立病院がない、救命救急センターがない、

といったことで病院誘致に関する要望を受けました。 

 13年には区議会でも公立病院等の誘致についての一般質問があり、区長が「救命救急機

能を充実する点も含めて重要な課題だが、病床の制限もある中で、病床の増加については

区としても都に働きかけていく」と答弁をしました。そこで、改めて今度は杉並区商店会

連合会及び町会連合会という、ほとんど区民の総意のような感じで、「杉並区に二次医療

と救命救急医療に対応する国立病院・都立病院或いは大学病院を誘致すること」という要

望書と請願を受け取ったということです。このときは区議会で審査をして、採択し、国や
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都に要望書を出しています。 

 この当時、区としては小児救急が一番重要な問題で、平成11年に始めた小児の平日準夜

の救急を、財政的な理由で12年に休止し、改めて医師会にもご協力をお願いして、14年度

の当初から平日準夜の小児の診療を実施するようになりました。 

 小児の準夜の問題を解決したので、14年には、杉並保健所地域保健推進協議会に救急医

療に関する検討部会を設置しました。このときには区内の二次救急の指定病院に訪問調査

等を実施して、報告書を作成しました。 

 この報告書では、杉並の救命救急体制の充実に向けての提言をいただきました。一つに

は二次救急医療体制の充実のために区の積極的な関わりが必要だということです。二次救

急は東京都が休日・全夜間診療事業として指定していましたので、本来、区の仕事ではな

いという認識でした。しかし、区民の生活に直結したことであり、区も十分な関心を持っ

て関わりを持ち、役割分担や連携のシステムをつくっていく必要があるのではないかとい

うことでした。 

 また、救急医療情報について、消防庁の情報がありますが、それが十分にリアルタイム

には出されていないということもあるので、区も独自に情報を集めて、二次救急医療機関

に提供していったらどうかということがありました。 

 それから、救急隊と救急医療機関との協議の場は従来からありましたが、その場合、ど

うしても救急告示医療機関が対象となるので、二次救急指定病院と二次救急について話し

合う場も必要ではないかということです。 

 それから、区民への普及活動の強化ということも必要ではないかということも提言をい

ただきました。 

 この提言は14年9月にいただきましたが、15年に区長・区議選挙があり、15年度当初予

算は骨格予算だったために、報告書に基づく新規事業を組むことはできませんでした。 

 さらに、地域保健推進協議会の検討部会は、専門家が少なかったこともあり、議論の掘

り下げが十分でなかったということもありました。 

 15年の区長選挙の際に、区長が「区民の皆さんの切実な声に応え、地域の病院や医療機

関と連携して夜間の小児救急を含めた杉並独自の救命救急医療体制を整備します」と、杉

並独自の救命救急医療体制の構築をマニフェストに掲載して当選されました。 

 また、区議選でも、大病院の誘致が必要だということを公約とした議員が2位当選した

こともあり、区の救急医療体制の問題がこの選挙の期間を通じてかなり強く出て、区議会



第 1 回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会 

 

６／２０ 

にも医療問題調査特別委員会が設置されました。それを受け、10月に救急医療システム検

討専門家会議が設置されました。このときは、委員長に東京都の技監を退職された村田技

監に出ていただき、専門家としては東京医科大学の下光先生、救急医療の専門家としては

昭和大学藤が丘病院の高橋先生に入っていただきました。また、医師会からは石田理事に、

消防からは杉並消防署の当時の警防課長に入っていただいて、専門家会議を設置しました。 

 平成16年3月に「杉並独自の救命救急体制構築に向けて」という報告書が出されました

が、すでに河北総合病院に救急医療センター構想があることがわかっていましたので、河

北総合病院の救急医療機能の拡充を前提として、そこを中心とした連携体制をとることで

区民の主要な救命救急ニーズに対応していけるのではないかと考えました。そこで、救急

医療連絡協議会を設置して二次救急医療機関と連携体制を構築したり、救急医療情報セン

ターを設置して救急医療の情報を区民に提供するということなどが提言されました。 

 また、小児については、小児科を開設している病院は杉並区で3病院しかなかったので

すが、いずれも24時間365日の体制はどうしても取り得ないということで、病院の連携体

制や医師会との連携体制も検討しましたが、やはり無理という結論が出ました。そこでま

ず小児救急の場合の受診方法などの普及活動をしていくことになりました。それから、平

日準夜と土日は協力体制を確保するということで、東京衛生病院に準夜あるいは土日の体

制等を組んでいただきました。さらに、急病医療情報センターで小児の電話相談を受ける

ことで、受診の抑制にも繋がるのではないかと考えました。これは背景としては、小児の

二次救急の医療機関が区内に1カ所もなく、当時は中野区まで行かなければかかれない状

況があったということです。 

 それから、区民参加による身近な地域での初期救急対応力の向上ということで、区独自

の初期救急研修システムとして区民レスキューとかまちかど救急隊をつくったり、ＡＥＤ

が広く開放される時期だったので、ＡＥＤを配備・普及していきましょうという提言をい

ただきました。これについては、16年度から、順次具体化していったところです。 

 その後、区はこの提言を受けて、色々な事業を進めてきました。河北総合病院では、構

想どおりに救急医療センターが開設され、さらに18年には都から地域医療支援病院の指定

を受けました。 

 平成19年には区長の3期目がスタートしました。このときに、新たに誕生した区議会の

中で、また、「救命救急医療センターの設置について」という一般質問を受けました。そ

のときの保健所長答弁としては、「この医療圏で新規増設は認められないけれども、近隣
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病院との連携体制も視野に入れて、より質の高い救急救命体制の構築を図っていきたい」

という、従前の区のスタンスとあまり変わらない対応をしていました。 

 平成20年になって、杉並区初の学校統廃合の跡地利用として、平成12年に要望書を出さ

れた地元の町会から病院誘致の要望が出ました。 

 そのほか7月には、初めて「東京都保健医療計画」に基づく基準病床数で174床不足とい

う状況が出て、これまで病院誘致はできないと言っていたのが、その状況が変わったとい

うことがあります。 

 そうした状況の変化の中で、20年の秋に墨東病院の問題があり、区民の間に、救命救急、

救急医療に対する不安の声が出てきましたし、マスコミも医師不足とか医療崩壊とか、い

ろいろなニュースがあり、区議会でも随分質問等が出ました。 

 そうした背景を受け、区議会で「区の南部地域に医療機関が不足している状況があり、

2.5次救急の医療機関の誘致あるいは設置が必要だと思うが」という質問があり、このと

きに初めて、これまでのスタンスを変えて、「この地域への病院の設置は、地域の安全・

安心に大きく寄与するだろう。大幅な増床は困難だけれども、病院の統廃合が進む中で病

床数も変動があり得るだろう。医療の問題は都や国の問題とは言っていられず、区として

もきちんと判断をしなければならない」という認識を区長が示しました。 

 こうした流れの中で、21年度予算において、病院誘致も視野に入れて地域医療体制の整

備に関する調査研究を行う経費を計上し、そのためのポストも設置しました。 

 同じく区の動きとしては、「保健福祉計画」についても、三つの最重点プランの一つと

して「地域医療の充実」ということで、地域医療体制の充実について検討していくことを

内容とした改定を行いました。 

 また、都議会においても、杉並区内には救命救急センター、またはそれに匹敵する病院

がないので、今後指定していく予定はあるのかという都議の質問があり、同等の能力や態

勢を有する病院には、それに相応しい役割を担っていただくことが望ましいという答弁が

ありました。 

 こうした流れの中で、今年の4月に、新たなポストができ、兼務ではありますが、私が

参事、山田副参事が医療基盤担当ということで、今回の検討会の設置になったということ

です。 

 ですから、これまで区民から色々要望を受けて検討をしてきましたが、そろそろ区とし

てもきちんと必要性を判断しなければいけないということで、今回の検討会の設置になっ
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たということです。 

 続けて、資料2について説明させていただきます。 

 今回の検討会は、全部で6回と考えています。 

 本日は第1回目ですが、これまでの経緯と今後について、あるいは、杉並区の現状につ

いてご説明をして、皆様からご意見をいただきたいと思っています。 

 2回目は、消防に依頼している救急医療の現状についての資料等をもとに、救急医療に

特化して議論をしていただければと思っています。 

 3回目は、国民健康保険のレセプトをもとに、区民が外来受診の際に、どんな疾患でど

こに通院しているのかというような、受療動向を提示したいと思います。それから、区内

の主な病院の聞き取り調査を実施させていただき、区内病院の将来構想などもご報告しな

がら、議論をいただきたいと思っています。 

 4回目では、それまでの論点整理をして、5回目では中間報告の素案を議論していただき、

最終的に2月に報告を取りまとめていただくという予定で考えています。 

 ○会長 ありがとうございました。 

 事務局から資料1と2の説明がありましたが、何か質問や意見はありますか。 

○委員 区民の皆さんの要望で病院を誘致したいということですが、一部の特定のところ

から出た要望なのかどうかということと、病院を誘致するのか、それとも救急を充実する

のかというあたりのところを、お聞かせ願いたいと思います。 

○参事 まず1点目ですが、多くの区民から要請なり要望を受けたかということになると、

そういうことではありません。調査をして、その結果望んでいると言われても、どう取り

扱っていいのかわからないということもあり、そういう調査をしたことがないのです。た

だ、根強く要望されている区民の方たちが働きかけて、商店会連合会や町会連合会から要

望をいただいたということも事実です。 

 2点目については、病院誘致ありきということではなく、病院誘致ということも視野に

入れながらも、どういう医療提供体制であったら望ましいのか、そのためにどんなことが

必要なのか、その手段として病院誘致も一つあるだろうと、そういった理解です。 

○会長 ほかに質問はありますか。 

○委員 関連してですが、この最初に言った町会長さんについてはお顔を知っていまして、

そのときに聞いたことがあるのです。その方いわく、救急病院が杉並区にはないとおっし

ゃっていました。では、救命救急センターと救急病院の違いはわかりますかと尋ねると、
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わからなかったのです。いわゆる三次救急という意味での救命救急センターと、一般の方

が思われている救急センターというのは大分開きがあって、どうもその要望を出された本

人がそれをあまり理解されていなかったようです。そこで、当時区に出された要望書がど

のようなものだったか、見ることはできますか。 

○参事 できます。 

○委員 では、次回にでも提示いただければと思います。どうも、救命救急センターの話

ではなく、急病人を診てもらう病院がないという発想のお話だったと理解していますので、

今、ここで救命救急センターを含めて設置というのとは違うのかな、という印象がありま

す。 

 それから、この間の都議会選挙のときに、民主党の議員が救急センターの設置という話

をされていますが、やはり専門家ではない方からのお話なので、どういうレベルのものを

要望されているのかということを、ご提示をいただきたいと思います。我々の思っている

救命救急センターと違うのではないかと思うのです。 

 今のお話ですと、区民からの提示があり、それに応えてという話でしたが、どういうも

のを要望されているのかについて、我々に資料をいただきたいと思います。今後議論しよ

うとしている救命救急センターとは大分違うものではないかと感じています。 

○参事 そこがわからない場合も多く、無いよりはあった方がいいという結論になること

が多く、きちんとした調査をし切れないというところもあり、委員ご指摘のようなことも

あると思います。 

 ただ、町会連合会長はそういう認識だったかもしれませんが、一つの町会長が救急医療

財団の副理事長までやっていた人なので、ある程度わかったうえで言っていたのではない

かと考えています。 

○委員 ただ、救急医療財団は民間的な要素が多く、専門家の集団ではないのです。医者

はあまりいないと思うので、それは少し認識が違うと思います。 

 発端がそういうところから始まっているということなので、区民がどういうものを要望

しているのかについて理解をしたうえで、今後どういうことを議論していく必要があるの

かをはっきりさせるべきだと考えます。 

 救命救急センターは、そこを中心にして広がりを持った病院をつくらなければ、センタ

ーだけで機能するということではありません。最初の趣旨が区民からの要望で、しかも、

数名の方がまとめた要望書ということなので、その内容をご提示いただいて、それが今回
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の委員会の中で、話をする内容として合うのかどうか検討していただきたいと思います。 

○会長 そちらの方はよろしいですか。 

○参事 はい。ただ、区民の要望にどう応えていくかということも大事ですが、杉並区の

医療提供体制について、きちんと論理的に説明していけるように、この委員会で議論して

いただければと思います。 

○委員 では、救命救急センターの設置にこだわらず、救急体制全体について、これから

いろいろと討論していくということでよろしいですか。 

○参事 救急体制ももちろんそうですし、専門医療あるいは在宅医療も含めて、地域医療

提供体制の中で、杉並区で欠落している、あるいは、何とかしてでも整備しなくてはいけ

ないようなことがあるとすれば、どういう問題なのか、について議論いただければと考え

ています。 

○会長 あと、その要望を受けて議会の中でどのような質問と答弁のやりとりがあったの

かについても、資料をいただければと思います。 

 事務局から設置の経緯あるいは今後の検討のスケジュールの説明があったと思いますが、

ほかに何かありますか。 

 では、次の杉並区の人口動態・受療動向等について、事務局から説明をお願いします。 

○参事 はい、資料3で説明いたします。 

 人口の推移ですが、杉並区の人口は平成20年で52万6,593人ということで、このところ

毎年3,000～4,000人増えています。図でいうと、大きく増えているのは東京都、変わらな

いのが全国、区はその中間ぐらいということです。 

 年齢3区分別の人口を見ると、杉並区は年少人口が9.5％、全国や東京都より少なく、

65歳以上人口も19.1％ということですが、杉並区の特徴としては、75歳以上が9.5％とい

うことで、前期高齢者と後期高齢者の数がほぼ一緒ということです。全国でも65歳以上が

22.1％で、75歳以上が10.4％ということで、まだ半分に達していない中で、後期高齢者が

非常に多いということが杉並区の大きな特徴であると思います。 

 将来推計人口ですが、図を見ていただくと、減っていくのが全国、32年あたりをピーク

に上がって下がるのが東京都という中で、その中間が杉並区です。杉並区の人口はそれほ

ど大きく増えるということもなく20年程度経過して、その後、徐々に減っていくと予測さ

れています。ただ、表の65歳以上のところを見ていただくとわかるように、人口があまり

変わらない中で高齢者の数だけが増えていくということが推測されています。 
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 出生人口動態ですが、杉並区の平成20年を見ると3,947人、これは微増しています。出

生率7.5ということで、全国や東京都、特別区に比べると少ないわけですが、合計特殊出

生率も0.78、全国区市町村別ランキングだと、下から10番に入るぐらいのところだと思い

ます。杉並区はひとり暮らしの、割と高学歴で働いている女性が多いと推測しています。

杉並区の住居の区分を見ても、割とひとり暮らし用の小さな住居が多く、女性がひとりで

安心して暮らせる街だから合計特殊出生率が低いのではないかとも言われています。 

 乳児死亡率は20年度で1.5、新生児死亡も0.8ということで、決して大きくありません。

ただ、周産期死亡だけが平成20年に5.3で、全国、東京都、特別区と比べて高くなってい

ます。過去3年の平均でも5.8ということで、少し高いのです。これは早期新生児死亡が特

別高くはないので、妊娠後期の死産率が若干高いと考えられますが、理由はわかっていま

せん。 

 主要死因別の死亡数については東京都や全国と大きく変わるところはなく、悪性新生物

が最も多く、心疾患、脳血管疾患、肺炎という順になっています。 

 平均寿命は男女とも全国と同じように延びているわけですが、平成17年の完全生命表の

平均寿命で見ると、男性が全国の12位、女性も172位ということで、非常に長寿になって

います。これは後期高齢者の人口が多いことと関係しているわけですが、非常に長寿の自

治体であるということができると思います。 

 次が標準化死亡比です。全国を100としたときの死亡の割合、年齢を調整した上での死

亡の割合ですが、死亡総数も男性83.0、女性90.8ということで、全体の死亡の割合も少な

いことが伺えます。それから悪性新生物も、全国と比べて大体低くなっています。そうい

う中で、女性の悪性新生物総数だけが102.1となっていますが、これはここでは示してい

ない乳がんか子宮がんが全国よりやや高いのかと思っています。 

 それから、心疾患、脳血管疾患についても東京都や特別区よりも低いということで、心

臓や脳血管疾患で死ぬ人の割合が高いということはありません。 

 標準化死亡比の一番下ですが、男性の肝疾患だけが東京都全体の100より大きく超えて

いますし、特別区も140と非常に高くなっています。これは、会長に伺ったところ、東京

都は肝疾患の治療のための制度が整っているので、全国から患者が集まっているせいだろ

うということでした。従って杉並だけが肝疾患が多いとか、肝疾患で死亡する人が多いと

いうことではないだろう思います。 

 こうしてみると、杉並区は大変長寿であるし、特別何かの死亡が多いということではな
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いだろうと考えられます。 

 それから、国保のレセプトから見た受療動向ということで、平成18年5月のものですが、

一人当たりの医療費で見ると、74歳以下の外来、入院ともに特別区の平均を下回っていて、

特別区の中でも下から2番目です。75歳以上も、一人当たりの医療費は5番目です。入院だ

けが多いのですが、これは後期高齢者が多いため、そういう方が多く入院されている影響

かと思われます。全般的には、一人当たりの医療費も非常に安く済んでいます。加入者千

人当たりの患者数は、むしろすべての疾患で多くなっています。糖尿病あるいは腎不全で

透析を受けている方は少ないのですが、ほかは多いということで、患者さんは通院してい

ても、医療費はそれほどかかっておらず、死亡も多くはないので、軽度のうちに受診して

おり、受診の機会もあるということかと思っています。 

 それから、高齢者の入院の状況として老人医療・介護保険のデータを見たもので、ほと

んどが75歳以上になります。これで見ると、一月の老人医療での入院件数が3,345人、こ

のうち都内で3,074人、23区で76％ということなので、4人のうち3人は23区内に入院でき

ている、あるいは杉並区内に4割の方は入院できているということなので、杉並区民が入

院先がなくてすごく困っているという状況ともいえないと感じました。介護療養病床では、

区内に入院できている人は少なく、23区外の人の割合が多くなってきます。それでも8割

の方は都内に入院できているという状況です。 

 今、私どもが把握できているこうした状況を分析すると、一般的な区民の声とは別に、

特別何かの疾患が多いとか、何かの死亡が多いとか、早死にしているという状況もなく、

医療費も安く、あるいは、区内にも一定程度入院できている、といった区民の受療の動向

が捉えられるだろうと思っています。 

○会長 資料3の説明がありましたが、何かご質問はありますか。 

○委員 国保レセプトの受療動向の資料で、特別区内順位というのは全部下から数えての

順位ですか。 

○参事 そうです。少ない方、好ましい方からとなっています。 

○会長 ほか、何か質問はありますか。 

 単純に言えませんが、標準化死亡比の心疾患とか脳血管疾患、あるいは、救急を要する

ような疾患は、周辺市の方が全国よりはるかに低いような傾向です。 

○委員 いい状況ですね。 

○会長 単純には言えませんが、いい状況にありますね。やはり、委員がおっしゃったよ
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うに、すべての病気を24時間診てくれる施設を望んでいるのか、あるいは、何か手遅れに

なった事例が身近に頻発して、救命救急などを意識したのかというのは、もう少し検証し

た方がいいかもしれません。 

○参事 事例をということでしょうか。 

○会長 事例というか、ほかにもまだ分析が必要だとは思いますが、データ的に見たら救

急を要するような疾患の死亡率は、それほど悪くない感じはします。 

○参事 そういう発言をすると、区民の実態をわかっていないと言われるわけです。 

○会長 総合的な医療の中で、急性期も慢性期も含めて、救急の位置付けがどうかという

ことですね。 

 あと、人口が微増、3,000人ぐらい増えているのですか。これは、やはり自然増より社

会的な増加の方が多いと思いますが。 

○参事 大規模開発のマンションとか、そういった感じが多いと思います。 

○会長 資料1で、使わない小学校を廃校にした跡地利用という話がありましたが、人口

が社会的に増加しているのに、小学校は不足していないのですか。 

○参事 当初はたくさん統合する必要があると言われていましたが、人口増の流れの中で

現実的なプランを策定し、公表されています。 

○会長 高齢者の絶対数が増えていきますね。日本の高齢化というのは、65歳以上の人口

は3,600万人ぐらいで一定になります。若い人が減るから高齢化率が上がりますが、あと

20年我慢したら絶対数はとまってしまうのです。杉並はそれを超えて、まだ高齢者の絶対

数が増えていくような勢いが見えます。それに見合う高齢者の医療あるいは介護の施設と

いうのは、全国的な視点以上に長期で見ていかないといけないと思います。 

 あと、何かご質問はございますか。 

○委員 高齢者の入院状況ですが、介護保険が少ないというお話がありましたが、病院で

介護保険の介護病床を持っているところ自体が少ないのです。杉並区の病院は使っている

ところが多いのですが、これだけ見ると数が少ないように見えますので、その辺のところ

の分析がどうかと思います。 

 あと、老人保健医療の入院についても、疾病によって大分違うのではないかと思います。

本当に重症者で病床が足りているのかということを討論しないといけないので、例えば、

重症・中症・軽症と分けるかどうかも難しいんですが、何で入院をされたかということの

数値を出すことは可能でしょうか。 
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○参事 それは、ほとんど不可能だと思います。今回、改めて19年度のデータで河原先生

の研究室に分析をお願いしていますが、それでも無理だと思います。 

○委員 救急で入院された方と、自分で好んで大学病院に入院された方とは分けて考える

必要があると思うので、その辺のところの資料が出ると非常によろしいかと思います。も

しそれが可能でしたら、ぜひお願いできればと思います。 

○会長 例えば、杉並区の方が救急搬送されて、どこかの救命救急センターに入院したと

いう数的なデータはありますか。杉並区民がどれぐらい救急搬送されたとか。 

○委員 それはわかります。数がわかりますし、その中でたどっていけば、細かいデータ

は残っていますから、全部クロスすれば出ると思います。 

○会長 可能な範囲でいただければ、杉並区民の救急の実態像がわかると思いますが。 

○委員 一概にわかるかどうかは疑問です。その中には、本人が希望する病院であったり、

受け入れ拒否が多くあって、そこに運んでしまったという患者もいます。本来は、直近適

用でスムーズに入れる、一番理想的な数字がいいのでしょうが、そうではないような気が

します。 

○会長 なるほどね。 

○委員 ちょっとお尋ねしたかったのですが、この検討の結論が救急搬送のところまで及

ぶような回答を求めておられますか。 

○参事 消防の救急の対応の中身まで検討会の中で及ぶかということですか。それは、そ

うではないと思っていますが。 

○委員 この会議も非常に貴重なのですが、それぞれの分野でも会議があって相当議論は

されていると思います。うちの体制ですと、19年度から救急隊も1隊増えていますし、庁

全体の災害救急情報センターの中にも相談センターができたり、また新しく、今度は受け

入れ病院を緊急時に探すような、そういうシステムを今確立中でもあります。そういうこ

とではなくてということでよろしいですね。 

○参事 はい。 

○会長 では、救急の実態がわかるようなデータがあれば、次回にでも提示していただけ

ればと思います。 

○委員 杉並区は、高齢者が多く、しかも後期高齢者が多いというのが一つ、大きな特徴

ですね。もう一つは、相対的にはやはり子供は少ない。子供が少なくて合計特殊出生率も

低くてということは、子供は増えてこないわけで、学校が増える必要があるはずはない。
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にもかかわらず人口が増えているということは、子供以外の流入人口として、大学生やサ

ラリーマンなどの部分が人口を押し上げているわけですね。 

○参事 今、子供が増えてきています。若干、出生は増えてきています。 

○委員 今のところ、20から30、40代の人口が、じわっと20年ほど増え続ける。そうする

と、恐らく、そのもう一つ上に、数字に出ない内容として、病院に対する要求水準が非常

に高い方の割合が多いということがあると思います。このあたりの地区は、はっきり言っ

て患者さんがきついです。そういう意味でも現場の感触としては、病院の事情、状況は厳

しいですよね。 

○委員 厳しいですね。 

○委員 強いことを、感じをはっきり言います。 

○参事 そうですね。なぜわざわざ遠いところまで通うのかというのも、今のお話ともつ

ながるところだろうと思います。それで、こんなに医療機関があるのに、区内には無いみ

たいなこと言われるわけです。足りないものは足りないと言いながら、足りているものは

足りているということをきちんと説明していかないと、いつまでも同じことの繰り返しに

なるのだという感じを受けています。 

○会長 ほかに何か、資料3に関してご意見はありますか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、続いて資料4‐1と4‐2をお願いします。 

○参事 資料4‐1は病院の分布ということで、一番左が総数、それから、特定機能病院、

地域医療支援病院、病床の規模で500、300というところで分けております。救急が救命セ

ンターと二次救急、これは東京都の指定の二次救急ということで、内科・外科の担当と小

児科の担当に分けています。回復期維持期については、診療所は除いています。(その他

項目説明) 

 これを二次医療圏別に見ていくと、杉並区が属する区西部医療圏は他の医療圏と比べて、

数としては大体遜色のない平均的なところになっています。 

 先ほど会長からもお話があったように、杉並、練馬、世田谷のゾーンで見ると、特定機

能病院がゼロ。救命救急センターがゼロ。がん医療の連携拠点病院、東京都の認定病院も

ゼロ。周産期の母子医療センターもゼロ。ただ、これは国の成育医療センターが周産期母

子医療センターにカウントされていないので、実際は世田谷にある成育医療センターを

1とカウントして、そこにＮＩＣＵが15あると見てもいいかと思います。 
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 ただ、この縦系列で見ていくと、数字の上では人口200万の地域に専門医療がかなり少

ない状況ということになります。 

 そういう中で、杉並区の状況を見ていくと、特定機能病院はないが、他にほとんどない

地域医療支援病院が1あるというところは、むしろ杉並区の財産かもしれません。それか

ら、病床500床以上がゼロです。これは400で区分してもゼロです。救命救急医療センター

もゼロです。二次救急は現在7、小児は4月から河北総合病院が二次救急の指定を受けて

1になりました。脳卒中の急性期の指定も河北が1です。ＣＣＵネットワークの加盟施設も

河北が1です。がん医療の連携拠点病院と都認定病院はゼロです。周産期の母子医療セン

ターはもちろんなしで、ＮＩＣＵもありません。災害拠点病院は荻窪病院で1です。区だ

けで見るのがどうかという問題はあっても、他区と比べてそういった機能が乏しいという

のが現実だということです。 

 2枚目の資料は主に病床についてです。 

 区西部医療圏は、病床数で見ても、他の医療圏と比べて、特段大きな特徴というのはあ

りません。そういう中で、回復期リハ病床だけは527床で、病院数、病床数ともに多い、

人口10万対で見ても45.6ということです。緩和ケアも非常に多く、4病院74床あるという

のが区西部医療圏としての特徴かと思います。 

 これを、杉並、練馬、世田谷で見ていきますと、人口10万対の病床数がぐっと減ってし

まいます。その中で、3,471床が精神なので、一般病床で見ると、人口10万対で300少しと

なり、この200万人の地域で見ると、病床が非常に少ないと思います。 

 それから、療養病床の数で見ると、区西部医療圏で見たときより病床数は増えますが、

人口10万対で見れば、やはり少ない状況になっています。回復期リハ病床も人口10万対で

見ると少ない数になります。緩和ケアは44ですけども、人口10万対で見れば2.1というこ

とで、やはり少なくなってきます。ほとんどの機能が、この縦系列で見ていくと低下して

いくということになります。 

 杉並区に注目すると、病床数が人口10万対で425.3となっています。最も低いのが江戸

川区です。練馬の場合も、精神病床が1,382あるので、一般病床では300台になると思いま

す。ですから、江戸川、練馬に次いで少ないというのが杉並区の実情です。 

 療養病床では、杉並区は8病院971床あり、人口10万対で181.7ということで、特別区の

中では結構ある方だということになります。 

 回復期リハも同じように、4病院301床あり、人口10万対で56.3ということで、今後の高
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齢者増を考えれば十分とは言えないかもしれませんが、23区の中では非常に多いといえま

す。あるいは、緩和ケア病床についても、8.2ということなので、回復期リハと緩和ケア

は、ほかの地域に比べればあるというのが杉並区の実情だと思います。 

 資料5でさらに補完的に説明しますと、区内病院の診療所の診療別科目別施設数、病院

は17、診療所も540あります。診療科目は重複計上となっています。小児科は156を標榜し

ていますが、杉並区医師会の小児科医の専門医会だと、多分30人ぐらいかと思います。 

それから、在宅療養支援診療所の届出は56施設です。 

 産科・婦人科、病院が3、診療所が30となっていますが、分娩可能な医療機関としては

病院が3、診療所が5で、合計8です。このほかに助産所が2所あります。 

 次に、初期救急医療体制について説明します。固定診療所として、杉並区休日等夜間急

病診療所があり、土曜の準夜と日曜日の昼間・準夜に内科、外科、耳鼻科を開いていただ

いています。このほかに、内科・小児科という形で日曜日の昼間、輪番制で4カ所開いて

いただいています。 

 それから、非常に希望が多いのは小児専門医による小児初期救急ですが、平日準夜帯に

医師会の先生に固定診療所を担っていただき、病院としては東京衛生病院に準夜帯を担っ

ていただいています。このほかに河北総合病院が365日24時間の二次救急をやっています

ので、小児救急の受診場所としては、かなり確保された状況ができつつあるのではないか

と思っています。 

 このほかに、杉並区独自の取り組みとして、急病医療情報センターを持っています。こ

れは先ほどの検討会報告を受けて、区民向けに365日24時間、相談や案内を行っています。

看護師などが相談に乗って情報提供を行い、受診先の案内や、小児の深夜帯の受診などの

ときに、もう少し家庭で様子を見ることが可能かというような相談にも乗っています。平

成20年度実績で3万1,000件ということで、区が単独で行う取り組みとしては、かなり多い

実績であり、区民に定着してきているのだと思います。 

 医療に関する取り組みとして、もう一つ杉並区が実施しているのが医療安全相談窓口で

す。これも医師会、歯科医師会、薬剤師会のご協力のもとに窓口を開いて、平成20年度

675件の相談がありました。 

 それから、地域医療支援病院としての河北総合病院の実績数値を、病院からいただいた

年間レポートから抜粋しました。外来では、新規で年間3万人ぐらいの患者を受け入れて

います。それから、入院では8,700人となっています。 
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 受診者の居住地としては、外来の延べ患者のうちの19万人、約63％が杉並区です。それ

から、中野区が2万7,000人、11％、練馬区が1万2,000人、5％ということで、医療圏とし

ては、新宿区からはほとんど来なくて、逆に練馬区から結構来ているという状況です。入

院については、延べ患者11万人のうち8万3,000人、72％が杉並区民、中野区が12％、練馬

区は7％ということで、入院になるとさらに区民の比率が高くなっています。 

 地域連携の指標ですが、紹介率では、17、18、19年度は80％を超えていましたが、20年

度は若干低下しており、逆紹介は大体安定しています。平均在院日数は、着実に短くなっ

てきています。 

 救急車の受け入れですが、19、20年度と若干低下してきています。 

 入院経路ですが、河北総合病院の外来からの方が37％ですが、紹介、他施設あるいは救

急車、時間外からも、それぞれ31％、5.5％、14.8％、10.6％ということで、よそからの

入院もかなり受け入れて連携をやっておられるようです。 

 このほか、正確な数字はわかりませんが、連携診療所ということでネットワークをつく

り、診療所との間で様々な情報提供、交換等をやっていると聞いています。 

 杉並区の医療資源の状況については以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明に関して、何か質問等ありますか。 

○委員 杉並の医療安全相談窓口の相談内容は、どんなものが多いのですか。 

○副参事 診療科によって色々ありますが、治療内容に関するものや、医療機関における

接遇また医療費関係等、様々な相談が寄せられています。 

○委員 治療内容が、一番多いのでしょうか。 

○副参事 診療科によります。例えば、内科は意外と接遇などが多かったり、歯科や整形

外科は治療内容に関するものが多かったりしています。 

○会長 東京都全体の医療相談とか苦情の内容を分析したのですが、その過半数が、医療

制度がわからないということでした。例えば、窓口でたくさんお金をとられたというのは、

自己負担が2割から3割に変わったのを知らないとか、2週間ぐらいで追い出されたという

のは、急性期の病院に入ったのを知らないということで、誤解などにより相談しているの

がありました。 

○委員 救急医療についてですが、資料4-1に救急医療、救命センター、二次救急とあり

ますが、これは施設の数ですね。もし次回に救急医療を議論するのであれば、救急病床数
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の分布というか、数というか、その資料があった方が議論をしやすいのではないかと思い

ます。救命センターは病床数で決まっていますし、救急病院であれば、恐らく病院の病床

数で表示するしかないかと思いますが。 

 もう一つは、資料4-2で、対人口比になっていますが、これで見ると千代田区などの区

の中央部はやたらに多くみえます。あそこは昼間人口が多く、逆に夜間の定住人口が少な

いからこういう数字になっているのだと思います。東京都も、1,200万人というのは夜間

人口のことで、昼間人口は3,000万人といわれています。そう考えると、地域医療である

救急医療事業の分母として夜間人口でいいのかという問題があります。救急事業の需要数

を最も反映するのは昼間人口の3分の1と、夜間人口の3分の2を足したものが相関すること

になります。ですから、昼間人口をあわせて書くと、本当の意味の医療需要の母数が出る

かと思いますので、もしわかるようでしたらお願いします。 

○会長 確かに、杉並や世田谷あたりは、昼間、都内に流れていますよね。中央部は昼間

と夜間とで20倍ぐらい開きがありますので、委員がおっしゃるように、補正する必要があ

るかもしれません。 

 あと、がん医療に関しても、東京都民が受診しているのは6割です。4割は他の道府県か

ら流入しているのですが、そのあたりの実態がわからなくなっている面があります。 

 ほかに、次回にこういう資料があればもっと議論が深まるというようなことがあれば、

できる限り用意したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 病床数が少ないか多いかという話があって、回復期リハは多いということですが、

私が知る限りでは、救急病院をやめてその病床を回復期リハにしたとか、買収されたりし

た病院が結構多いのです。杉並区ではかなり苦しい状況で病院運営をしていて、救急病院

はみんな苦しいという状況なのです。 

 今回、新規に病院を設置するということだけでなく、全体の医療をよりよくということ

で言うと、今、既存の病院がどういう状況なのかを把握する必要があると思います。救急

が不足しているといっても、近くの100床規模の病床は転売されて、救急病院が回復期リ

ハに変えられたという状況があります。これを見過ごしにして新規のものを検討するので

は、既存の病院はどんどん減っていくという状況にもなりかねません。それから産科病院

が産科では成り立たないという状況で緩和ケアに変わったという例も知っています。そう

いう意味では、この数年間、5年程度の間に、区内の病院・病床にどういう動きがあった

かについても把握する必要があると思います。 
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 これは新しい病院をつくるということには直接の関係はないかもしれませんが、現状の、

頑張っている病院の実態がどうなのかということも含めて考えないと、新規の病院をつく

るだけでは、杉並区の医療をよくすることにはならないと思います。資料も、できれば開

設者が変わったり、医療法人ごと変わったり、一般の救急病院が急に回復期リハになった

りなども含めた実態的な数値をいただければと思います。 

○会長 今後のスケジュールの中で、区内の主な病院の聞き取り調査をされる予定のよう

ですが、今おっしゃられた内容とか、既存の施設の実態などについて聞き取ることを意図

されていますか。 

○参事 その辺、どのように進めればいいかを、医師会の方々と相談したいと思っていま

した。病院の増床や機能転換などを計画している病院だけをヒアリングしようかと思まし

たが、先ほどのお話で、過去の経緯も少し伺った方がいいかと思いました。その辺、どう

やったら病院に協力していただけるかについて、医師会ともよく相談した上でやるように

したいと思います。 

○会長 では、よろしくお願いします。ほかに何か、医療資源の状況について、ご意見あ

るいは次回までに用意する資料などはありますか。 

 きょうは第1回目ですので、フリーディスカッションにしたいと思いますが、何かご意

見はありますか。 

（ なし ） 

○会長 では、そろそろ予定の時刻ですので、これで終わりたいと思いますが、もし何か

あれば、また、事務局にお知らせいただければと思います。 

 あと、事務局から連絡事項などはありますか。 

○副参事 はい。次回以降のことで調整させていただければと思います。 

 次回は9月18日金曜日、19時から開催させていただきます。救急医療等をテーマに議論

をいただければと思います。また、3回目の日程調整をこの場でお願いしたいと思います。 

（ 日程調整 ） 

○副参事 それでは、11月6日の夜ということで、よろしくお願いいたします。 

 本日は大変お忙しい中、また、お足元の悪い中をお集まりいただきまして、どうもあり

がとうございました。それでは、これで本日の会議は終了させていただきたいと思います。 


