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会 議 記 録

会議名称 第 5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 22年 1月 13日（水）午後 7時 04分～午後 9時 00分

場 所 西棟 6階 第 5会議室

出 席 者 委員

河原、須﨑、鈴木、藤多、山中、丸田

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

配布資料 資料 1 三次救急への搬送時間分布状況

資料 2 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会報告書（素案）

会議次第 1 開会

2 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)三次救急への搬送時間について

(3)杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会報告書（素案）につ

いて

(4)その他

3 閉会
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○副参事 それでは、第5回の杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会を始めたいと

思います。

まず、配布資料の確認をさせていただきます。

（資料確認）

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

○会長 ただいまから杉並区地域医療体制に関する第5回検討会を始めます。

議事次第にもあるように、まず「レセプトデータから見る杉並区民の受療動向」につい

てです。これは国保と老人保健のデータをあわせた約18万件のうち、医療計画で言う4疾

病、がん、急性心筋梗塞(ここでは心臓病)、脳卒中、糖尿病、それから高血圧症を一つ加

えて、五つの疾患について調べてみました。その五つの疾患で、レセプトデータの第1傷

病名にいずれかが書かれている方が15,222人、男性が4,492人、女性が10,730人、平均年

齢が72.2歳ぐらいだったというデータです。

4ページに年齢分布が載っています。やはり国保や老人保健ということで、高齢者に分

布が偏っています。

5ページに4疾病と高血圧症でどの地域に受診しているかについて、杉並区内、区西部医

療圏、医療圏が異なる隣接自治体、隣接以外の特別区、特別区以外の東京都、あとは他の

道府県にかかっている患者さんです。区内を見ると、糖尿病に関しては杉並区内の絶対数

が多いと、悪性新生物も絶対数的には杉並区が多いような形になっています。

受診日数は最小がゼロとなっていますが、これは矛盾データなので、もう一回精査した

いと思います。度数分布表も計算ミスなので、削除していただきたいと思います。

「病院／診療所の別」ですが、この五つの疾病で、病院にかかっている方が大体47.6％、

診療所が52.4％で、ほぼ半々と出ています。それから、「外来／入院の別と受診医療機関

の所在地」を見ていくと、外来は5疾病で57.7％が杉並区内でかかっており、入院は区内

が33.5％、同一医療圏の16.0%よりむしろ隣接自治体が20.3％ということで、医療圏は異

なっても隣接するところに多いという比率になっています。また、他の道府県の割合は非

常に少なくなっています。

「外来／入院の別」で、どの地域にかかっているかでは、外来になると、杉並区内がや

はり圧倒的に多く、入院でもやや杉並区内が多いわけですが、あとは大体、この図で見る

限り、同じような割合になっています。

8ページが「外来／入院の別と4疾病と高血圧」です。外来で受診しているのは糖尿病と
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悪性新生物が多いという結果です。

次に「受診医療機関の所在地と4疾病＋高血圧症」ですが、杉並区内でかかっているの

は、悪性新生物が24.2％、糖尿病が49.2％です。それから、区西部医療圏も悪性新生物と

糖尿病が多く、隣接自治体も同じような傾向です。患者の絶対数が糖尿病は多いというこ

ともあると思いますが、こういう傾向が出ています。

年齢階級と5疾病との関係ですが、いわゆる年齢の3区分プラス高齢者を前期と後期に分

けたものですが、その中で、加齢に伴う疾患が増えてくると患者数も増えてくるという、

当然のような結果が出ています。

14ページは「年齢階級と受診医療機関の所在地」です。65-74歳の、いわゆる前期高齢

者で、杉並区内の割合が55.9％、75歳以上も大体6割ぐらいが区内の受診になっています。

(1)に関しては以上のような結果です。

やはり、医療計画を代表する4疾病を見ても、都や国が考えるような医療圏が想定して

いる流れにはなっていないということがわかります。

何か質問はありますか。

○参事 後にも出てきますが、前回お示しいただいたデータでも、外来はほぼ近接自治体

で完結していますが、入院は、特に近接しない自治体にかなり出ているという中で、特に

どういう疾病の場合にそれが多いのかというのが一番の関心です。

○会長 レセプトでわかるのはこのあたりまでかとは思います。

いずれにしても、隣接自治体にかかっているというのは、一つ、大きな事実として出て

いますので、医療圏の中での地域連携パスとか、地域連携の仕組みがどこまで有効なのか

とは思います。

○参事 医療圏というもの自体が、ほとんど意味をなしていないということですね。

○会長 東京の場合はそうですね。

これを議論のたたき台として、皆さんから意見をいただきたいと思います。

○参事 一番関心があるのは、医療圏や隣接自治体を越えて入院している例はどんな疾病

が多いのかということです。明らかに高齢者に多いというのは、数としてわかっています

が、そこが区として本当は必要な医療機能なのだろうと思います。そこのところは、もう

少し数字を見ていくと見えてくるのかもしれないと感じています。

○副会長 どういう疾患が行っているということよりも、技術を要するような手術だとか、

特殊な検査とか、そういうものに関しては、区外へ行っているのではないですか。我々の
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立場からだと、患者さんを診ていてそういう感じがします。

○会長 実績がわかればいいのですが。ＩＣＤコードでは疾病名しかわかりません。

○委員 同じ疾病でも、発生直後の急性期と慢性期では意味合いが違うと思います。その

辺がわかる資料は出るでしょうか。

特に今回は、三次救急を含めて、急性期医療が不足しているかどうかということで言う

と、慢性で薬だけをもらいに行っている方たちと、緊急あるいは急性でかかったのとは、

意味合いが違うという感じがします。その辺がもしデータとして出れば、実際に杉並区の

中で緊急とか急性でこういうものが必要かということが見えてくると思います。

○参事 中身までは難しいですね。

○委員 例えば悪性腫瘍だと、私どものところで見つかって、手術が必要だと言った後に、

癌研やがんセンターに行かれる方が結構多いのです。だから、そういう方は外へ出てしま

いますが、杉並区の中にがんセンターをつくる必要はないわけです。センターは、むしろ

広域にそういう特殊な患者さんを集めるということですから、悪性疾患の専門病院をつく

る必要はないと思うのです。

逆に、もし脳血管障害などで緊急に対応する必要があるのに、それが全部区外へ出てし

まっていて不都合が起きているのであれば、そういうのは用意しなければいけないという

ことになります。慢性になると、近くの診療所や病院でということで戻ってくるケースが

多く、あまり遠くに行かずに、近くで診てもらいたいという声があると思います。

○委員 生レセプトがあれば、初診料加算とか初診料算定とか時間外加算というのは拾え

ますが、物すごく大変です。

○会長 本来なら、そういうデータ分析のシステムを、国かどこかが用意していないとだ

めですね。

大体、今までのデータは予想範囲ですけど、委員がおっしゃるように、急性期か慢性期

かとか、初診かというのがわかればいいですね。

あと、レセプトデータに関して意見はありませんか。

では、2番目の議論の「三次救急への搬送時間のシミュレーション」ですが、結論から

言いますと、資料1のところに書いています。赤い点が救命救急センターです。救命救急

センターを中心にして、10分到達圏、20分到達圏という形で、杉並区はどうカバーされる

かをあらわしたものです。

これを見ると、30分以内でどこかの施設に搬送されることがわかります。条件としては、



第 5回 杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会

５／１８

高速など、どんな道路を使ってもよく、制限速度で走って、渋滞はないという想定ですか

ら、救急車の走行にほぼ近似しているかと思います。それから、下の図が、杉並区役所の

位置に三次救急をつくったときのシミュレーションですが、20分でほぼ全域をカバーでき

ることになります。杉並区に関しては、つくると、全体的に10分ぐらいの短縮にはなりま

す。

それから、下のところに人口のカバー率を書いていますが、「＋新規」と書いているの

は、もし区役所の所在地に救命救急をつくった場合の到達圏とカバー人口です。現状では、

10分で到達するのがほとんどなく、20分で22万8,000人、30分で100％、52万8,000人とな

ります。新規につくった場合は、10分で18万人、20分で50万人。だから、20分でほぼカバ

ーできるというシミュレーションです。

○委員 このシミュレーションは、シミュレーションとしては大変おもしろくていいので

すが、この報告書全体として、いろいろ調べたデータの積み上げによって、事実を記載し

ていますね。もちろん将来人口推計などは仕方がありませんが、それ以外は、全部、現時

点の事実を書いています。ところが、三次救急のところはシミュレーションのデータが出

ていて、そこは実態と違うかもしれません。ただ、コンピューターではこうなるというこ

とを書いていて、少し異質な感じだったのです。

そこで、例えば上の丸として、机上シミュレーションではこうなるというときの、次の

ところに、東京消防庁の立場も入れてですけど、「ただし、全国でも唯一、都道府県単位

で完全広域運用がされている東京消防庁では、行政区を越えて直近機関搬送が行われてお

り、この結果、区の東側3分の2、おおむね環状八号線東側は新宿へ、西側3分の1は武蔵野

へ搬送することによって、直線距離7.5キロ、搬送時間15分で区全域がカバーされてい

る」という記載をして、その上で、実際に救命センターとして見ると、杉並区の搬送時間

は平均14.9分ですね。要するに10分以上20分以下という意味だと思いますけど、平均して

15分という意味は、東京消防庁の走るスピードでいって、直線距離7.5キロ、時速30キロ

ということとほぼ一致するので、実態として、シミュレーションとの違いはともかくとし

ても、西側と東側によって、おおむね平均15分でカバーされているという実態があるとい

うことを言っていいと思います。

○参事 先生方の実感からすると、15分という感じでしょうか。

○委員 ええ。実感として、5分では来ないけど20分以上もかからない。僕ら、搬送時間

はずっと毎日、全症例を書いています。遠いのは練馬の北西部で、これは明らかに遠く、
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救命センターをつくらなければいけないと、僕らは思っています。杉並に関しては20分以

内で、早いときは十二、三分で来ていますから。多分、消防の方は皆さん、杉並から武蔵

野は遠いと思っていないと思うのです。

○参事 実際の運用上は、このシミュレーションよりも、緑の地域はもっと広いだろうと

いうことですね。

○委員 はい。ですから、このシミュレーションはシミュレーションで、こういう距離だ

けではなく、道路事情を勘案したと思いますが、直線距離だけですと、15分って、7.5キ

ロです。平均なので場合によっては15分を超えることがあるかもしれないけど、30分以内

でカバーされるという報告書の素案は少し大げさで、現実的には、ほぼ20分以内、平均

15分でカバーされています。ただ、もっと短くするには、区内に置くしかないのは当たり

前で、10分以内にしたいのであればここに置くしかないわけです。いずれにしろ現状はも

う少し短いということを言いたいので、少し実態も書いてほしいと思います。

○参事 わかりました。シミュレーションではこのようなカバーになっていて、実績から

見るともう少し短時間だという表現ですね。

○会長 そうですね。以前、都道府県別にやって、東京は搬送だけで15分ぐらいなのです

が、実際に伺うと11分ぐらいです。だから、シミュレーションの方がやや長くなる結果が

出るのかもしれません。

○委員 東京でも区部だと、例えば、練馬の北の方と、葛飾、江戸川などの東側が非常に

遅いのです。東京消防庁が去年からドクターヘリを試験的運用で始めているのは、あそこ

がかなり問題だということなのです。恐らく、西側はそういうことを余り問題にされてい

ないでしょう。

○参事 このシミュレーションは、かえって刺激してしまうかもしれませんね。

○委員 そうなのです。何かすごく悪いではないかと言われても、そうではないはずなの

です。

○参事 たとえここにあっても、練馬や世田谷の状況が改善されないとすると、人口

200万の地域にないのだから、その代表で置けという議論も成立しにくいという話ですね。

○委員 ですから、都全体でいうと、杉並ではなくてこの赤いところをいかに潰すかとい

う方が、本当は大事ですね。

○参事 わかりました。そうですね。

○会長 消防としてはいかがでしょうか。この報告書で、具体的に現状とか、何か書ける
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ようなことはありますか。

○委員 三次救急の議論については、特にありません。日常的な二次医療にすんなり入れ

ていただける体制が確保できればと考えています。

○委員 現実的には、苦労度が違いますね。二次救急の方が圧倒的に数が多く、現場の隊

員は、現場にとまったまま周りの人からいろいろ言われながら、病院が決まらない苦労を

していますから。

○委員 救命センターについては体制ができているのです。二次の場合は、今回東京ルー

ルができ、コーディネーターを置いてとか、いろいろな方法で考えるということになって

きています。

○会長 あと、精神医療を医療計画の柱に入るという話があります。その背景というのは

精神科の救急と、精神の患者の高齢化に伴う合併症の問題で、普通の一般救急もやはり精

神の問題とも絡んでくると思いますけど、今そういう動きはあります。

○委員 それは救急としては助かります。

○委員 現状は相当深刻です。ちょっと勘弁してよという状況まで来ています。

○会長 では、この三次救急のところはそういう形で、現実とシミュレーションの両方を

書くということにしたいと思います。

あと、何か意見はありますか。なければ、次の説明に移っていただけますか。

○副参事 それでは、資料2をごらんください。「杉並区地域医療体制に関する調査検討

委員会報告書（素案）」の案をまとめましたので、ご一読ください。

(資料2 説明)

以上、「現状と課題」ということで、資料2をもとに、このような内容でまとめました。

○参事 ここで一度、こういう認識でよろしいか、不足している部分があるかということ

で、ご意見をいただければと思います。

○会長 はい。いかがですか。

○委員 一つよろしいですか。16、17、18ページの「現状」というところの分析の中で、

一つ抜けていると思ったのは、災害医療の件です。災害医療に関しては、19ページの専門

医療機能のところで、災害拠点病院について書いてありますが、現在の杉並区が提供すべ

き保健医療の中で、実は救急と似て非なるものなのです。あまり議論しなかったというこ

ともありますが、災害医療体制に関して触れられていないのは、少し抜けているかと思い

ます。
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○参事 17ページ③の最後に、少し書いています。

○委員 いや、専門的医療機関として災害拠点病院があるという意味とは違うのです。高

度な災害拠点病院を増やせばいいという話とは違って、杉並区における災害医療の体制が

どうなっているかという現状を少し言う必要があると思っています。

○参事 災害医療体制について議論していただくということは、あまりうまく体系的にな

っていないという感じもあって、少し怠った面もあります。

○委員 そうかもしれませんね。

○会長 私のところで、23区の災害拠点病院だけでなく医療機関への搬送時間を出してい

ます。例えば、15分以内にどこかの医療機関に搬送できる住民というのは、世田谷区は

9％しかいません。千代田区では80％から90％近くになります。世田谷は当然道路が狭い

のです。

○委員 現実的に、搬送についてもほとんど大災害時のことは考えられていません。

そうすると、それぞれが自分たちで生き延びるかどうかですから、杉並区でデータをお

持ちだと思いますが、医療機関の耐震化率とか備蓄量とかライフラインの確保ということ

を把握していて、かつ、それで十分なのかということは論じておかないと、医療としてま

ずいのではないかと思います。

○会長 本当に災害医療のことを言うのであれば、医薬品の備蓄もありますけど、水の問

題があります。

○委員 水、電気、透析など、全部は無理にしても、そういうところも踏まえた上で、本

当は見直さなければいけないと思うので、少し入れてほしいと思います。

○会長 水に関しては、平常時の医療で、1病床当たり大体0.8トンから1.1トン必要です。

非常時に絞ったとしても、中越沖地震のときに刈羽郡総合病院が中核病院になりましたが、

そこに自衛隊が1日100トン給水していました。阪神淡路のときも水の問題が出ましたね。

それで、ペットボトルがいっぱいあったから、精密医療機器にペットボトルの水を入れた

ら、ミネラルが析出して使い物にならなかったという話もあります。阪神淡路から言われ

ているのに、水の問題は解決していません。

○参事 実際に区市町村レベルで今やっていることというと、医療救護所をつくって、そ

こに地域の先生に医療救護班として来ていただくということ、それから、本部体制をつく

って、区外から応援の医療班が来たときに、そこをコーディネートしてやっていくこと、

あとは医薬品の備蓄、そのレベルなのです。
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○委員 それこそ診療所と二次医療までで、三次はないですけど、どこまで地震に耐えら

れるかということを調べて分析しているか、効く薬を持っているか、持っていないならど

うすべきか、などについては課題として残されているわけです。

○参事 あるいは、災害について今回は余り議論されていないけれども、そこも大事だと

いう指摘をしてもらうということでしょうか。

○委員 ええ。指摘だけはしておかないと、抜けていると思います。

○会長 平常時の医療の数字で計算すると、医療用、生活用水、病院食やトイレなどで、

23区だけで1日当たり7万1,000トンの水が必要です。それが半分になったとしても、すご

い量の水が必要です。東京都の災害の担当者に医療用の水が確保されているかと聞くと、

災害拠点病院と認定するときに、貯水槽が耐震化されていることを基準にして判断してい

るから大丈夫だと言われますが。

○委員 阪神以降、水で一番問題になるのはいつも透析患者なので、その経験を踏まえて、

能登地震のときには、透析患者をその地域から出して、金沢・富山までみんな持っていき

ました。そちらの対応の方が本当は合理的なのです。

○参事 東京都の災害医療体制も、基本的にそうですね。

○委員 被害の無い地域に出して、医療のニーズを減らした方がはるかに効率的です。

○委員 水の問題は、15年ほど前に、杉並区が貯水量の調査をしています。やはり透析の

必要性が言われていて、あのときは応急対応とかで透析病院は透析病院で資料を出して、

我々も水がどのぐらい必要かというのを書いて出したのが、たしか、阪神淡路の災害の

1年か1年半後ぐらいだったと思います。だから、その資料は多分区にあると思います。

○委員 あるいは、耐震化率も調べているでしょう。病院はこれだけしかないから、調べ

ていないとしたら、怠慢だと思います。

○参事 多分あると思います。

○委員 特殊専門病院という扱いでとらえない方がいいのです。特殊専門病院は特殊なこ

とをしますが、災害に関しては特殊専門病院の話ではありません。診療所も問題なのです。

一般病院が大変になるのです。

○会長 問題提起という形で、現状はこの委員会でも議論とか認識していますという形を

入れた方がいいと思います。水は絶対無理なのです。

○委員 恐らく、「検討するべきである」と書くしかないだろうと思います。

○会長 もっと大きな、複数の部局にまたがる問題だから、この委員会だけでは結論を出
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しにくいと思います。

○委員 いずれにしても、表題が専門的医療機能のことなのでしょうが、やはり災害は分

けた方がいいですね。医療機能とは違うと思います。

○会長 杉並区の場合は、耐震化の補助金を出していますか。

○参事 病院にですか。

○会長 いや、病院だけではなく、一般のところも含めてです。

○参事 一応やってはいます。

○委員 東京都の病院近代化事業という中に、耐震関係の補助がありますが、診断費は数

十万円なのです。それ以外の補強経費は、総額の3分の1ぐらいの補助ということなのです

が、補助を受けるにはいろいろな縛りがあって、病床の10％削減などのハードルを越えな

ければいけないので、手を挙げようと思っても手を挙げられないという状況です。

○委員 去年、麻生内閣が二次補正予算で、災害拠点病院と救命救急センターに、最高で

計算上95％補助することにしたら、実はみんな手を挙げなかったので、今の鳩山内閣にな

って、例の補正予算を全部撤回されましたよね。

○参事 耐震化助成は残っています。

○委員 救命救急センターの指定だったと思いますが。

○参事 ええ、そうですね。

○会長 立川の災害医療センターは、井戸を3本掘っています。井戸を3本掘って、3日も

つと言っているのです。

もう一つ、本当に災害のことを論じるのであれば、ヘリポートの問題があります。基準

が変わったことと重装備化していることから、ヘリコプターがヘリポートにおりられなく

なっています。何年か前に山形で列車の転覆事故があったときに、一番近いのは山形県立

日本海病院でしたが、そこの強度が弱かったので、鶴岡市立病院まで運んだということが

ありました。

○参事 災害拠点病院には、指定のヘリポートがあっても、実は使えなくなっているとい

うことですか。

○会長 はい。あっても重装備でおりられないことがあります。

○委員 武蔵野赤十字の場合は、ほとんどの機種が大丈夫です。今つくっている病院もそ

うですが、屋上の強化にはそれほどお金はかからないと言っていましたから、多分それは

大丈夫だと思います。
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○会長 では、今後の課題みたいな形で、少し入れることにしましょう。

ほかに何かないですか。

○副会長 11番ですが、入院医療は近接地7割で残りは遠方の地域ということで、30％は

遠いところに入院されているのだと思いますが、それが杉並区の病床数が少ないことに起

因しているかどうかについて、何か客観的なデータがありますか。

○参事 人口当たりの病床数が特別区平均の半分ですから、そういう意味では、区民1人

当たりの資源としては少ないということはあるのではないでしょうか。

○副会長 我々の感覚であれば、癌研やがんセンターなどに入院されているとか、あるい

は、いろいろなコネがあって遠くに入院されているという感じがあります。杉並区の病床

が少ないから遠くまでということがあるのかなと思いますが。

○会長 ほかの要因も考えられるから、特定することはできないかも知れませんね。

○委員 今は病床の少なさだけを理由にしているから、医療機能などの面からも少し入れ

たほうがいいでしょう。そうすれば、この当初の指摘とも合うのではないでしょうか。

○委員 杉並区の病院に入院したいけど仕方なく外へ出ているというのと、みずから遠く

へ行っているのとは大分ニュアンスが違うと思います。

○参事 データは13ページのグラフで、その他の多摩地区や他の道府県の割合が高くなっ

ているということでこういう表現にしてみました。

○委員 多分、青梅の22人というのは、杉並の病院にいたけれども、慢性で老人病院に移

動した人たちだと思います。

○参事 その辺は、慢性期の受入れ先は特に少ないのだと思います。私どもによく相談を

受けるのは、転院しなければいけなくて、青梅の方の病院に行けと言われたけれど、どこ

か区内で入れないか、などということが言われます。

○委員 それは病院の機能的な問題で、青梅の病院の一部などでは、何年いてもいいと言

ってくれる病院もあります。そうすると、そこへ行けば最後まで面倒を見てくれるのでそ

こがいいという人は結構います。ところが、今はできるだけ在宅とか、家に帰そうという

方向になっていて、杉並区の病院は、訪問看護とか、在宅医療の方向に行っていますが、

ずっと置いてもらえる病院に行きたいというニーズはあるのです。

○参事 それはありますね。

○委員 それが結構あるのです。それは区内の病院を求めているのではなくて、入院期間

は関係なく転院先を探さなくていいところへ、という方もかなりいらっしゃることは確か
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です。

ですから、書き方は難しいかと思いますが、何か少し工夫していただければと思います。

○委員 前々回も申し上げましたが、在宅を勧めたくても、現実的に高齢化あるいは老人

夫婦だけという家族が増えていて、帰しようにも帰せない患者さんがどんどん増えていま

す。ここにも高齢化の問題は書いてありますけど、どうしても、申しわけないけど、病院

あるいは医療のできる機関を、何らかの形で確保することは大変必要なことで、在宅では

多分絶対に追いつかないと思っています。

○副参事 区内の病床が不足しているというところでは、例えば、後ろの資料4でみると、

区内病院ヒアリングの結果では、病床稼働率はほとんどのところが100％近い状況で、極

端な言い方をすれば現実的に満杯状態というのが、現在の杉並区の一般病院の状況なのか

もしれません。そのあたりがどのような形で今の話につながってくるかというところも、

あわせて考えていただけるとよろしいかと思います。

○参事 病床が少ないこともそうだし、医療的なケアをやれるような施設が少ないことも

関係している、というような理由がいいということでしょうか。

○副会長 杉並区に160床の病床が新たに追加されたとして、遠くの病院に入院している

30％の人が少なくなるかということを考えると、そうはならないような気がします。

○参事 すべての原因が、区内の病床が少ないからだとは言えないと思いますし、確かに

直接的な関係で書き過ぎているかもしれませんので、もう少し表現を工夫してもいいと思

います。ただ、せっかくある余裕病床については、急性期だけではなく、慢性期も含めて、

なるべくなら区内で使われる方向で考えていった方がいいだろうとも考えています。

○副会長 そういう意図では賛成ですが、こういう書き方ではないほうがいいと思います。

○委員 あと、5番の「区民への普及活動の強化」のところで、救急車で搬送する人がほ

とんど入院をしない軽症で、という文言があります。もちろんタクシーのように使う方も

いますが、例えば、手を四、五センチ切って血が止まらずにパニックみたいになった場合

に、そこに救急車が行って止血処置をして安静に医療機関に運ぶことはあると思うし、そ

ういう場合は軽症でも救急車を呼んでいいと思うのです。この表現だと、入院を要しない

人は救急車を呼んではいけないような感じがありますが、そうではないと思います。

○参事 そこは、必要度が高くない場合の救急車利用という書き方をしているのですが。

○委員 「入院を要しない」ような、と書いてありますが、入院を要しなくても救急車で

来られる方はいっぱいいらっしゃいます。
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○委員 あと、ここの「受診を控える」というのは、消した方がいいですね。受診はどん

なときでもしていいような感じがします。

○委員 今のそれは提言の方ですか。

○委員 そうですね。議事進行が前後してしまいました。

○会長 では、「現状と課題」については、少し意図を整理して修正したいと思います。

続いて提言の説明をお願いします。

○副参事 では、提言の説明をさせていただきます。

ここまでの現状や課題などを踏まえて、提言として、五つの項目を挙げております。

(資料2の続き説明)

○会長 はい。ありがとうございました。

提言ですが、先ほどの具体的な、いろいろなデータあるいは根拠に基づいて、提言が構

築されていると思います。ここは変えた方がいいとか、あるいは追加するところとか何か

ありますか。

○委員 1番の「専門医療機能の充実」の「165床の余裕病床」について、これは余裕なの

か、不足なのかという表現の問題があるかと思います。

○参事 そうですね。正しくは余裕も不足もなくて、基準病床数を下回っているというこ

とですね。

○委員 基準より不足しているという表現がいいと思います。

○参事 基準病床に対して165床不足しているということですね。

○委員 あと、在宅医療の重要性が増してくるとありますが、在宅医療が重要だというの

はわかっても、家族構成が変化してきている中で、在宅といってもなかなか難しく、医療

だけでは解決できない分野ではないかと思うのです。

○参事 そこは医療、介護なども含めた包括ケアということを言われているわけですが、

確かに医療だけで何とかできるということではないと思います。

ここでは、在宅医療の重要性が増してくる中で、チーム医療とか介護も含めた包括ケア

の体制づくりが区として重要だということを提言に盛り込んだらどうかと考えています。

○会長 先ほどの災害医療もそうですけど、避難所に入れることができない要介護者をど

うするかという問題もありますね。

○参事 区としては、幾つかの高齢者施設と協定を結び、福祉救援所を徐々に確保してい

ますが、充足しているという状況ではありません。
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○委員 高齢者も増えてきますが、杉並区は低所得者の医療は大丈夫なのですか。

○参事 生活保護にかかっている分には医療給付がありますが、そのぎりぎりの人がどう

かと言われると、はっきりとはわからないというのが正直なところです。

○委員 問題でなければいいのです。報告書でふれる必要があるかどうかの確認です。

○会長 独居老人はどこにいるかとか、何か見守りみたいなものはあったでしょうか。

○委員 区でやっているのは見守りネットでしたね。ある程度のデータを出して、消防・

警察にも提供していますね。

○参事 災害時に避難を支援してもらいたい人に手を挙げてもらい、その住民のデータを

共有しています。それを日常の見守りにもつなげていくように取り組んでいますが、手を

挙げて希望する人は少ないのです。見守られたくないのですね。

○委員 やはり下町と比べて、地域の結びつきは弱いですか。例えば、町内会の加入世帯

はどんどん下がっていますね。

○参事 データで比較したものはありませんが、よく言われます。もちろん、町会も一生

懸命活動していただいていますが。

見守りということで、遠くの人や新聞屋さんが来るのはいいけれど、地域の人に顔を出

されるのは基本的に嫌がられます。でも、災害のときは近くの人にやってもらわなければ

いけないわけです。日常の見守りと災害の見守りで支援者が違うと言われていますが、と

ても難しく、悩んでいます。

○会長 難しいですね。一方的に行政がやるのではなく、区民の方にもある程度自覚を持

ってもらうような形がいいと思います。

○参事 そうですね。区民への働きかけが救急車の利用だけのことになってしまうという

ところが、さっきの直接的な感じに見えるのかもしれませんね。

○会長 それと、最後あたりに、医療に関する情報提供をしているところを載せるといい

と思います。

○参事 区民にもこういうことを心得てほしいし、区も区民が情報を入手できるように、

情報提供していくべきだというようなスタンスでしょうか。

○委員 区報でも、ある程度出していますよね。

○参事 そうですね。あと、急病医療情報センターがあります。

○副参事 急病医療情報センターは医療機関情報ですし、少し趣旨が異なりますが、医療

機関関係のいろいろな情報提供という意味では、医療安全支援センターも杉並は設置して
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おり、そこに寄せられるのは苦情ばかりではないので、他自治体と比べると、比較的、窓

口ははっきりしていると思います。

○会長 東京都に寄せられる医療相談と医療苦情を分析したら、過半数は医療制度がわか

らないためなのです。窓口で高額な料金をとられたというのは2割負担から3割負担になっ

たからだとか、追い出されたというのは急性期病院に入院していて出されたからだとか、

ほとんどは医療制度がわからないことが原因なのです。

だから、ある意味では、区民側の情報量や知識も高めて、情報の非対称をなるべく緩く

しないと、医療はよくならないのです。

○参事 そうすると5番に関しては、医療資源を整備するのも確かに必要ですが、有効活

用できるように、区民もそれなりに知識を持っておく必要があり、区はそのためにきちん

と情報提供をしなければいけない、という提言にしていくという感じでしょうか。

○会長 そうですね。

○委員 一番最初に戻りますけど、杉並には救急病院がないと言った方がおられ、それが

今回の検討の本当の発端なのです。三次救急、救命救急センターがないと、救急はやって

いないと思っている方もいるというのが本当の意味での現状なので、何かそういう提言が

入るといいかなという感じがします。二次救急、三次救急がわからない方も、もしかした

らいるかもしれません。

○会長 我々は単語には何の疑問もなくわかりますけど、ＣＣＵとか、周産期母子医療セ

ンターとか、初期、二次、三次救急とか、用語集みたいなのが必要かも知れませんね。

○参事 そうですね。それは最終報告書には入れたいと思います。

○委員 「4)都への働きかけ」というところがありますが、上から3行目ぐらいに、「二

次保健医療圏は、都心部に向けての放射上」とありますが、これは多分、交通アクセスと

かネットワークの現状から放射上になっているということの説明を入れておいた方が、ほ

かの人がわかりやすいかと思います。

それから、しばらくいって、都への働きかけの下から四、五行目に、「保健医療計画の

見直しにあたっては」の、「現在の保健医療圏を疾病や各種事業単位に柔軟に見直し」の

ところは、この表現ではなくて、見直しにあたってはその圏内では完結していないという

ような現状を踏まえて、その後の支援策をつくるというような文章に直した方が、よりい

いと思います。今の文章では、医療圏をその都度、目的別に変えているというように読め

てしまいます。
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○参事 確かにそうですね。

○委員 それから、5)で、「区民への普及活動の強化」のところに、最初に救急車の話が

出てきますが、現状と課題ではこのことについて特に触れていなかったと思います。あえ

てここにこういう表現を入れるのであれば、もう少し「現状と課題」のところに認識を出

した方がいいと思います。

多分ここでは、先ほど話が出た保健医療情報みたいなことは、この後ろの方の医療資源

をうまく使っていくというところも、一つの材料に入るのかなという感じがします。

○参事 この辺を集めてくると、もう少し違った表現になるかもしれませんね。

○委員 根本的には、区民が安心して、あるいは安全で良質の医療を受けられるかという

ことです。決して究極の目的が、杉並区民の医療はすべて杉並区内で受ける方がいいとい

うわけではないのに、こうして見ると、区内完結説が表に出て、あれもこれも足りない、

となっています。本来そこを強調すべきではないと思います。

○参事 そうですね。区単位で考えるのはなじまないというのは、「はじめに」のところ

では言っていますが、もう一回、ここの提言のところで言うか、もしくは、最終報告書を

まとめる中で、「おわりに」の項目をつくって、そこで改めて押さえるということも考え

られると思います。

○委員 杉並区民が質、量ともに十分な医療を受けられるかどうかで決まるわけで、区内

かどうかでは決まるわけではありません。

○参事 そうですね。そのときに、例えば長期の入院が、なるべくなら近くのところの方

がいいだろうし、救急の搬送もできれば近いところへ搬送されるのが望ましいということ

が原則だろうと思います。

○委員 一つの条件としてはそうですが、実際は、区境なんかはみんな意識しないで生活

しているわけですね。

○参事 そうです。そこを、「おわりに」ということで、もう一回押さえるのがいいかも

しれないと思います。

○委員 あと、もう一つお願いですが、「二次救急の充実」ということを書いていただい

たことはありがたいのですが、今、現状として二次救急病院が減っているということを、

知らない方が多いのです。東京都の中の救急病院はどんどん閉鎖していますし、むしろこ

の20年間、区内で救急指定を新しくとったのは東京衛生病院だけではないでしょうか。

区内では五つ、六つの病院がクリニックになったり、リハビリテーション病院になった
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り、救急の指定を取りやめたりしているという現状を、盛り込めるといいと思います。

○参事 そうですね。東京都全体としても休日全夜間の事業の病院は減っているのでしょ

うか。

○委員 たしか、全体の病床が減ったのと同じように、救急も減ったと思います。

○委員 辞退は結構ありますね。杉並区も、もとは八つの指定を受けていましたが、七つ

に減りました。病院への救急搬送数のハードルがあって、それを越える必要があるという

ことと、救急に対するそれぞれの病院のパワーが落ちてきて、救急搬送を受け入れる件数

が少なくなっているというケースが結構あって、その現状はなかなかわかっていただけな

いという状況です。

○参事 わかりました。減っているという現状を加えます。

○会長 あと、17ページの⑤ですが、最後のセンテンスで「特に区南部地域では区外搬送

率が80％を超え」ている、となっています。この表現は、地元住民にとっては刺激が強い

かと思いますが、これは当然、渋谷や世田谷に隣接しているからだということもあります。

確かに今までの議論の中に出てきましたが、これを何とかしろという話になるのではない

でしょうか。

○参事 どこかに書かなければいけない事実だと思い、ここで触れました。

○委員 これは救急直近の原則があって、病院が世田谷の方が近い、そちらの搬送がいい

ということで行かれているわけですね。

○参事 ただ、救急出動活動時間も長かったのです。単に、区外に出ているだけならば、

直近へ行っているからですねという話でよかったのですが、時間もかかっているので、事

実としては書いておく必要があると思いました。ただ、対策としては、区全体の救急対応

力の向上でしか解消できないだろう、というスタンスがいいかと思いました。

○会長 もし問題がないのであれば、問題ないということを言っておいた方がいいと思い

ます。

○参事 ここは、もう少し説明した方がいいでしょうか。

○会長 はい。これだけ見たら、住民が騒ぐような感じがします。

○委員 確かに病院がないことは事実ですが、でも、そんなに困られていないというふう

に感じています。

○委員 たまたま、この年はそうであったのかもしれないので、本来はもう少し長期的に

見れるといいのですが。
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○参事 単に区外搬送率が高いだけで、時間が変わらなければ、区外の近いところへ行っ

ているという理解でよかったのですが、時間もかかっていたので、多少課題があるかと思

っています。

○会長 あと、何かありますか。

○委員 5番は、医療体制がどうこうというよりも、救急病院が少ないという話ですね。

だから、救急病院をこの辺につくったほうがいいという話なのでしょうか。

○参事 場所についてまでは言い切れないと思いますが、やはり、こういう状況なので、

二次救急病院の数が増えるか、1病院当たりの対応力が向上するかと、そういうことが必

要だろうということです。

○会長 ほか、全体を見られていかがですか。

あと、何回でしたかね。

○参事 あと1回です。今日いただいたご意見をもとに修正したものを、再度確認してい

ただき、その上で、杉並医師会、区内の病院、区議会議員にも公開してご意見をいただき

たいと思います。それを最後の6回目の検討会で議論していただいて、報告書として取り

まとめたいと考えています。

○委員 救急医療情報の発信という話が、先ほどありましたが、できれば、そこにうちの

救急相談センターの♯7119も入れていただければと思います。

○参事 結果と概要のところで、10)がその他になっていますけども、10)のところに医療

情報提供体制なども入れて、整理をしていくという感じでしょうか。

○会長 もう一つ、医療機能評価機構の「Ｍｉｎｄｓ（マインズ）」という診療ガイドラ

インのページがあるので、そういうところも載せたらいいと思います。

そろそろ時間ですが、もしあとで何か不明な点や修正事項があれば、事務局にお伝えす

る形でよろしいですか。では、それでお願いいたします。

○副参事 どうもありがとうございました。

では、次回の日程調整ですが、事務局としては3月中旬以降で、日程を決めさせていた

だきたいと思います。

（ 日程調整 ）

○副参事 では、3月24日の水曜日、午後7時ということでお願いいたします。

それでは、よろしいでしょうか。きょうは、どうもありがとうございました。


