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配布資料 資料 1 レセプトデータから見る杉並区民の受療動向

資料 2 医療機能情報提供制度データから見た医療資源などの状況

資料 3 地域包括ケア検討会（在宅医療検討会）中間報告案（抜粋）

資料 4 調査検討委員会・論点整理（案）

資料 5 平均在院日数の状況

会議次第 1 開会

2 議事

(1)レセプトデータから見る杉並区民の受療動向について

(2)医療機能情報提供制度データに基づく医療資源の分析について

(3)杉並区における在宅医療体制について

(4)杉並区の地域医療体制における課題について

(5)その他

3 閉会
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○会長 ただいまから第4回検討会を開催いたします。今日、議題は主に四つありますが、

適宜、事務局より説明を受けて、質疑応答や議論をしたいと思います。

それでは、事務局の説明をお願いします。

○副参事 （配布資料の確認、前回会議録の確認）

それでは、会長から、資料1の説明をお願いいたします。

○会長 資料1-1は、前回も少しお示ししましたが、居住地区別にどこの医療機関を受診

しているかというものです。まず、外来ですが、杉並区内で65％の方が完結しています。

また、同じ医療圏が13％ですが、同じような比率で隣接自治体にも外来受診の流れができ

ています。

国でも東京都でも、医療圏の中で患者の流れを形成していくのが原則ですが、この資料

を見ると、同一医療圏とは違う方向で流れるルートも確認できると思います。

続いて、資料1-2は入院ですが、杉並区内が32％、同一医療圏が18％、隣接自治体が

19％です。具体的にどういうところへ流れているかということを、後でお示しします。

入院は、32％は区内で完結していますが、残りの68％は他のところに流れています。同

一医療圏に行くのが国の思惑ですが、同一医療圏を超えた、ほかのところに流れるケース

が多いということがわかります。ただ、他道府県の数値は、例えば息子を頼って北海道に

行っているというケースもあると思いますので、余り参考にならないと思います。入院に

関しては、もっと多摩が多いかと思ったのですが、それほど多くないという結果になって

います。

次の資料1-3は、年齢構成別の受診地区の状況です。

入院を見ていくと、0～6歳で39％ぐらいが杉並区内を入院先としています。7～15歳に

なると、杉並の比率が下がり、むしろ隣接自治体が伸びています。それから、16～64歳、

65～74歳も杉並区内で入院しているのは20％前後ということで、杉並区外を入院先として

いる選択肢も多いわけです。75歳以上になると、40％近くが杉並区内の医療施設を入院先

に選んでおり、あとは大体同じような割合で、ほかの地域の施設を選んでいます。

資料1-4は、外来と入院の受診先の、上位50位をとっています。病院に関しては、圧倒

的に区西部医療圏の中で、大学病院を抱えている新宿区の病床が非常に多いので、医療圏

の中ではそちらの方に流れる傾向が強いような感じです。

次に、資料1-5ですが、阿佐谷北から和田まで地区別に、外来受診者の受診先がどの医

療機関が多いかということを出しています。大体同じような傾向で、同一医療圏あるいは
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隣接する自治体に立地する医療機関に流れる傾向があると思います。

資料1-6で、入院も同じように、居住地別に、上位20位までをとっていますが、外来と

同様、杉並区あるいは同一医療圏の施設、それから隣接自治体の医療施設に流れていると

いう傾向だと思います。

それから資料1-7では、年齢階級別に上位20位までの受診地を、外来・入院、それぞれ

示しています。今後、疾病との関係を分析して、また結果を報告したいと思います。

資料1に関しては、レセプトデータから見ると、こういう状況になっています。

何か質問ありますか。

○委員 おっしゃるとおり、多摩地域の入院については、イメージしていたより少ないで

すね。区内あるいは医療圏の中で、賄えているということでしょうか。

○会長 はい。多摩地域には意外に行っていないのです。

○参事 区内の入院が3割しかないことは、問題ではないかという見方ができるわけです

が、一方で、あまり遠いところにも行っていないという、微妙な結果ですね。

○会長 隣接地域であれば、区外と区内を分ける意味もないと思います。むしろ杉並区内

の医療機関にかかる方が遠いかもしれません。だから、医療圏という分け方で医療を語り

にくくなっていますね。

○委員 資料1-3の下の入院のところで、7～15歳というのは、件数が少ないから特異なデ

ータという感じでしょうか。

○会長 そうですね。少し誤差は出てくると思います。

ただ、杉並区の外来と入院の特性は、ある程度見えてきたと思います。今まで救急の議

論をしてきましたが、一般的な医療に関しても特性があるのではないかと思います。それ

から、今回は間に合わなかったのですが、4疾病の状況に関してはＤＰＣデータで、ここ

の区西部医療圏の患者がどこの医療圏を受診しているかを出したいと思います。

○参事 東京都の医療計画では、二次医療圏内での入院完結率はどのぐらいと見ているの

でしょうか。

○会長 そのデータはありません。

ないので、私どもが都の依頼を受けて、この前出しました。それを区市町村レベルに落

として、杉並区とその周辺を今やっていると思います。

○参事 他の自治体に比べて、杉並区民は区外で入院しなければいけない状況が多いとい

うことがあれば、一つ問題だと言えるかと思うのですが、今これだけ見ると、何か問題な
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のかどうかというのがよくわかりません。

○会長 もしそれを見るとしたら、ＤＰＣデータではそこまではできないので、同じやり

方で他の区市町村もやって比較するしかないと思います。だから、この数字をどう見るか

という議論があると思います。

資料1に関して、もしほかに切り口とか、分析の仕方のご提案とか、あるいは全体を通

じて何か質問とか意見があればお願いします。

○参事 外来件数が一番多いのが大学病院というのは、自然なのでしょうか。

○会長 うちでも、紹介がなければ、今は5,000円とります。それでも来る人は来ると思

います。

○委員 3月の外来だと、花粉症がすごく多い時期ですね。

○会長 そうですね。その影響もあるかもしれません。

個別に見ると、診療所の先生方はやはり頑張っておられるというか、すごく多い患者さ

んをこなしているところも、区内には至るところにありました。具体的に集中しているよ

うな感じのところもあります。

もしよろしければ、次に進んで、また後で議論したいと思います。

資料2は、各都道府県が公表を義務づけられている医療機能情報提供制度のデータで見

たものです。ただ、回収率の問題があり、労力の割には得るところが少ないということが

わかりました。医療機能情報提供制度というのは、住民がわかりやすく医療機関の情報を

得るとの趣旨で始まりましたが、一般の人がこれを利用するのは、まず無理です。

併せて資料5で分析すると、医療圏ごとに見ていくと、一般病床が療養病床的な機能を

果たしている医療圏があります。例えば、文京区や中央区の区中央医療圏は在院日数の広

がりは、そんなに幅はなく、むしろ狭いのですが、それが区南部とか練馬とかでは在院日

数の幅が広がってきて、平均値が上がってくるのです。そういうところは多分、療養病床

が少ないから出せずに埋まっている。渋々かも知れませんし、経営を圧迫するかもしれま

せんが、一般のところで面倒を見て、亜急性期というか、準療養病床化しているような状

況の推測が、医療機能情報提供制度からできました。

これまでのところで、もし質問があれば伺いたいと思います。医療の実態の報告みたい

なことになっていますが。

○参事 そうですね。あとはこの地域別での状況がどうなのかというのは、事務局で改め

て特徴的なところがあればお知らせをするということでいかがでしょうか。
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○会長 はい。では、資料3の説明をお願いします。

○参事 （資料3説明）

この資料は、昨年、区と杉並区医師会とで、在宅医療の問題を今後進めていくのにどう

したらいいかということで地域包括ケア検討会を開き、中間報告までまとめたものです。

特に、今回、救急のことも含めて病院中心に議論してきているわけですが、いわゆる在

宅医療のことについても、全体の提言の中では少し考えていただいた方がいいかと思い、

今回ご紹介させていただきました。

何か補足があればお願いします。

○委員 この具体的な取り組み案の三つの項目に関しては、医師会としても必要性を十分

認識しており、(1)の「在宅医療相談・調整窓口の設置」については、医師会が経営して

いる訪問看護ステーションでやってくれないか、という話が区からありましたが、そこは

現在でも忙しくてそれだけの余裕はなく、区内・区外を限らず、いろいろな病院からの患

者を紹介するということは難しい問題も出てくるということで、医師会としては区の責任

で区民サービスとしてこういう事業をやり、医師会が専門的な立場でいろいろな情報を提

供するような形で、窓口を設置されたらいいのではと考えています。

それから、後方支援病床は、区内の病院に、在宅患者が急変した場合には受け入れてく

ださいということでお願いしても、リアルタイムでの受け入れは難しいので、区の予算で

病床を何床か確保していただき、在宅患者が急変あるいは肺炎の疑いなどの場合にその病

院に受け入れてもらえるようにしていただければ、もう少しうまくいくのではないかと考

えており、ぜひこれは早急にお願いしたいという要望が医師会としてあります。

(3)に関しては、異論はないので、協力しながら具体化していくということでいいと思

います。というのが医師会の考え方です。

○参事 区外に入院している人が、完治して戻るというわけではなく、やはり在宅医療が

必要になってくると思うので、これだけ区外の入院率が高いのであれば、ここもきちんと

やる必要はあるだろうと思っています。

○会長 救急の場合も一緒だと思いますが、医療だけでなく、福祉的な背景の解決も医療

機関で対応するとなると、医療機関も大変かもしれません。

○参事 福祉的なというのは、どういうことでしょうか。

○会長 例えば生活保護や独居など、医療を取り巻く周りの福祉的な要素があるので、こ

れは(1)の相談体制とも絡むと思いますが。介護も含めて福祉的な問題の解決を考えてお
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かないと、医療だけでは解決の手段にならないかもしれません。

○参事 入院して、退院時に介護が必要になる場合などは、入院中から調査に入って、退

院と同時に介護保険を適用できるようにということは、それなりに連携ができていると思

います。それでも、遠い病院だと、余りできないかもしれません。

○委員 医師会の立場からすれば、平時のときは患者さんを紹介することはそんなに難し

いことではなくてお願いしやすいのですが、救急患者や、時間外・休日などの場合の救急

であるとか、通常の診療時の救急であるとか、時間の余裕のないときに受け入れていただ

ける病院がないことが昔から問題になって、今、それが楽になっているということはない

ですね。病診連携でもいろいろやっていますが、救急の場合には受け入れてもらうのに苦

労するというのが現実で、杉並区の中に病院が新しくできて、そういう場合に受け入れて

いただけるような状況になれば、医師会としても非常に助かると思っています。

○会長 今回の報告書の中で、資料3の内容についても、触れていくようでしょうか。

○参事 そうですね。病院が無くて区外へ出ているのだから病院をつくった方がいい、と

いう話もあるでしょうし、高齢者の救急が多いという現状から考えれば、もう少し円滑な

在宅医療に結びつくような仕組みを考えるということもあるでしょう。

○会長 高齢者は増えています。救急搬送は全体としてはこの数年減っていますが、高齢

者だけは横ばいか、やや増えているような傾向です。

○参事 その中には、本当に救急の場合もあるし、ちょっと熱が出たとか、そのぐらいで

も在宅で生活できなくなったという場合もあるのでしょう。

○委員 区内の入院が32％ということで、7割ぐらいが区外に行っているわけですね。7割

全部、区内で収容できるだけのベッド数はありますか。

○参事 恐らく、ないでしょう。区内一般病床数が1,300ぐらいですかね。

○会長 7割が妥当かどうかはわかりませんが、疾患とか主治医との関係とかを考えたら、

ある一定の割合で区外へ流れ出すのは仕方ないと思います。

○参事 今、隣接自治体に行っているだけで1,052人、その他特別区が700で、1,700人い

るわけです。この医療圏の余裕病床は160床ぐらいですから、それ全部が杉並区でできた

としても、そんなに大きく構成は変わらないと思います。そういう前提の中で地域の医療

体制を考えないとまずいだろうということです。

○会長 そろそろ報告書のまとめの話というか方向づけをしていかないといけないと思い

ます。今揃っていない資料もありますが、4疾病あるいは5事業も含めたような形で杉並区
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の医療の過不足を見ていくということと、あとは、特に高齢者の医療の延長と入院の実態

とかを考えて、資料3につながってくると思いますが、そういうものを含めた報告書の構

成を考えたらよろしいでしょうか。

一つの論点としては救急医療の問題と、それから、入院が特に絡む高齢者の問題と、そ

の後のフォロー。医療に入って、今度、出口の議論を、受け皿をどうするかという議論に

なると思いますけど。大体そういうイメージでよろしいですか。

○委員 以前から議論している中で、入院の場合は3割が区内で、それ以外は外へ出てい

るという実態はよくわかりますが、本当にそれでいいのかということの議論が、まだ、あ

まりここでは進んでいないと思います。医療は非常に生活に近い話ですから、杉並で3割

しか完結していないということに関して、それでいいか悪いか、よくないのであれば目標

をどうすべきかということを、少しここで議論しておく必要があると思います。

○会長 そうですね。

今ご指摘いただいた点に関して、いかがですか。病院をつくるという議論にも、160床

では集めても無理なので、システム自体を考えていかないといけないと思いますが、その

前に、外部に流れているのが高いか、低いかという議論があると思います。

○参事 よく言われるのが、区外の病院に入院したときに、家族も看護や見舞いが大変だ

ということです。ですから、できるだけ区内にとか、近くにという希望があることは確か

だと思いますが、そのときに2週間で退院してくる病院が近くにあった方がいいのか、そ

の後何カ月も入院する病院が近くにあった方がいいのかというのは、かなり難しい問題だ

という気はします。

○委員 医療というものを、母子分娩とか救急とか癌とか、ここで幾つか切り分けていま

すけど、それぞれ、みんな重みというか意味が違うわけです。例えば築地のがんセンター

には全国から来ているわけです。それからいうと、ここから築地へ行くのは大して遠いわ

けではないので、杉並区内にがんセンターが必要かどうかというのは、恐らく、それほど

必要度は高くないと思います。もっと、身近な、専門性は高くないけれども、もっとアク

セスもしやすい病院なり医療環境があった方がいいだろう、ということになるだろうと思

います。救急にしても、三次に関しては、ネットワークでがっちり組んでしまえばいいの

ですが、二次に関しては逆にかなり弱い状況です。この前から、かなり頑張っているとい

うお話はあり、その頑張りは認めますが、現実的に、消防からの話でわかるように、結構、

搬送上困ることが生じているということは、やはり身近な医療の供給に関して十分かどう
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かというと、ちょっと疑問があるという感じもします。

○参事 だから、望ましいものの優先順位からいうと、二次だということでしょうか。

○委員 例えば、救急だと二次だと思います。

○委員 開業して患者さんを診ている側からすれば、区内の病院に送る場合もありますし、

新宿区の病院に送る場合もあります。だけど、それはやはり、病気の質だとか、その方の

経済状況だとか、そういうことを考えて送り分けしていますが、患者さんから区内に病院

が欲しいということを余り聞いたことがありません。区内に入院できるようなところが欲

しいというのは余り聞いたことがなくて、区外に行っている方もそれぞれ満足されて行っ

ているのではないかと、感じとしてはそう思います。

○委員 病院が近くにあればあるにこしたことはないとは思いますが、例えば、入院のデ

ータなどを見ると、隣接区域まで入れると7割をカバーしています。そうすると、意外と

対応できているかなという気がします。ほかの地域の状況も一度調べてみた方がいいと思

いますが、可能なのでしょうか。

○参事 いや、これはレセプトを使わないと、無理だと思います。

○委員 そうですね。こういう調べ方はできないでしょうね。

○参事 でも、医療圏を設定するときに、別の切り方をしていれば入っていたかもしれな

い自治体だと思えば、隣接で済めばいいというのは、確かに思います。

○委員 杉並でも、練馬に近いところもあれば、中野に近いところもあれば、いろいろで

す。例えば、杉並の東の方で、中野区にある東京警察病院が便利で近ければ、そのこと自

体は問題ありません。患者さんも家族の方も満足していますよね。ただ、三次救急を受け

入れる方はいいのですが、受け入れた患者さんが少し落ちついたので自宅近くに移しまし

ょうといったときに、返す先が杉並区にはありません。要するに、一方通行になってしま

っています。

○参事 それを探す作業というのは先生方が直接やられるのですか。

○委員 メディカルソーシャルワーカーなども入れますが、物すごく時間がかかってしま

います。そうすると、2週間という厚生省の縛りの中で、救命センターがとまってしまう

ので、医者がずっと電話をかけまくっています。救命センターにおいては、医者の仕事の

3分の1は病院探しなのです。救命センターの医者は、出口がなくてとても苦労しています。

○参事 そうすると、もし受けた患者で、出口のある地域の患者だったらいいけども、杉

並区民を受けてしまうと後が大変だ、みたいなことになるのでしょうか。
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○委員 いや、杉並は受けないとか、そういう話ではありませんが、現実的に、例えば、

家族の方はどこか近くにないですかとおっしゃいます。例えば、杉並から来た患者さんを、

西東京ぐらいならまだいいのですが、清瀬の病院を紹介すると、とてもだめですと言われ

てしまいます。やはり、医療支援が十分かという点では、僕らから見ると、そうは思えな

い感じがすると思います。

○参事 そうすると、亜急性期みたいなイメージなのでしょうか。

○委員 ええ、そうですね。

それから、かつてはそれでも入れたらよかったのですが、最近は、どの規模の病院でも、

平均在院日数の縛りがすごくきつくて、ずっといるということが難しいですよね。ですか

ら、じわじわ締めつけられているというところがあります。

○参事 シンボルとしての救命救急センターがないとか、大学病院がないと言っている方

もいらっしゃいますが、実際はそうではなくて、亜急性期や慢性期が必要ということです

か。

○委員 多分、現実的にはそちらの方が大事だと思います。

○参事 そうだとすれば、提言としてそういうふうに言っていただくことが大事だと思い

ます。

○委員 東京において言えば、23区には大きな大学病院がいっぱいあり、そこにアクセス

することはそんなに難しくなくて、順天だって、医科歯科だって、東大だって、行きたい

ところへ行けるわけです。大学病院がないということを、皆さんは余り考えていないので

はないかと思うのです。言う人はいるかもしれないけど、本当にそんな感じには思ってい

ないのではないでしょうか。

少なくとも、大学病院の分院などはともかくとして、本当の大学病院を都市部の真ん中

に誘致するということはほとんど不可能で、全く現実性がない。東京大学でさえ、立川に

持っていくことは不可能だったのです。

あと、あまり話を広げないのはわかりますが、例えば、精神とか結核とか感染症という

ことに関しては、あまり議論しなくてよろしいでしょうか。

○参事 精神は悩ましいのですが、でも、そこを議論して行くと、とても区ができる範囲

ではないなという気がしています。

○会長 精神については、国の精神保健課が医療計画の10本目の柱に入れるように、今、

調整しています。
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○委員 言っても相変わらず、何も動いていませんが。感染症はどうですか。

○参事 感染症はあまり件数が多いわけではないから大きな問題になっていませんが、い

わゆる指定医療機関がなくて国際医療センターまで行く必要があるなど、問題はあります

ね。

○委員 感染症は、伝染病予防法が感染症予防法に変わった後、ＳＡＲＳが起こって、今

度は新型インフルエンザですよね。とても身近な問題で、ラッサ病棟が国立にあればいい

というようなレベルとは全然違う話が現実起きています。今回のインフルエンザでも、保

健所が動かないから、現場のクリニックとか診療所は問い合わせがダイレクトに来て非常

に困っています。

○参事 都の保健所と杉並区の保健所とのスタンスが違うかもしれません。

○委員 ええ、保健所の問題もあると思います。

あるいは、災害医療の話も必要かもしれませんが、そこまで行くと、話が広がり過ぎる

かも知れません。

○参事 そうですね。災害医療でいうと、災害拠点病院が1病院しかないということは明

らかなのですが。

○委員 人口からいうと、もっとあってもいいわけです。そうすると、それは災害が起き

ないからいいとは言えない問題だと思います。

○会長 災害医療の面では、病院から拠点病院に搬送する時間でいえば、環七沿いが空白

地帯です。

○参事 災害拠点病院の要件を満たすような病院があった方が望ましいということは言え

るかもしれませんが、東京都が被害想定を見直さないと、今の病院から数は増えません。

○会長 70ぐらいありますよね。

○参事 東京都全体で70です。

○委員 災害で典型的なのは地震ですが、東京では、発災時に病院間で搬送できる状況で

はありません。とにかく一番近くのところでまず急性期を、何とか生き延びていただく以

外に方法はなく、新宿の病院に搬送するということは絶対あり得ないと僕らは思っていま

す。道路は完全に麻痺しますから、消防も対応できないと思います。

○会長 救急車の台数からして無理ですよね。要請に応えられないですね。

○参事 23区全滅するということはなく、4～5区が大変な状況になるというのが被害想定

で、なるべく被害の少ない地域へ運び出すという計画になっています。
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○委員 それは多分、現実的には動かないですね。でも、我々は生き延びなければいけな

いですから。

○参事 そういう意味では、災害拠点病院は本当にあった方が望ましいという、メニュー

の一つだと思います。

○委員 災害拠点があるかないかということではなく、災害拠点を担うような規模の病院

が不十分ではないかと思います。だから、依頼しようがないですよね。

○参事 そうですね。建て替えでもしてもらう必要があります。

○委員 保健医療公社の病院は、地域医療支援病院になっています。病床規模が大体

300床ぐらいで、機能としては災害拠点もやって二次救急もやって、それから、メインは、

紹介型の病院ですから、開業医と患者のバトンタッチをやりながら連携しています。多分

イメージされているのは、そういう病院が、この地域に欲しいという感じかと思います。

今、活動されている医療機関の患者をとるようなことはやらずに、機能連携をして、その

機能とうまく協調してやっていけるような病床を整備できればいいわけです。それにして

も、実際上、300床でも土地が1万平米以上必要だという話になると、物理的に用意できる

ところがあるかどうかということも考えなければいけません。

○参事 実際にあった方が望ましい、そのために区は努力した方がいいという提言をもら

ったとして、それを政策として実現できるかどうかというのは、用地があるかとか、実際

はそういったことが次の課題になるかと思います。

○委員 今回の医療計画では空きベッドが出ていますが、今、在院日数が非常に短くなっ

ているから、多分、次回の改正では基準病床数は減ることになり、杉並は病床不足地域で

はないということになるだろうと思っています。そうすると、勝負どころとしては、次回

の改定の25年までの間に、何らかの開設許可申請ができるぐらいの検討がないと、もう手

遅れになると思います。

○参事 この160床が、みすみす消えてしまうというわけですね。

○委員 ＤＰＣが入ったら、在院日数がすごく短くなりました。そうすると、必要なベッ

ド数が少なくなるはずだと思います。

○参事 どう考えても新宿に比重が偏っていて、杉並区内に病床が少ないわけですから、

あの160床は区内で確保できるような方法を考えるべきだと思います。その姿というのは、

先ほどから言っていた、亜急性でありながらも、災害拠点という機能を持って、二次救急

の強化にもなるような、というイメージなのでしょうか。
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○会長 先ほど受け皿の問題で、救命救急に入られた患者を杉並の病院に返しにくいとい

う発言がありましたが、何か具体的に示すデータはありませんか。

○委員 我々が苦労して探しているということが、なかなかデータにならないのです。

○会長 そうですよね。

○委員 杉並ですと、むしろ意外と老人施設から結構あります。杉並は救急病院はあまり

ありませんが、老人施設が結構あって、そこからの搬送が結構あります。

○参事 三次としてですか。

○委員 トリアージの問題もありますが、例えば発熱であっても三次になってしまいます。

ちょっと呼吸困難、呼吸数が30回になったら、それだけで三次になってしまうという基準

が決まっています。あとは、東京ルールですが、ほかに受け入れてくれる病院がなかなか

探せないから、というのもありましたけど、やはり来ています。

○会長 こう話していくと、もろもろの問題がありますね。

救命救急センターを建てればという、信奉されている方のイメージとはかなり異なって

きますね。

○参事 本当に必要なところが結果的に伸びていければいいと思います。

○会長 こういうイメージを、区民に定着というか、持ってもらうのが一番大事だと思い

ます。

○委員 見かけは派手ですが、救命救急センターが単独で機能しているわけではありませ

ん。ネットワークの中でしか機能できない存在ですから。だから、どんどんつくればいい

というものとは、大分違うと思います。

○会長 すそ野が必要ですからね。

○委員 このところ、テレビドラマになったり、ドラマでヘリが飛んだりするものですか

ら、みんなあんなイメージになってしまうのです。

○会長 そうしたら、資料4が一応論点整理の案で出てきていますので、この中でもう一

回、杉並に必要な医療とは何かということを議論していただきましょうか。

○参事 （資料4説明）

○会長 人口の推移ですが、将来推計人口というのは何年ぐらいまででていますか。

○参事 この間お示ししたのは、30年後、平成47年までですが、これは国立社会保障・人

口問題研究所の推計数値を使っています。

○会長 高齢者は今、2,600万人ぐらいいますが、あと20年で3,600万になり、高齢者の増
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加がとまってしまい、そこからは高齢者の絶対数は増えません。

○参事 杉並区の推計だと、まだ増え続けることになっています。

○会長 日本全体で見たら、20年後には医療とか介護の供給量が決まってしまうのです。

若者が減るから比率は上がるけど、高齢者に関しては絶対数はとまってしまうから、医療

資源の量は決まってきます。

あと、先ほどからの議論もあわせて、杉並の医療に関して問題点とか、こういうところ

もつけ加えないといけないというようなところはありますか。あるいは、項目をもっと深

めないといけないものなど、いかがでしょうか。

○参事 今日のお話も踏まえて、この資料が結果の概要という感じで、さらにこの委員会

としての提言といいますか、そういったものを加えていくということになろうかと思いま

す。

○会長 現状認識で抜けているところとか、何かないですか。

○参事 二次救急のところが、一番書きにくかったところです。結果として、一生懸命頑

張っていただいていますが、やはり病院の規模からいうと当直対応にならざるを得ないか

ら、どうしても限界があるということが一番言いやすいかなという感じがしています。

○委員 現にやっている方々から言うと、何でそう言われるのか、とおっしゃるだろうと

思いますが、救急隊みたいな、搬送して病院を選定する側から見ると、やはりかなり大変

ですよね。そう簡単に、すんなりと運べない。二次救急だから、緊急度が三次ほど高くな

いから、我慢して病院を一生懸命探すのですが、それは診れない、きょうは専門がいない

とか、かなり大変で、その間、救急車はずっととまっていますから、何で動かないんだと

家族は文句を言うしね。

○荻窪消防署（近藤） 救急隊側からすると、二次病院が入院施設だけあればいいのか、

それと、二次でも幅があって、例えばオペができないとか、当直などのスタッフの事情で

行けない場合もあります。その辺の、二次というくくりの部分で、もっと強化されて受け

入れができれば、病院選定で救急車がとまっていなくてもよかったり、という例があるの

も事実です。

○委員 二次救急の受け手側から見ると、自分たちはまじめに診ているのに、という気持

ちはよくわかります。それは否定しません。

○会長 三次も二次も含めて、消防サイドから、方向性に関して、何かつけ加えることと

かはありますか。
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○委員 今、委員が言われたように、三次救急医療機関は、制度化されていて意外と早く

見つかります。やはり二次で、特にいろいろな病気を持っている、あるいは、精神、飲酒、

暴れる、路上生活者等々になってしまうと、とってくれるところがなくなってきます。そ

うすると、長いときは1時間その場でとまっているという例が出ているのが現状です。だ

から、全部受けてくれるという二次があれば、区民も楽になるだろうし、救急隊ももっと

重要なところに行けるという感じがします。

○委員 例えば透析患者の二次は、夜はなかなか搬送先がありません。透析患者が別のこ

とで救急車を呼ぶわけですけど、その患者が透析患者であるとなると、もう、受け入れな

い。整形であろうと、脳外であろうと、その時点で拒否されますから。

○消防署職員 東京都から消防に、脳卒中を東京ルールから外すという話がありました。

なぜかというと、東京ルールだと時間がかかってしまうので、従来の選定の仕方で、カレ

ンダーでもっと早く当たりなさいということだそうです。

例えば、杉並区内の脳卒中対応病院が、24時間何人か来ても大丈夫なような体制であれ

ば、区民の皆さんも、脳卒中系はそこに行けばいいということがわかりますし、私どもも

安心して、その医療機関に搬送すればいいということになります。ＣＣＵについても同じ

ようなこともあるでしょうし、そういう病院があれば、三次までは必要なくても、私ども

救急レベルとしても非常に助かりますし、区民の方にもある程度周知できれば、自力でと

いうケースも出てくると思います。

○会長 わかりました。そういう医療以外の解決しないといけない問題も出てきますね。

さきほどの老人と救急の問題というのは、医療以外のすそ野がありますね。

○消防署職員 東京の救急活動の概要では、65歳以上の搬送率が41.6％ぐらいになってい

ます。一般の負傷が全体の47.3％、急病が46.0％になります。

○会長 この資料4で、最初の1枚目というのは人口構成的なこと、あるいは医療費のこと

があると思いますが、2枚目以降が先ほどから議論が出ていることだと思います。今、救

急のことも議論になっていますが、出産・分娩についてはいかがですか。

○委員 区議会の中では、そういうことは余り話題に出ないのですか。

○参事 昨年の墨東病院のときに、区内はどうなっているのかということが言われ、その

ときは、出産・分娩できる診療所が少なくなっているけども区民はちゃんと区内で分娩で

きるのかとか、そのような質問が出ました。

今回、病院の聞き取り調査の中では、区内では分娩対応力としてはあるという感じで、
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あえて区外を選んでいらっしゃる方は、やはりリスクが高くて、そういうところを選んで

いるのではないでしょうか。

○会長 今、産婦人科医は全国で1万人いますが、実際は都内などでは婦人科しかやって

いないとか、産科はやめているというところもあります。出生数が100万件ぐらいでしょ

うから、100万人のお産を数千人で見ていることになり、非常に厳しい思いをしています。

小児科は数字の上では増えてきていますが、産科医だけは横ばいか減っているという状況

です。区内の産婦人科の診療所は、お産をやっているところは多いのですか。

○副参事 診療所は5カ所です。

○委員 区内にまだお産をする施設があるという数字はこの前見ましたが、実際のところ

どうなのでしょうか。例えば、墨東病院のような事件は非常に極端な例ですから、救急医

療システムの中に入れてしまえばいいことで、お産だけで切り分けているから話がややこ

しいわけです。普通の分娩というのは約10カ月間の慢性疾患で最後は急性になるようなも

のなので、予定救急みたいなところがあるのです。ですから、普通に産めればいいのです

が、最後はかなりリスクが高まった段階で分娩に行くわけですから、区内のいわゆる35歳

以上の高齢出産の方が、実際に自分で安心して、あるいは、自分の希望する産院を予約と

いうか、確保できているのでしょうか。結構できていないのではないかと僕は思っていま

す。よく横浜は産院探しがすごい、妊娠したらすぐ病院探しに行くのだと言われています

が、今やお産も予約制ですから、予約したときに、いや、だめですと言われたら困ること

になると思います。

○参事 横浜は本当にすぐにやらないとだめなようですね。

○委員 現実的に困っているのではないかと思うので、その数字が出てこないと思って見

ていました。

○参事 それはどうやったらわかるでしょうか。病院とか診療所に予約状況を聞いてみる

ようでしょうか。どのくらい埋まっているとかいう話ですよね。

○会長 余裕がどれぐらいあるのかということだと思います。

○委員 どこもみんな、飛び込みなんかはまずとっていないでしょう。

○参事 それはそうですね。

○委員 そういうのをカバーするのが周産期センターなのでしょうが、消防も困りますよ

ね。

○委員 一般的にお産というのは、かかりつけという認識が我々にはあります。そういう
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のが少なくなって、かかりつけがない人が多くなってきて、いざとなると困って救急を呼

ぶということになります。

○会長 健診自体も受けていない人もいますから。

○委員 だから、なおさらとっていただけないのです。

○委員 だから、本当はこの数字よりも深刻なのではないかと思っています。8カ所ある

からいいというわけにはいかないのではないかと思って、聞いていました。

○参事 河北総合病院はまだ余裕があり、もっと増やしていいと言っています。医師の数

に比べれば少ないのだと思います。ただ、別の病院のほうが人気があって、そちらは多分

予約がいっぱいになっているのだと思います。総合的な受け皿としてはそんなにミスマッ

チはないのかもしれません。

○委員 以前、漫画喫茶などで出産したというような話がありましたが、杉並区でもそう

いう例はあるのでしょうか。

○委員 車内分娩は、年間で何件かあります。

○委員 東京全体で、数件ですよね。

○委員 ただ、生命に異常があれば、三次に連れていかなければいけません。

○委員 三次救急とか救命というのは、ある地域・システムの中でネットワークがあれば

いいのですが、お産というのは、結構みんなブランド志向が強くて、私は慶應以外は絶対

だめだ、とかいう人も結構います。どこでもいいというわけにはいかないのです。

○参事 それは救急車を呼んでということですか。

○委員 いや、もちろん救急車は選べません。

○参事 そこの実態は難しいですね。

○委員 どこで見たらわかるでしょうか。区内で分娩・出産に関する需要供給のバランス

はどうなっているのでしょうか。

○会長 保健所でわかりますか。

○参事 数はわかります。それから、この間の資料は、どこで出産したとかいう調査票を、

ひと月分全部出して整理したものです。それ以上は、既存のものからは厳しいと思います。

○会長 むしろ、実際に産婦人科の先生に伺った方がいいかもしれません。

○参事 何らかの工夫はして、全部聞けるかどうかわかりませんけど、ヒアリングしてみ

たいと思います。

○委員 あと、ここに在宅医療の、孤独死が結構出てきていますね。
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○参事 定義ははっきりしていませんが区内でも年間数十件程度はあります。

○委員 独居老人、老人だけに限りませんけれども、離れている家族から連絡がつかない

ので、消防か警察に連絡が入り、行ってみたら亡くなっていたというのもあります。

○会長 以前、大阪で中年期の男性の孤独死を調べたことがあります。そうしたら、半数

以上はアルコールが絡んでいました。

○参事 一応、警察から数字はもらって、数は押さえていますが、なかなか厳しいですよ。

大体見守られているとわかるのが嫌なので、緩やかな見守りみたいなのをどうするかとい

う話なのです。

○委員 そうですね。

○会長 民生委員は動いているのでしょうか。

○参事 大体嫌がりますね。

○委員 嫌がるとしても、現に50万人のうちに、高齢者の世帯がどれぐらいあるかとか、

ひとり暮らしなのか、高齢者のみなのかということを把握するのは行政の役割だと思いま

す。

○参事 それは数として押さえています。

○委員 そうですよね。それがどういう健康状態かまでは、難しい話ですけど。

○参事 それで、昨年、ひとり暮らし高齢者の訪問調査を抽出でやりましたが、ひとり暮

らしといっても、7割以上の方はひとり暮らしを楽しんでいるのです。

○委員 元気なうちはそうですね。

○参事 その中で、健康の問題、経済状態、社会的ネットワーク、三つの問題が重なって

いる人というのは5％ぐらいなのです。その上の、問題が一つか二つある人が20％か25％

ぐらいいます。エンジョイしていた人が、ちょっとした問題が出てくるところにどうかか

わっていくかというところが難しく、新聞配達やごみの収集などの日常生活の中で、見守

りにならない緩やかな見守りをやっていくという方向で考えています。

○会長 災害医療と絡むと思いますが、板橋区が、普段からどこにどういう災害弱者がい

るかを、民生委員や警察、消防の人と一緒に把握するシステムをつくっているようです。

地震のときに、その地域でフォローしたり安否を確認するシステムをつくるといって、板

橋が熱心にやっていましたね。

○管理課長 杉並区は登録制度で、災害時要援護者に手を挙げてもらい、そこに民生委員

が行って、個別に支援プランをつくっています。登録していただいた方を名簿にして、そ
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の名簿を関係者、震災救援所運営連絡会や、消防署、警察にも、もちろん本人の了承をと

って配っています。

○委員 杉並にも、大きな都営住宅はありますか。

○管理課長 高井戸にあります。あと、堀ノ内にも大きいのがあります。

○会長 諸々の問題が出てきますが、扱いとしては大きい柱で、9分野4疾病5事業と、さ

らに、きょう出てきた在宅の問題もありますから、そういうところを柱にして、杉並の医

療の問題がどこにあるのかというのを、もう少し詰めてまとめていきたいと思います。

ほかに何かありますか。次の議論にこういうことをぜひやってほしいとか。

○参事 私どもの予定では、次回に、今回足りなかった資料をお出ししたうえで、報告書

の素案についてご議論いただき、それを踏まえて報告書の素案を公表したいと思っていま

す。それで、少しいろいろご意見を伺って、最終的に報告書をまとめるのを第6回目とい

うことでお願いをしたいと思っております。

○会長 素案を公表したときに、どこかから修正が入ったりするのでしょうか。

○委員 当然、意見がいろいろ出てくるでしょう。

○参事 いろいろ来て、それについてどう考えるかということで、もう一度第6回で議論

していただいて、最終的な報告書にしていければと思っています。

○会長 素案の公表というのは、パブリックコメントのような形態になりますか。

○参事 正式な形ではなく、ホームページぐらいには載せたいと思います。あと、例えば

医師会や病院関係者、区議会議員なども見ていただき、意見があればお寄せいただいて、

その辺をどう盛り込めるかについてここでご議論していただき、最終的には年度内に報告

書をまとめたいと思っています。

○会長 では、問題点やお気付きの点があれば事務局に寄せていただいて、次の議論に反

映したいと思います。

では、これで本日の会議は終了したいと思います。


