
第 3回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会

１／１７
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オブザーバー

荻窪消防署職員

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 資料 1 老人保健法に基づく医療給付者の受診特性

資料 2 杉並区民の出産状況について

資料 3 杉並区及び特別区の初療機関の実態について

資料 4 杉並区における東京都休日・全夜間診療事業の実績について

資料 5 区内病院（一般病院）聞き取り調査結果

参考資料 武蔵野赤十字病院の状況から見た杉並区の救急搬送

会議次第 1 開会

2 交代委員の紹介

3 議事

(1)レセプトデータからみる杉並区民の受療動向について

(2)杉並区民の出産状況について

(3)杉並区及び特別区の初療機関の実態について

(4)杉並区における東京都休日・全夜間診療事業の実績について

(5)区内病院（一般病院）聞き取り調査結果

(6)その他

4 閉会
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○副参事 本日もお集まりいただき、ありがとうございます。

本日、荻窪消防署長の丸田茂男様が新しく委員として就任しましたので、自己紹介をお

願いします。

○委員 東京消防庁の10月期の人事異動で、第5消防方面本部の副本部長から荻窪消防署

長に着任しました、丸田でございます。よろしくお願いいたします。

○副参事 では、早速、議事に入りたいと思います。

会長、よろしくお願いいたします。

○会長 それでは、次第に沿って、本日の議事を進めたいと思います。

今まで救急を中心に意見をいただいてきたわけですが、きょうは救急も含めて、杉並区

の医療提供体制全体の問題を議論していきたいと思っています。

まず、資料1として私が用意した資料がありますので、説明させていただいて、ご意見

をいただきたいと思います。

(資料1説明)

○会長 杉並区内で入院・外来あわせて完結しているのが大体65.3％、隣接自治体が大体

11.6％で、主として、武蔵野市あるいは三鷹市の病院です。それから、他の医療圏として

は、港区とか文京区、品川区などに行っているようですが、北の方にはあまり行っていな

いのです。練馬のあたりは、あまり行っていないようです。それから、西の方ですが、八

王子とか、いわゆる多摩地区に行くのも、あまりなかったように感じました。

東京の医療の流れを見ると、急性期に23区で受けた患者さんは、療養病床が比較的多い

多摩の方に行く流れが考えられると思ったのですが、このデータで見る限り、多摩への流

れというのはあまり認められませんでした。

このあと、国保のデータが12万件ほどありますので、これとあわせて、最終的に患者の

流れを分析したいと思っています。

資料1に関しては以上ですが、何か質問等ありますか。

○委員 このデータは、老保でレセプトが請求されて、最終的に杉並区に返ってきたレセ

プトですか。

○副参事 そうですね。

○委員 ということは、杉並で住民票を置いていると考えればよろしいですか。

○参事 住民票を置いたまま、北海道で受けている人もいるかもしれませんが、そうなる

と、他府県として出てくることになります。
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○会長 では、続けて、資料2以下、事務局からお願いいたします。

(資料2説明)

○会長 資料2に関して、何か質問等ありますか。

○委員 これはどういう対象を集められたのですか。

○副参事 出産後、母親が子供連れで保健センターを利用されますが、そこに集められる

データをもとにしています。平成21年4月に出産した方のカードを抽出して、それを分析

したものです。

○委員 妊娠した時点で母子手帳をもらうので、妊娠ということを把握できますが、その

後、区外や都外へ行ってしまい、乳幼児健診で戻ってくれば把握できるけれども、しばら

くどこかへ行ってしまったら、把握できないわけですよね。

○副参事 可能性としては、そういうことになります。

○事務局 杉並区が実施している新生児対象の4カ月健診の受診率が90％程度あり、その

際に聞き取り調査した結果を整理したものです。従って、統計上の21年4月の出生数とは、

若干ずれが出ているということでご理解いただければと思います。

○委員 長期的に里帰りされている場合は、対象から外れることになりますね。逆はない

のですか。

○参事 それは把握できません。

○委員 区外で母子手帳をもらって、こちらで出産する場合も把握できるのですか。

○参事 できません。非常にハイリスクで、地元で出産できないから、わざわざ東京へ出

てきたという例もあるのかもしれません。

○委員 東京の住宅事情や家庭事情を考えれば、若い夫婦が東京にいて親御さんが東京に

いない場合は、多くは里帰りということになりますが、当然、逆の例もあって、今、なか

なかお産ができないのは、産婦人科のお医者さんが健診の段階から見ていても、いよいよ

出産となって、診ていた妊婦さんがほかへ行ってしまう。あるいは、その逆で、全く診た

ことのない、健診もしたことのない人が、突然お産だといってかかってくることがあって、

どこの産科病棟でも、飛び込みのお産は断っているわけです。

実際に、武蔵野日赤でも、切迫流産とか分娩とかという状況で救急車で来るのですが、

本当に分娩が始まりそうで、全くそれまで健診歴、受診歴もない、あるのかもしれないけ

ど、本人もわからないという状況で飛び込んでくるのです。それが、今はＮＩＣＵとか周

産期、危機管理というところで、非常に負担になっています。
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○参事 そういうものの件数というのは、把握できますか。

○消防署職員 初診時の医師の傷病名で集計する形になるので、難しいと思います。妊産

婦系の疾病の分類でということであれば可能ですが、ほかの原因が何か関与していた場合

には、そちらの傷病名で計上される場合もあります。ある程度までなら、把握できるかも

しれませんが。

○委員 一つは、東京あるいは都会の特性として、8カ月ぐらいまでは東京にいるけど

10カ月に近くなると田舎に帰るという里帰りケースは当然出ているわけです。もう一つは

その逆で、絶対数が多いはずはなくて、そういうのは少数だとしても、盛り場のある新宿

や吉祥寺などに来てしまう。私どものところでは漫画喫茶出産というのが何例も続いてい

るのです。もう産んでしまったとか、子供が出てきましたとかといって、多くは119番さ

れるのです。もう、10日ほど前から家を出たきりで、親のことを聞いても言わないみたい

な。これは都会だけのパターンだろうと思いますが、盛り場のあるところではそういう例

があるのです。

○会長 ほかに何か意見はありますか。

○副会長 4月分だけで1年間の状況は把握できるのでしょうか。

○参事 280件ほど見ていますので、大体こんな感じかと考えています。全件調べること

は困難かと思いますので。

○副会長 それはそうですね。

○委員 あと、医療ですから、異常分娩など何かあったときのお産が問題ですね。転院が

3件だったということですが、出産機関上位に入っている中で、母子周産期センターは東

京医大だけですか。

○副参事 そうですね。

○委員 杉並区内には母子周産期センターはないということですか。

○参事 はい。第1回でお配りした資料にありましたが、練馬、世田谷、このラインには

ないということで、今度、練馬の順天堂が周産期連携病院の指定を受けたようです。

○委員 初めて聞きましたが、それは何ですか。

○参事 地域周産期医療センターの機能を補完するイメージのようです。要するに、周産

期医療センターを三次としたときに、二次の扱いというイメージですね。

○委員 総合と地域があって、さらに地域連携なのですね。

○参事 ＮＩＣＵまでは必須ではなくても、産科、小児科、麻酔科の医師がいて、24時間
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対応ということです。この付近だと、府中病院と立川病院が指定になっています。もとも

と東京都の二次救急をやっていて、さらに産科の連携がとれるところということで指定し

ているようです。

○会長 3ページ目の区内と区外で、異常、母親の状況とかありますけど、これ、多分、

検定したら、有意差はないでしょう。東京医大とかは別にして、医療水準は区内も区外も

一応同じであると思います。例えば③のところでも21件と13件と、それが出てきているの

かなと思います。区外に搬送されるのは、例えば、受け皿が区内で不足してやむなく転院

したとか、そういうケースなのでしょうか。消防では、どのような印象でしょうか。

○消防署職員 転院であっても救急車を使わなければならない転院と、そうでない転院も

あります。

○委員 民間を使っているのもありますね。

○消防署職員 救急車を使わなければいけない緊急の転院というのは、例えば、消防庁が

用意している保育器を使う必要がある転院などですが、そうすると、また分類の違いが多

少なりともあると思います。

○会長 これを見ると、医療レベル的には問題ないと思いますが。

○参事 もともとリスクの高い妊婦は、区外の適切な医療機関を選んでいる可能性が高い

ということだと思います。

○会長 そうかもしれませんね。

○委員 分娩時の異常の有無では、区内と区外で割合がだいぶ違いますが、それもあまり

有意差はないとみていいのでしょうか。

○会長 ここは、考える必要がありそうでしょうか。

○委員 あと、既往の有無のところはどうでしょう。ここら辺は差があるかなと感じます。

○会長 ええ、何かありそうですね。

あと、何か意見はありませんか。では、また、後ででも、全体を通して聞きたいと思い

ます。次に資料3の説明をお願いします。

(資料3説明)

○会長 資料3に関して、何か質問等ありますか。

○委員 初療にかかる比率は、杉並はそう多くないという見方でよろしいですか。

○副参事 小児救急などは、休日と夜間急病診療所の利用というところで見ると、1日平

均2～3名というところですが、東京衛生病院と河北総合病院もやっていますので、トータ
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ルして見ていただければと思います。ただ、こちらの下の実績は、平日夜間で絞り込んで

いませんので、休日も含まれています。こちらの方も利用はかなりあるということです。

○副会長 そうですね。資料3ですけど、休日（内科・小児科・軽易な外科）は医師会が

やっているところだけの数字ですね。

○副参事 そうですね。

○副会長 これに、休日は河北病院だとか衛生病院が入るわけですね。

○副参事 二次救急の実績は、後ほどまたお示ししますが、衛生、河北から上がってくる

のは小児になります。こちらは、内科の実績と小児科の実績が混在しているということに

なります。

○参事 この資料では、よその区も、どんな数字が上がっているのか余り実態がわからな

いのです。

○副会長 何か数字が少ないけれど、本来はもっと多いのではないかと思います。

○会長 中央区など、ほかより高いところの母数が違うのかもしれませんね。

あと、何か質問ありますか。よろしければ先に進めたいと思います。

では、資料4をお願いします。

○副参事 はい。続きまして、杉並区における東京都休日・全夜間診療事業の実績につい

てということで、こちらは東京都の事業ですが、医師会、各病院のご協力等をいただいて、

今回、把握させていただいたデータです。ご協力いただきありがとうございました。

この数字の中には、平日日中の通常診療時間中に受けた患者や救急車数を含んでいませ

んので、よろしくお願いいたします。

(資料4説明)

○会長 資料4に関して質問等ありますか。

自力受診が結構多いですね。杉並区内の救急搬送の同時対応能力というのは何件ぐらい

なのですか。

○消防署職員 限定することは不可能です。先般お話ししたように、東京消防庁の管轄区

域内の救急車は全部集まってきます。

○会長 全部集まるのですね。

○消防署職員 例えば、大きな災害があれば、限界はありますが、何十台でも利用可能と

いうことになります。

○委員 ただ、ほかに影響が出てしまうということです。
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○会長 そうですね。

○委員 集めようと思えば全部集められるけれども、基本的にはそういうことはしないわ

けです。多数傷病者の発生した事故を想定すると、10隊とか20隊集めても、1回搬送した

救急隊は一度返して、別の10隊を回すなどで対応しています。

○委員 救急の問題は、もちろん夜間休日だけではありませんが、夜間休日の問題の方が

大きいわけです。そうすると、休日・全夜間体制が参考になるわけですが、これを見ると、

内科・外科で満たしているようですが、実際に救急車の場合には科別選定をします。患者

の実数としては、内科は結構ありますけど、外科は多くなくて、実は脳外・整形がかなり

あると思います。頭を打っていれば必ず脳外になるし、四肢あるいは外傷の場合は整形選

定になりますね。脳外選定、整形選定だった場合に、休日及び夜間の杉並区で標榜してい

るところはどれぐらいありますか。ほとんどないのではないですか。

○参事 脳外はこのＡ病院だけだと思います。

○委員 しかも、電話したときに、今日は脳外がいないと言ったら、脳外もパスでしょう。

○副会長 いないと思います。

○委員 毎日はいないですよね。整形では、対応できるところがないということですか。

○副会長 時々、整形の医師が外科系として当直しているときはありますが、常時、整形

がいるところはないですね。

○副参事 樺島病院ができるかと思います。

○委員 整形は輪番でやって、樺島病院は整形の先生が多いので整形が主体ですけど、う

ちの病院でも、開放性骨折まではとります。

○委員 こうやってとっていただければいいのですが、多くは外科というと、今はもう、

骨折なんかとらないですね。

○委員 内科・外科という選定で病床を確保していますが、この自力・救急車の中には整

形も全部入っています。杉並で一番弱いのは脳外科で、我々も武蔵野日赤や杏林に送るケ

ースが多くて、時々、運がよければ河北病院がとってくれることがあります。

あと、我々の側から言うと、心筋梗塞や脳血管障害が増えていますが、血管性の急性疾

患をすぐにとってくれる病院が少なく、心臓疾患についても、荻窪病院が心臓外科と循環

器ができて心臓カテーテルも可能ということですが、やはり24時間365日ではなくて、と

れないときもあるという形になっているのです。本当は、二つの病院で対応できれば半分

ずつにしてもらえればいいのですが、両方とれない日もあれば、両方とれる日もあるとい



第 3回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会

８／１７

う形になって、アンバランスな状況です。

○委員 脳外ということだと、重症以上であれば、脳外科選定、救命センター選定をすれ

ばいいのですが、特に重症判断をしない中等症以下の脳外は二次選定になり、救命センタ

ーや脳外専門施設ではなく、でも脳外で診てくれる病院を探すことになるわけです。外科

の一部であると思って診ていただけるドクターがいればいいのですが、うちは脳外は診な

い、きょうは脳外ではないと言われたら、救急車はその時点でストップになります。その

場合、ずっと探すことになるわけですか。

○消防署職員 そうです。ただ、程度問題もありますし、当直のドクターのキャパもあり

ます。必ずしも頭を打っているから脳出血があるというわけでもありませんし、打撲で多

少腫脹があるからといって、必ず骨折があるわけでもありません。

○委員 そうおっしゃいますが、例えば、子供がブランコから落ちて、頭にたんこぶがあ

ったら外科でもいいにはずなのですが、そこで隊長が「脳外選定」とした場合は、必ず脳

外しか探さない。外科でもいいのに絶対外科を探さないですよね。「外科または脳外科」

という選定はないですよね。

○消防署職員 ええ。

○委員 最後まで脳外を探して、ずっと東京都の西の端や東の端まで行くということを東

京消防庁はやっていますよね。

○消防署職員 もう一つは、東京消防庁にある指導医の助言の制度がありますから、バイ

タルや症状とかを伝えて、そういう患者であればこういう選定科目でいいだろうという助

言をいただくこともあります。

○委員 僕も指導医で行っていますが、外科でもいいと僕らは言いますが、実際に多くの

場合、普通の腹部消化器外科のドクターが当直ですよね。当直は、頭はたんこぶだろうと

何だろうと診れない、それは脳外だよと言ったら、もう脳外しかなくなってしまうわけで

す。

○消防署職員 そのとおりですね。

○委員 この場合、杉並区で脳外を診る病院がなければ、二次であっても救急車はずっと

探し続けることになるわけですよね。

○委員 軽いのは診ていると思います。僕のときは、頭はＣＴを撮れるときは全部とって

います。

○委員 先生がいるときは診ていただけますけど、多くの病院のアルバイトの当直医は診



第 3回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会

９／１７

ないですね。

○委員 そうですね。ほかの実態は、僕にはわかりませんが、僕の病院に限って言えば、

二次救急で大丈夫だというケースについては診ています。

○委員 それは多分、杉並区内では、実態としてそれほど多くないと思います。

○委員 全体としては、脳外となると、自分は違うから診れないというのは多いですか。

○委員 意識レベルが落ちたりすると難しいのですが、それ以外は、最低限ＣＴを撮って

診察をするのは、二次というのは初療だと思っています。医者の経験年数にもよるのかも

しれません。

○委員 恐らく40歳以上ぐらいで外科系をやった人なら、大丈夫だと思いますが、40歳未

満で、今までいわゆる専門教育をされてきた人は、消化器系外科の人は、絶対、頭を診な

いと思います。経験によって非常に違うと思います。

○参事 脳外選定と脳卒中急性期医療機関というのは余り関係ないのですか。

○委員 もちろん、関係あります。

○参事 一応、河北病院はそれにはなっています。あとはマンパワーの問題で受け入れて

いないということでしょうか。

○委員 河北病院が、夜間を含む24時間、脳血管障害、頭部外傷全部など、少なくとも初

療は見れるという体制であれば、問題はありません。でも、そうではないと思います。

○参事 脳卒中急性期医療機関に登録されている場合は、できる体制があるということな

のかと思っていたのですが。

○委員 例えば、脳血管障害と頭部外傷を含めて、河北病院は常時受けてもらえる状況な

のですか。

○消防署職員 脳卒中につきましては、カレンダーの状況からは、そうなります。

○委員 いや、言いにくいので僕が言いますと、それは難しいですね。

○委員 難しいですよね。

○委員 やはり、実際に365日24時間のスタンスで診ているところはないと思います。七

つ病院がありますので、その中のどこかが診れるという体制はあるかもしれませんが、オ

ールマイティな一つの病院というのは、残念ながらありません。ずっとできないわけでも

ないし、かといって、365日24時間できるわけでもないという、そういう中間みたいな形

になっているという状況だと思います。

○消防署職員 脳卒中用のカレンダーでは指定になっています。そのカレンダーは、東京
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都福祉保健局から情報提供があって、それに従って病院選定をするという形になります。

連絡しても、重症患者を扱っている場合もあり、必ず大丈夫ということでもありません。

カレンダーに載っているときには、救急車はそのような形でのアプローチということにな

ります。

○参事 脳卒中急性期医療機関が何カ所位あると、カレンダーが区内で全部埋まるのでし

ょうか。それとも、そういう問題ではないのですか。1カ所でもたくさんの先生がいれば、

埋まるということでしょうか。

○消防署職員 福祉保健局からいただいているものなので、何とも言えません。

○委員 脳卒中急性期、特に、ｔ－ＰＡの問題だと思いますが、杉並区の場合は、どれぐ

らいカバーされているのですか。週に平均2回ぐらいは、という感じなのですか。

○消防署職員 毎日の設定ではありません。

○委員 もちろん、杉並区だけで独立する必要は全くありません。近隣の市区と一緒にな

って、そのエリア全体でネットワークができていれば何ら問題はないとは思いますが、そ

うなっているのでしょうか。

○消防署職員 多分、医療圏とかいろいろな部分で調整されているのだと思います。病院

は医療圏の中で幾つとか、Ｂを医療圏の中で幾つなどと振り分けられたものを私どもがい

ただいているのだと思います。

○参事 だれが調整しているのでしょうか。

○委員 先週から施行された改正消防法でも、責任は東京都になると思います。

○委員 杉並区ではＡ病院は河北病院ですが、Ｂ病院はあるのでしょうか。

○参事 Ｂ病院はありません。ｔ－ＰＡをやらないところですよね。

単純に、杉並区内の、急性期の脳血管疾患の医療機関はどのような状況かと言われたと

きに、急性期医療機関リストに載っている病院があるということが、一つの証になるのか

と思っていましたが、1カ所でもたくさんのスタッフがいて毎日やれるところもあれば、

週に2回ぐらいしか体制をとれないところもあるということが、初めてわかりました。

○委員 ネットワークのエリアをどのようにカバーしているのかわかりませんが、私の病

院で受け入れて、専門的な脳外科に転院搬送するというと、一番近いのが杏林大学病院に

なります。最近ですと順天堂の練馬病院が、処置後に問題なければまた戻してもよければ

ということでとっていただけます。その範囲を超えると、武蔵野日赤の方に範囲を広げて

探していくということになります。その中で河北病院が時々とってくれるという状況が実
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情だと思います。もちろん、新宿に近い側だと、東京医大とか慶應病院とか国立国際医療

センターなどの方で探されることになるのでしょう。

○会長 ほか、何かありませんか。

○参事 この中で特徴的なのは、Ｇ病院が区の南部地区に唯一ある病院です。入院を要し

ないような方が結構、あの辺の夜間の初療みたいなイメージで行かれているのかもしれま

せんが、整形だからそれなりに救急車は入っているようです。

○会長 資料の8の修正版ですね。資料8修正版について、何か説明はありますか。

○副参事 こちらは、今お話に出ましたＧ病院が前回の資料から追加されたところで、整

形外科を特徴としている病院ですが、大分いろいろな患者さんをお受けするとおっしゃっ

ていました。診療科は内科・外科で、二次救急専用病床として3床用意していますが、救

急車受け入れ台数が月間80件、救急自力来院数100件ということで、やはり初療のような

形で利用される方が多いのかもしれません。

今後の将来構想としては、近々2床増床予定ということで、周辺に用地確保ができれば、

さらに病床の拡大を図りたいともおっしゃっていました。

○会長 モンスターペイシェントやコンビニ受診的なものがあるなど、利用側の問題もあ

りますね。

○副参事 救急医療の二次と三次との関係などで、もっとうまく連携がとれるといいとい

うこともおっしゃっていました。

また、七つの二次救急がありますので、そちらへの支援が重要ではないかという意見も

ありました。

○会長 では、一般病院の説明もお願いします。

○副参事 それでは、資料5についてご説明いたします。杉並区内の一般病院を回らせて

いただき、いろいろなお話を聞いてきました。

Ｈ病院は高齢者医療（脳血管疾患回復期リハ・脳ドック・物忘れ外来）を特徴としてお

り、介護入所施設を併設しています。Ｉ病院は終末期医療ということで、ホスピスを持っ

ております。また、こちらも老人保健施設を1カ所併設しております。Ｊ病院は慢性期と

終末期医療ということで、長期療養と看取りが可能ということです。Ｋ病院は河北総合病

院の脳卒中センターとの連携により、発症早期の回復期リハビリテーションを行っている

病院です。Ｌ病院は慢性期、維持期のリハビリテーション。Ｍ病院は急性期後の回復期リ

ハビリテーションというところを特徴としております。
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Ｎ病院は、がん医療にかなり注力しており、緩和ケア、在宅医療というところで頑張っ

ている病院です。クリニックと訪問看護ステーションを1カ所併設しています。Ｏ病院は

救急告示病院ということで、初期救急に対応していただいています。終末期医療、看取り

も可能ということで、人工透析で地域医療に貢献している病院です。

今後高めたい機能・増床改築等の計画というところでは、Ｈ病院が、四、五年先に、改

築と合わせて、病床転換、老人保健施設の新設を検討しているということです。

また、現在、医師、看護師等の医療スタッフを確保するのに大変であると、多くの病院

から聞かせていただきました。特に最近は、あっせん業者を介して人材確保せざるを得な

い状況で、仲介手数料が経営を圧迫しているとおっしゃっていました。

○会長 資料5、あるいは先ほどの資料8に関して、何か質問等ありますか。

これで、本日の資料についてひと通り終わりました。この検討会はあと3回ぐらいです

ので、そろそろ課題を列記して、その解決方策に入らなくてはいけないと思います。どん

なことでも結構ですので、本日の話題に関して、杉並の医療体制の問題をあげていただけ

ればと思います。それからまた、その解決方策をこれからの3回ぐらいで練っていきたい

と思います。どんなご意見でも結構ですが、いかがですか。

○委員 資料1に関連してですが、外来の区内受診率が6割、3分の2に対して、入院が3分

の1というのはかなり差異があり、外来に係る施設はあるけれど入院に係る施設は区内に

は少ないように読めますが、一般的にはこれだけ開くものなのでしょうか。

○会長 五十二、三万の人口でこれだけ開くことはあまりないと思います。ある意味では、

どこかの田舎の都道府県の医療圏以上ですからね。

○委員 そうすると、入院医療施設や入院行動を見て、他の地域へ出ていると読んでよろ

しいですか。

○会長 私はそうかなと思います。医療資源としては充足していると思うので、何か別の

志向性があって、新宿とか文京区のあたりへ行っているのかとも思いました。

○委員 そこは大事なところで、量的にも質的にも十分あるけれど、たまたま好みで区外

へ行っているのならいいのですが、量的にも質的にも入院施設が不足しているのであれば、

やはり問題ではないか。そこは区別されるべきだと思います。

○会長 そうですね。そちらの方は、医療機能情報提供制度のデータがありますから、供

給量はわかりますが、医療の質のあたりをはかるのが難しいですね。

○委員 第1回のときに人口当たりの病床数の一覧出されましたが、かなりの病床数を長
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期療養型の病院がとっているとすると、かかりたいときにかかれる施設が都内に十分なだ

けあるかというのを、確認する必要があると思います。はっきり言って足りないのではな

いかと思います。

○参事 区外へ入院されている人の理由が、好みで行っている場合と、区内で医療ニーズ

を満たすような専門的な医療機能がなくて行っているのと、峻別可能かどうかということ

なのですが。

○委員 十数年前に救急からいただいた資料では、区外に出ている人のほとんどは軽症者

です。救急車の入院で外に出てしまうことについて言えば、軽症者が多いということは以

前からの傾向としてありますので、手に負えないから外へ出ているということはないと思

います。

○会長 このあたりは少し、質なのか、量なのか、志向性なのか、もう一回私の方で検討

してみます。

○参事 何か特定の疾患だけにそういう傾向が出れば、そういう機能の状況がわかりやす

いのですが。

○会長 がんとかでしたら、待機的なことができるから、ほかの医療圏に出ていっても当

然かと思います。ほかの疾患は見ていませんけど、それが同じような傾向だったら、何ら

かの理由があるような感じがしますね。

他にいかがですか。

○消防署職員 今、立川の駅ナカで、クリニックが開設されています。よく歯医者で休日

にやったり、診療時間を延長したり、始まりを遅くしてというようなアプローチをされて

いると思います。先ほどの資料で、コンビニ受診が医療機関側を苦しめているということ

ですが、ニーズがあって、ある程度キャパとしてとれるならば、そういうアプローチの仕

方もあるのかなと思いました。

○会長 はい。ありがとうございます。

○委員 結構遅くまでやっている小児科も少数ですがあります。そこはいつもいっぱいな

のですが、そこまでやるかどうかというのは、それぞれの医者の判断になります。

○副会長 そうですね。

○委員 そういうニーズはあると思います。

会社に勤められている方は日中働いて夜帰ってくるということなので、時間は8時まで

やられる先生もいたりします。
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さきほどの入院に関して言うと、比較的待機的な病気については、区外のかかりつけの

病院にかかっている方が結構いるという話はよく聞いて、その傾向は非常に強いですね。

やはり病気が違っても代々そこの病院にかかっているという方もいらっしゃいます。そう

いう傾向は、杉並は強いのではないかと思います。

○会長 あと、補足ですが、先ほどの患者の流れですが、うちの大学の准教授に協力いた

だいて、ＤＰＣデータと患者調査から、どういう流れになっているかというのを、今見て

いるところなのです。やはり杉並の医療を語るときには、患者の流れがどうなるかという

のは、一つ、鍵になると思います。

あと、何か意見ありませんか。

○委員 先ほど他の委員がおっしゃいましたが、区内での入院が3割、4割弱で、資料5で

見ると一般病院の病床稼働率が大体95％を超しているとなると、ニーズに対して施設が少

ないという印象を受けました。次回に国保データの分析結果もでるということなので、そ

こら辺も見た方がいいかなと思います。

もう一つは、医療機能は、区内だけで全部完結というのはコストもかかるし、もう少し

考えた方がいいと思います。不足する機能をうまく整備して、あとは連携の中でやって、

という考えがいいと思います。何でも揃えようとすると非効率という感じがします。

○会長 西と南の方の医療圏にかかっている方も多いのですが、もともとの整備の方針が

同一の医療圏ですからね。そこで言うと、患者の流れを無視したような政策や事業が展開

される可能性が出てくるわけです。

○委員 そうなのです。国なども医療圏単位でいろいろ考えているのですが、境としては

違うわけですね。

○会長 本当は、東京みたいな大都市は、医療圏という定義は要らないのではないでしょ

うか。

○委員 そうですね。違う発想があっていいと思います。

今のところそういう現状があるので、見るときにはやはり医療圏に限らず、隣接してい

るあたりまで視野にいれないと、まずいかもしれません。

○会長 そうですね。

○委員 この救急病院以外の九十数％というのは、みんな救急で診た後の受け入れ先なの

です。

○委員 そうですね、連携先となりますね。
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○委員 私どものところでも、お年寄りで骨折の手術をした人は、もう2週間、3週間とい

う入院期間が決まっていますので、1カ月以上かかりそうな人はリハビリの病院に移動す

ることになります。そうすると順番待ちで、救急病院で転院を待っているのです。

予定入院があればいいんですけど、急性期の病院は予定入院というのがないものですか

ら、結構むらがあるのです。空いているときと満床のときが両極端になってしまって、安

定した経営ができないという状況になっているので、内科単独でやっているところは、み

んな一般病院ではやれなくなって、療養型に転換をしつつ、だんだん療養型だけになって

いってしまい、急性期の病院がなくなっているという状況なのです。

逆に、稼働が九十数％であっても、そこの先生方に聞くと、経営状態は厳しいと答えま

す。そうなると、あとは支出の合理化と人件費の合理化以外にはないということになりま

すので、ぎりぎりの採算でやっているという状況になるのだろうと思います。

○委員 病院としてはなるべく稼働率を上げ、ベッドを余らせないようにしたいはずです。

ホテルや飛行機で言えば、部屋が全部埋まり、席が全部埋まればいいに決まっています。

ところが一方で、ホテルや飛行機と我々が違うのは、ホテルや飛行機はいっぱいなら断れ

ばいいのですが、保健医療をやっている以上は、いっぱいだからだめですというのは、少

なくとも地域では絶対許されないことで、いかなる状況にあっても、一定の割合で発生す

る可能性のあるものに対して、常に1割、2割、3割でもベッドを空けておかなければいけ

ません。矛盾したことを同時にやっているのが保健医療ですよね。

損益分岐点がかなり低くて、例えば、85％の稼働率でも採算が合うという体力を持って

いれば、それ以上だとやっていけるわけです。85％でいける病院ができればいいのですが、

今の医療保険では85％で採算が合う病院なんてあり得ません。うちの病院でも現在、多分

94％ぐらいで、ぎりぎりです。それを割ると赤字になるという状況でやっています。でも、

95％を超えると、逆に患者さんが入れないという状況になります。そこは、もう、病院自

身のぜい肉を落とすか、あるいは、東京都がやっている休日・全夜間の3床確保のように

政策的配慮をしていただいて、政策的にベッド空けておいてもいいということにしないと、

急性期は多分やっていけないですね。

○会長 そうですね。土地単価、人件費も高いですからね。それが同一の診療報酬では、

やはり無理が出ますね。

○参事 ベッドの利用率が95％というのは、5％の病床は空いているということなのです

か。



第 3回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会

１６／１７

○委員 ほとんど空いていないということですね。

○委員 計算して数字を出してくればそうなるという意味で、100床のベッドでいつも5ベ

ッド空いているというのは、全く現実的にはあり得ません。男性と女性は一緒にならない

とか、患者さんの重症度などにも影響されるので、95％の場合はほとんど新規の入院は難

しいですね。

○参事 では、95％というのはほとんど限界ということでしょうか。

○委員 限界というか、現実的にもう、いっぱいという感じになっています。

○委員 この100％の病院というのは、うちがそこに転院をお願いするときには、手術し

て1週間目に、もうお願いしておくのです。それで、3週間後ぐらいに、やっと声がかかっ

て転院できるという状況です。事務的にそういうふうにやると100％なりますが、そうで

なければ100などという数値はまずあり得ないですね。

○委員 ホテルや飛行機場合は、一部オーバーブッキングをやっていますよね。部屋数以

上に予約をとって、でも来ない人もいるだろうという操作をやるから、ああいうことにな

ります。ところが、医療ではオーバーブッキングというわけにはいかないので、少し状況

が厳し過ぎると思いますね。

○副参事 このＭ病院は、二次、三次との連携というところで、病床確保を自分たちの課

題と考えているということで、調整体制をかなり工夫されているという感じでお話されて

いました。

○副会長 消防署から見て、杉並区の医療体制とほかの区の医療体制と比べてみて、特に

搬送などの際に困るなどの例はあるのでしょうか。

○委員 新宿、池袋、文京などと比べると、救急の件数は少ないですね。

ただ、苦労している例はゼロではなくて、長いときは1時間ぐらい待機しているという

ような部分があります。特に、精神とか、あるいはアルコールとか薬、それに類する軽度

のものはなかなかとってもらえない状況です。

○副会長 他区では、杉並よりもとってくれるのですか。

○委員 いいえ、1カ月間のこの報告を見ているとやはり杉並は少ないと思います。

○副会長 そういう対象者が少ないということですか。

○委員 はい。杉並区の、特に荻窪管内は、救急件数がぐっと低くなっているのです。

○委員 少ないのはそれでいいことなのですが、問題は、重症者があふれて困るというよ

りも、重症ではないけど収容の難しい患者が消防機関の負担になっているのです。そうい
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う患者さんが、杉並区は少ないですよね。やはり山の手の住宅地区で、新宿とか吉祥寺と

か池袋みたいな物すごく大きな盛り場もないので、ああいう非常に難しい状況は避けられ

ている分、消防の負担は少ないかもしれません。

○委員 路上で寝ている人もいませんよね、杉並区は。

○参事 50人ぐらいですね。

○委員 少ないですよ、50人は。

杉並区は、いわゆる福祉も絡む難しい患者さんの問題は少ないのは確かだと思います。

でも、一方で高齢化も進んでいて、人口規模に対して、医療機関の総数からいうと追いつ

いていかない。高齢になれば疾病率が上がってきて、家で診れない場合、それを十分受け

入れる余地があるかというと、地価も高くて、ベッドを増やすわけにもいかない。ベッド

を増やしても、採算が合うような医療体制になっていないというところで、急性期は何と

かやっても、その次をどこに行くのかということに関して、かなり厳しいことになってい

ます。これは杉並だけではありませんが。

ただ、決して楽ではないですけど、社会的問題のある人は比較的少ないので、そこだけ

は慰めかなぐらいの感じはします。

○参事 いくら自分の好みで行っているにしても、離れた病院に行って、在宅医療に戻る

ときのつなぎの面では、難しいのではないかと思うのですが。

○委員 それは非常に難しいですね。

○参事 そこは少し、今後やらなくてはいけないのかなという感じはしています。

○会長 ほかに何か意見ありませんか。

なければ、事務局から、連絡事項などはありますか。

○副参事 次回の日程ですが、12月9日に第4回を、1月13日に第5回を開催したいと考えて

おります。いずれも時間は午後７時からとさせていただきたいと思います。

○会長 では、本日いただいた杉並の医療の課題については、また、事務局と私で調整し

て、皆様に提示していきたいと思います。

本日は、これで終了したいと思います。遅くまでありがとうございました。


