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午後 １時３０分開会 

○健康推進課長 それでは、定刻になりましたので、平成27年度第２回新宿区地域保健医療体

制整備協議会を始めさせていただきます。 

  私は、暫定的に司会を務めさせていただきます新宿区の健康推進課長、中川でございます。

よろしくお願いいたします。 

  まず開会に先立ちまして、事務局から委員の変更についてご紹介させていただきます。人

事異動によりまして１名の新しい委員をお願いすることになりました。委員につきましては、

委嘱状は事前に郵送させていただいているところでございます。新しくお願いした委員は、

東京医科大学病院院長の土田明彦委員でございます。よろしくお願いします。 

○土田委員 東京医科大の院長を務めております土田です。専門は消化器外科です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。（拍手） 

○健康推進課長 ありがとうございました。 

  続きまして、出欠状況の確認でございますが、本日ご欠席のご連絡をいただいている委員

は、新宿区医師会、星野委員、それから若松町高齢者総合相談センター、菅佐原委員、新宿

区町会連合会、大崎委員の３名でございます。 

  また、国立国際医療研究センター病院につきましては大西副院長、慶應義塾大学病院につ

きましては三村副院長、大久保病院につきましては林副院長、新宿区社会福祉協議会につき

ましては井下事務局次長に、代理出席いただいております。また、秋山委員は遅れてのご参

加というご連絡をいただいております。 

  よって本協議会設置要綱第６条３項に基づき、定足数を満たしておりますので、本協議会

は成立しているということをご報告申し上げます。 

  続きまして、本日の資料を確認させていただきます。 

  資料の１から10、５番を除きまして10までが、あらかじめ郵送させていただいているほか

に、本日机上に資料の５、それから秋山委員から提出されました第48回暮らしの保健室勉強

会というＡ４サイズの資料と、ミモザの家というパンフレットがワンセットになっているも

の、それから三村副院長からご提供されました厚生労働省自殺未遂再企図防止事業について

という１枚のもの、それから万代委員からご提供されましたパンフレットでＪＣＨＯと大き

く書いてあるもの、以上、この４点を、今日机上に配付させていただいているんですが、も

し不足がございましたら挙手をお願いします。よろしいでしょうか。 

  続きまして、マイクのご説明をさせていただきますが、ご発言の際には、「発言」という
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真ん中のボタンを押すと緑のランプがつきます。ご発言が終わりました際には、もう一度押

していただくとマイクが切れるということになりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  また、本日は、記録のために録音をさせていただきますので、あらかじめご承諾いただけ

ればと思います。また、ご発言の際は、お名前をおっしゃった上でご発言いただきますよう

重ねてお願い申し上げます。 

  それでは、これからの進行につきましては木島会長にお願い申し上げます。木島会長、よ

ろしくお願いいたします。 

○木島会長 それでは、次第に従って議事に入ります。 

  議事の１つ目は、新宿区における地域包括ケアの実現に向けた医療のあり方についてです。 

  ご議論いただくに当たり、まずは平成27年度在宅療養支援事業の進捗状況について、事務

局よりご報告をお願いいたします。 

○健康企画・歯科保健担当副参事 健康企画・歯科保健担当副参事、矢澤でございます。それ

では、着座にてご説明させていただきます。 

  まず資料１をお手元のほうにお開けいただけますでしょうか。平成27年度の在宅療養支援

事業実績中間報告及び進捗状況という、ホチキスどめのものでございます。今回の地域包括

ケアの実現に向けた医療のあり方についてというこの議事につきましては、今年度行ってま

いりました在宅療養支援事業の到達点を確認しつつ、今後またどういった方向で進めていこ

うかということをご議論いただく場でございますので、まだ実績は途中でございますが、若

干ご説明させていただきます。 

  まず１枚めくっていただきまして、Ａ３の全体の事業の取り組み状況というところをご覧

いただきたいと思います。毎年、大変事業が多岐にわたりますが、手短にご説明させていた

だきます。 

  大きな柱は左側のところに黄色い網かけのところに書いてございますが、在宅医療体制の

強化というところにはさまざまな事業を取り組んでおります。事業の１としましては、①と

して在宅医療ネットワークの構築ということで、この青い網かけのところを見ていただくと、

今年度の実績をそこに書き込んでございます。今年度は１つ研修会としては、「地域包括ケ

アシステムにおける在宅の栄養管理」ということで、特に栄養士さんに在宅訪問するような

そういった取り組みについて医師会の事業の中で取り組んでいただきました。それにつきま

しては、１枚、次のところにチラシがつけてございますが、第２回かかりつけ医研修会とし
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て、これはＮＨＫの「プロフェッショナル仕事の流儀」に出られた中村育子さんに、地域包

括ケアシステムにおける在宅の栄養管理についてお話をいただいたところでございます。 

  続きまして、③のかかりつけ歯科医機能の推進につきましては、再び右を見ていただきま

すと、研修会として新宿区歯科医師会、四谷牛込歯科医師会の会員の先生方164名の方にお

集まりいただきまして、「在宅歯科医療と口腔ケアの実際」ということで、これは口腔ケア

と誤嚥性肺炎を、米山武義先生にご講演をいただき、大変貴重なご講演をいただいたところ

でございます。 

  それから④については緊急一時入院病床の確保、これは東京新宿メディカルセンター並び

に東京山手メディカルセンター、そして大久保病院の３病院に大変ご協力いただきまして、

緊急の方々を受けていただけるベッドを確保しているところでございます。これにつきまし

ては５ページを見ていただきますと、現在の入院病床確保事業の病床利用実績が12月分まで

掲載してございますが、今年度は少し利用実績についてまだ十分とはいかない状況でござい

ます。 

  続きまして、⑤訪問看護ステーション連携促進という事業でございますが、これは新宿区

の在宅療養支援係が地域の訪問看護ステーション、30を超える訪問看護ステーションがござ

いますが、集まっていただきまして、研修を行ったり連絡会等を行っているところでござい

ます。今年度はここに掲げてあります研修会として「訪問看護に役立つフィジカルアセスメ

ント」ということで実施させていただいたところでございます。 

  それから⑥は訪問看護ステーションの人材確保ということで、訪問看護ステーションに看

護師の人材が就職していただくための事業でございます。 

  そして⑦として地域連携支援事業、これは今年度は聖母病院様にご協力いただきまして、

昨年10月９日に実施したところでございます。７ページをご覧いただきますと、実際には事

例を通したグループワークを行いましたが、医師・歯科医師を初めさまざまな職種の方々が

集まって、地域における病院と地域の連携をするための会として行っているところでござい

ます。 

  戻りまして⑧でございますが、摂食嚥下機能支援事業という、新宿区では新宿ごっくんプ

ロジェクトという通称で、医師、歯科医師、看護師、言語聴覚士、歯科衛生士、栄養士と、

さまざまな専門職が、連携用のツールを使って医療連携をしていくということを行っており

ます。これにつきましてはちょっと特別なので14ページを見ていただけますでしょうか。13

ページの裏側、ごっくん通信、裏側になりますが、上段のところで、今年度は７月より新宿
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区医師会の医師会区民健康センターにおいて、在宅療養中あるいは施設入所中の嚥下障害患

者さんに、国立国際医療研究センター病院の田山先生と藤谷先生のご協力をいただいて、実

際の患者様で研修を行うという事業を、７月から医師会の事業として組んでいただいて、月

１回土曜日に行ってございます。ここには歯科医師会の先生を初めさまざまな福祉職の方々

も集まっていただいて、実地の研修をしているところです。これは産経新聞にも取り上げら

れまして下段にありますような記事で紹介をされ、藤本理事のコメントも掲載されたところ

でございます。非常に先駆的な事業ということでご紹介いただきました。 

  また戻りまして次に９番ですが、ケアマネジャーとかかりつけ医等との交流会ということ

で、これは福祉部が所管しております高齢者総合相談センターの方々が、地域のかかりつけ

医、かかりつけ歯科医、あるいはさまざまな方々と連携することを目的とした交流会でござ

います。15ページを見ていただきますと、昨年11月13日にＢＩＺ新宿で行いましたが、木島

会長を初め歯科医師会の会長などさまざまな方々にご参加いただきまして、地域のケアマネ

ジャーの方々とグループワークをされたところでございます。 

  続きまして、10番の在宅医療相談窓口の運営ですが、これは新宿区の四谷保健センターの

中に在宅医療相談窓口を在宅療養支援係が開設しておりますが、これにつきましても、在宅

医療について実際に区民の方あるいは関係者の方から受けた相談が、今年度は12月31日現在

で延べ379件ということでございます。また、がんに関しては、本日少々遅れておられます

が、秋山委員の暮らしの保健室でがん療養相談窓口を月１回行っておりますが、実績はそこ

に記載したとおりでございます。 

  次のＡ３の裏ページを見ていただければと思いますが、在宅療養にかかわる専門職のスキ

ルアップ、いわゆる人材養成としては、今までも病院の先生方に大変ご協力いただきまして、

病院職員の訪問看護ステーションでの実習研修を行っているところでございます。11番でご

ざいます。これは区内の基幹病院のほうから推薦された看護師の方々が、実際に訪問看護ス

テーションで実習をして在宅のイメージをつかみ、また、在宅療養というのに実際に触れて

いくということでございます。これにつきましては17ページをご覧いただきたいと思います

が、実際に研修に参加する看護師さんたちの実務経験というと、最初に始めたころには５年

未満の新卒の方が多かったんですが、現在は５年から９年という中堅の方々が多いという実

態が、４番のグラフのところでわかってまいりました。また、服務の取り扱いについては下

段のグラフの中で、当初は自主的に出るという形でしたが、今は病院の大変なご協力をいた

だいて、研修そのものに位置づけていただいたり職免にしていただいたりということで、大
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変出やすい環境が整いつつあるというふうに伺っております。 

  続きまして、12番の看護小規模多機能型居宅介護実習研修ということでございます。これ

は看護小規模多機能型居宅介護という非常にまだ耳なれない言葉で、昔は複合型というふう

に言っておりましたが、ここで福祉職の方の研修をするという、ヘルパーなどの介護職員の

方々が医療的な視点を持ってケアを行っていただけるように、訪問看護ステーションに併設

している施設で体験実習をするといった研修でございます。これは19ページを見ていただけ

ればと思いますが、これは「わいは」という看護小規模多機能型居宅介護の施設において実

際にヘルパーさん等が、医療的な視点を身につけて、実際に自分が介護をしていく中で、そ

ういった視点から医療職と連携をとっていくための研修でございます。実は大変先駆的な事

業ということで、「介護保険」あるいは「保健衛生ニュース」といった専門の雑誌にも事例

として紹介されて、来年度は白十字訪問看護ステーションのミモザの家でも、またさらに拡

充していくという予定になってございます。 

  そして最後ですが、14番ですが、これは在宅療養に対する理解を区民の方々に促進するた

めに、がん患者・家族のための支援講座といったことを、今、委託事業として行っておりま

す。暮らしの保健室のほうで、がんとともに生きるときに食事の問題ですとか生活の問題を、

いろいろな面で協力をしていただく場として活用いただいております。 

  後ほどまた第三次実行計画の中で今後の計画についてはご説明いたしますが、27年度の実

施状況は以上でございます。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  説明についてのご質問はどなたかございますでしょうか。いかがでしょうか。 

  特にございませんか。 

  それでは、ご報告のあった事業についてご意見を伺いたいと思います。 

  聖母病院の市瀬先生、今のご説明いかがでしょうか。 

○市瀬委員 先ほど矢澤様からお話がありましたように、昨年の10月、資料の中にあります

「介護と医療の垣根を越えて～安心して在宅療養を送るために～」ということで、前回が東

京医科大学の坪井院長、今回を私のほうで行いました。私どもの病院は、周辺部にございま

して宅地の中にございますので比較的地域の関心が高く、私どもの病院は特にたくさんの方

がお集まりになります。資料７にございますように、地域の医療の連携が非常に大切である

ということは、皆様再認識されまして、また、顔の見える交流が行われたということが有意

義であったというふうに思われます。ただし、新宿区内にはひとり暮らしの方が増えまして、



－6－ 

また、家族がおりましても高齢者の方を介護するという介護の仕手が足らないと、人員の不

足ということを痛感した次第でございまして、これからは地域包括ケアを進めまして高齢者

の方を地域で支える取り組みが、医療を含めて重要だということを再認識させていただきま

した。 

  以上でございます。 

○木島会長 地域のケアマネジャーとの交流会の開催をいただきましてありがとうございまし

た。 

  それでは続いて、四谷牛込歯科医師会の磯山委員に、ケアマネジャーとの交流会に歯科医

師会が初めて参加されたと伺いました。歯科医師会としてケアマネジャーなど介護職との連

携についてどうお考えでしょうか。ご意見をお聞かせください。 

○磯山委員 四谷牛込歯科医師会の磯山と申します。 

  昨年11月13日にＢＩＺ新宿で、私も会議に参加させていただきました。木島会長を始めそ

れぞれが数名のグループに分かれて、提示された症例について話し合うような形で開催され

たんですが、日ごろなかなかケアマネの方とかと交流する機会がなかったので、非常にそう

いう意味では参考になるお話があったと、歯科としても、介護という土俵の上で一つのアイ

テムとしてお手伝いできることがあるんじゃないかと、痛切に感じることができました。 

  そのときに少し思ったのですが、高齢者の方というのは常にかなりお薬を飲まれていて、

なおかつその管理とか飲み方とかいろいろ、嚥下に関しては我々の分野でもあるんですけれ

ども、そういうこともあるんで、次の機会があれば、ぜひ薬剤師の方にも参加いただけると

さらに良い会になるのではないかと、そういうように感じました。 

  以上です。 

○木島会長 あの会は非常に活発で良かったと思うんですが、その会で感じたんですけれども、

いわゆる普通の医者であれば分かるようなことというのは、医療職以外ですとなかなか気づ

かないという点もあるのかなと。ああいう会、患者さんについて討論するときに、医者が医

者の立場でまず意見を言ってから進めるということが、大事だなということだろうと思いま

すし、今言われたように薬剤師会の方もぜひその会に、これからは参加をお願いしたいなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、ケアマネジャーネットワーク新宿連絡会の塩川委員に、交流会には多くのケア

マネジャーが参加しており、年々活発になっているように感じますけれども、医師や歯科医

師会との連携についてご意見ございましたらお聞かせ願いたいと思います。 
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○塩川委員 ケアマネジャーネットワーク新宿の代表をさせていただいています塩川と申しま

す。 

  地域包括ケアシステムが進む中で、先生方を初め大きな病院の先生、かかりつけの先生、

歯科医の先生方に、声をかけていただきましてこういった研修会をさせていただきまして、

非常にケアマネジャーとしては現場のケアに役立っていると感じております。地域包括ケア

システムが推進されてきているんだなというのが実感としてあります。 

  先日もグループワークをやったときに、しっかりとした医療情報とか対応の仕方とか、さ

まざまなそういった知識を教えていただき非常に参考になったとともに、その会が終わった

後、現場で実際にケアに携わったときに、顔の見える関係というのがグループワークででき

て、連絡とか連携をとるときに非常に役立ちました。実際にそういったケースもあって非常

によかったです。今後もそういった学習会を継続して行っていただけると、ケアマネジャー、

介護職としては非常にありがたいので、ぜひご協力をよろしくお願いします。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  どうぞ。 

○健康企画・歯科保健担当副参事 今の地域連携推進事業、先ほど市瀬委員がおっしゃられた

とおりですが、毎年１病院にお願いして毎年行っているのですが、昨年度は東京医科大学病

院にお願いしまして、一昨年度は国立国際医療研究センター病院ということで、大体一巡し

ました。来年度は慶應義塾大学病院さんにお願いしてするということで調整をさせていただ

いております。そこで一巡いたしまして、また次を計画するという形になろうかと思います

のでよろしくお願いいたします。 

○木島会長 ということですので、よろしくお願いいたします。 

  次に、在宅療養専門部会部会長である鶴岡委員から、今年度の在宅療養専門部会について

ご報告をお願いいたします。 

○鶴岡委員 鶴岡です。よろしくお願いいたします。 

  資料２というものをご覧ください。資料２、在宅療養専門部会開催報告ということで、今

年度は昨年８月と今年の１月と２回にわたって部会を開催しました。中ほどの第１回の３の

議事というところがございます。そこに１、２、３と３つ項目がございますけれども、主に

やったのはこの３つの項目でございます。 

  まず１つ目は、看取り、緩和ケアに関する意識啓発ということで、これまでもあったハン

ドブックですけれども、これに看取り、緩和ケアを追記したものを普及するという活動をい
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たしました。各委員から普及活動の状況について報告があり、共有させていただきました。 

  ２つ目、在宅医療ネットワークの構築ということで、地域の医療・介護の資源について状

況を把握し、リスト化してマップをつくろうというような提案があり、これをやる方向にな

りました。この２番目のマップをつくる取り組みというのが、今年度一番力を入れた取り組

みでございます。 

  そして３つ目は、高齢者保健福祉計画における指標ということで、従来使っていた指標を

見直し、また新たにつけ加えるものがないかということを議論させていただきました。具体

的な話というのは、第２回の先月の会議のときにグループワークをして、皆さんで意見を交

わしたということでございます。 

  その次のページの別紙１というところをご覧ください。別紙１はマップについてこのよう

な内容でやりますというようなことが書かれています。目的は３つありまして、行政向けの

もの、それから専門職向け、区民向けのものということで、在宅の連携を促進させ支援する

ようなものになっています。仕様というところをごらんいただきますと、関係者用のものと

区民向けのもの、ウェブ版とありまして、関係者向けのものは260ページと情報が満載され、

区民向けとウェブ版のものはそれを短縮したものというふうになります。その下の冊子の構

成というところは章立てでございます。そして次をめくっていただきますと別紙２というの

がございまして、ブルーの色のついたものなどがありますけれども、これはどういった情報

を載せるかというものを、委員の皆さんでグループワークをして検討して、こういった内容

を載せようというものになっております。大変盛りだくさんな内容になりますけれども、議

論した結果、このような方向で進めております。 

  また資料２に戻っていただいてもよろしいでしょうか。資料２の真ん中の３の（３）の指

標についてというところについては、なかなか地域連携とか多職種連携を評価する指標とい

うのが現状ではなかなかないと、専門家にもいろいろ問い合わせをしたりしてみたのですが、

ないということで、ここでやることがまた新たな取り組みになるのではというふうに思って

おります。 

  以上まとめますと今年度は、看取り、緩和ケアに関する内容を追記した在宅療養ハンドブ

ックを利用した普及啓発、そして今後の在宅医療における課題・方向性についての検討を行

いました。特に次年度に作成する地域の医療・介護資源リスト（マップ）などの具体的な検

討を行いました。 

  以上になります。 
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○木島会長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明について何かご質問ございますでしょうか。特にございませんでしょうか。 

  それでは次に、新宿区における地域包括ケアシステムと第三次実行計画について、事務局

よりご説明をお願いいたします。 

○健康企画・歯科保健担当副参事 それでは私のほうから、第三次実行計画における地域包括

ケアの支援の仕方等についてご説明させていただきます。 

  まず新宿区の高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画というこの机上の冊子をごら

んいただきたいと思います。この青い冊子ですが、これは今年度から27、28、29、３カ年間

の計画として策定してございますが、粗々見ますと、まず34ページをあけていただきますと、

地域包括ケアシステムというのは、住みなれた地域で最後まで自分らしい生活を送っていく

ということが目標になってございます。地域と言う場合の地域はどの程度の地域を想定する

かということで、ここに書いてございますように、日常生活圏域10圏域を地域型高齢者総合

相談センター９カ所で現在所管しておりますが、こういった地域の中で身近なところで地域

ケア会議等を開くというようなことが、今後の方向になっていくと思います。 

  そして36ページをご覧いただけますでしょうか。特に高齢者保健福祉計画では３点の重点

事項がございます。左下のところにございますが、１つは認知症高齢者への支援体制の充実、

そして私どもの所管といいますか、地域における在宅療養支援体制の充実、そして地域の活

力を生かした高齢者を支える仕組みづくりと、この３点でございます。 

  また、それを地域包括ケアシステムのイメージ図としたのが、43ページの見開き３番のも

のでございます。これは前回もご説明いたしましたが、こういった医療以外の「介護」です

とか「住まい」ですとか「介護予防」、「健康づくり」等、さまざまな柱が、ここに網羅さ

れてございます。 

  そしてそれを具体的にしたものが資料３になります。横型の資料３でございます。ここに

今お話ししましたものが実行計画として、具体的に28、29年度２カ年間このような形で進め

ていこうという案でございますので、まだ議会の議決をいただきませんと予算としては認め

られる形になりませんが、粗々予定している内容がここに書いてございます。今、在宅療養

専門部会の部会長からお話があった、新宿区として、在宅医療や介護に関する社会資源とし

ての医療機関やあるいは福祉施設の全体のさまざまな情報を、マップとして把握するという

のが真ん中の破線の部分で、新宿区が具体的に来年度行うことにしてございます。 

  それからこの図の上のほうに在宅療養支援窓口というピンク色の細長い四角がございます
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が、これは１つは在宅医療相談窓口という先ほどご説明した四谷保健センターの中にある窓

口が、特に医療の相談を、また、左側の高齢者総合相談センターの部分が、高齢者の生活や

暮らしのさまざまな相談という意味で、この両者が連携して協力しながら、地域の高齢者の

方々のさまざまな在宅療養を支援していくといった形になってございます。また、特別にが

んについては、先ほどお話ししたがん療養相談窓口を暮らしの保健室にお願いしてございま

すが、来年度以降は、現在月１回土曜日だけでございますが、これを月曜から金曜日の平日

も行う形に拡充しようというのが、実行計画上での新たな拡充でございます。 

  それから右の中段のところですが、これは新宿区医師会にお願いしてかかりつけ医、在宅

医、そして病院の、さまざまな連携によって地域包括ケアを進めていこうということですが、

特に新規としまして在宅医療・病院のネットワークの構築ということで、これは木島会長に

ご指導いただきながら、患者様をしっかり地域の中で支えていけるための体制づくりを、来

年度はしっかりと構築していくということで連携を支えていく予定でございます。 

  それから左側の今度は上のほうになりますが、四谷牛込歯科医師会と新宿区歯科医師会、

両歯科医師会にお願いして在宅歯科医療の推進ということで、特に従前等は補助金で行って

おりました事業を、来年度からは区として実行計画に位置づけたものでございますが、特に

症例の検討をするということを今回新たにつけ加えまして、症例検討会などを行いながら、

具体的に医療と介護の連携を進めるための仕組みをさらに充実を図っていくという予定にし

てございます。 

  それから先ほどもご議論ございましたが、今回から薬剤師会にお願いいたしまして、在宅

における薬剤師の方々の在宅医療への参加促進ということを新規にうたってございます。こ

れは在宅の患者様の服薬管理等さまざまな薬についての事業を、ここで検討していただく予

定でございます。 

  それから下の段の中ぐらいですが、在宅医療・介護の人材養成ということで、１つは先ほ

どご説明した看護多機能型居宅介護実習研修を、来年度から現在１つの事業体が運営してい

ますが、２つの事業体に拡充してさらに行っていく予定にしてございます。また、新規とし

て多職種連携研修会を、さらに充実させるということにつながるようにしたいと思っており

ます。これは今日ご参加の秋山委員のところの株式会社ケアーズにお願いすることにしてお

ります。 

  最後、右下でございますが、こういったさまざまな取り組みを区民の方々とともに共有す

るためのシンポジウムとして、在宅療養理解促進・連携促進のためのシンポジウムを来年度
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は行いたいと、このような形で地域全体で底上げをしていくということを考えてございます。 

  説明は以上でございます。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいま事務局からご説明がありましたけれども、新宿区における地域包括ケ

アシステムの構築に向けた各機関の役割や課題について、それぞれのお立場からご意見をい

ただきたいと思います。これから申し上げますので、以下の順で各委員からご意見をいただ

きたいと思います。 

  東京新宿メディカルセンターの谷島委員、最初によろしくお願いします。 

○谷島委員 東京新宿メディカルセンターの谷島です。 

  私どもの組織は、この後の万代院長から、独立行政法人地域医療機能推進機構というとこ

ろをどうするかということの説明があると思うんですけれども、大きな命題の一つに地域包

括ケアをしっかりやるということがありまして、その一環として私どもは、この１年地域包

括ケア病棟というものをつくってそこの運営をするということを、１つやっております。ま

だまだなんですけれども、40床ほどを運用して地域で入院を必要としている患者さんを受け

入れて60日で返すということをやっています。60日で返さなくてはいけないのでなかなか大

変なのですが、そういうような仕組みになります。 

  もう一つは上から、上からと言うとおかしいのですが、我々の機構から来る命題として訪

問看護ステーションを運営するということがあります。私どもは500床以上ある急性期病院

ですが、全くそういうことの経験がないのですが、地域包括ケアの一環として訪問看護ステ

ーションを開設するということで、この２月よりみなしで開設をしております。４月から本

格的な運用を目指しております。 

  私どもが三十幾つ新宿区に訪問看護ステーションがある中でどういうことができるかとい

うことが問題なんですけれども、病院併設ということでできるだけ病院と連携をとって、例

えばがん患者さんの化学療法で少しまだ落ちついていないような方とか、あるいは精神科的

な疾患でちょっと落ちつかないような方ということを中心に、訪問看護を展開していこうか

なということであります。 

  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  続いて、大久保病院の林副院長から、同様に地域包括ケア病棟を持つ病院としていかがで

しょうか。 
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○林副院長（櫻田委員代理） 大久保病院の林でございます。 

  私どもも一昨年から地域包括ケア病棟を49床作って運営していますけれども、厚生労働省

が目指すような地域包括ケアシステムの中での地域包括ケア病棟の運用とは、少し違います。

実際には地域の患者の支援をしたいんですけれども、私どもに来られる患者さんというのは、

非常に重症の患者さんが多うございます。そうしますと、いろいろな検査をしておかなけれ

ばいけないという建前がありまして、どうしても最初に地域包括ケア病棟というところに入

院させるとなかなか制限があるということで、重症の患者さんは急性期病棟に今は受け入れ

るようなシステムをとっております。将来的には、厚労省の狙っているようなそういう地域

包括ケアシステムに乗せたいと思っておりますけれども、もう少し運営のノウハウに時間が

かかるんではないかというふうに思っています。もう少しこの点は一、二年努力したいと、

大久保病院では考えています。 

  以上です。 

○木島会長 そうしますと、ほかの急性期病院においても今すぐにこういう地域包括ケア病棟

を作るというのには、もう少し経験が必要かということですか。 

○林副院長（櫻田委員代理） どういう患者さんがそこにおいでいただくかということに、か

なりかかわってくるんではないかと思うんです。例えばちょっと急変した患者さんであれば

問題はないのですが、非常に重症化してしまった患者さんは、そこでは非常に扱いにくいと

いうことで、また後で万代先生もお話しされると思いますけれども、今年の４月からは少し

地域包括ケア病棟の運営も、例えば手術の点数が増えるとか少し良くなるのではないかと思

いますけれども、恐らくこれは地域の住民とそれから病院あるいはかかりつけの先生との３

者の話し合いにはなると思いますけれども、この程度であれば地域包括ケア病棟に入れる、

この程度であれば急性期病床に入れると、お互いに急性期病床に入れても落ちつけば地域包

括ケア病棟のほうに移して、在宅、かかりつけ医に戻すというようなシステムが、多分一番

理想的ではないかと思います。この病棟だけに受け入れるというのはちょっと不合理かなと

いうふうに、現時点では考えております。 

○木島会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、東京山手メディカルセンターの万代委員から、医療連携など地域包括ケアに向

けての取り組みについて、今の話も含めてお話を聞かせていただきたいと思います。 

○万代委員 まずお手元の机上に配付させていただきました資料がございます。谷島先生と打

ち合わせまして出させていただきました。ＪＣＨＯという横文字ばかりが出ておりますが、
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ＪＣＨＯでお見知りおきいただければと思っております。おめくりいただいてその中に、お

恥ずかしいことですが、少し誤字があるということで正誤表が入ってございますので、主と

して病院名でございますけれども、これは割愛することといたしまして、めくった１ページ

目の左側のページでございます。そこにＪＣＨＯの理念ということで、地域との密接な関係

で地域医療を支えていくということを書かせていただいているところでございます。 

  次に３ページ目でございます。ここには概要がございますので後ほど参照いただければと

いうことでございます。 

  今日は地域包括ケアのお話でございますので、もう一枚おめくりいただいて５ページの右

側の下のほうでございます。地域包括ケアということで、２行目の最後から３行目ですけれ

ども、地域協議会を開催し、関係者の意見を参考にしながら病院の運営に努めているという、

地域の声を拾い上げるというものは機構にもございますので、このような事業も谷島委員の

東京新宿メディカルセンターと一緒になって活動しております。 

  そのほかＪＣＨＯの概要としまして、そこの図にございますように病院が57でございます

けれども、その他にも訪問看護ステーションあるいは介護老人保健施設、さらに地域包括支

援センターというものもございまして、このことを全部取りまとめて総体として、一体とし

て地域包括ケアを推進していこうということだと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  次に、当院の状況でございますけれども、当院は今のところ地域包括ケアあるいは地域と

の連携ということにつきましては、まず地域の方々と地域の医療関係者、介護も含めてでご

ざいますけれども、情報交換会をしてございます。これまで３回やっておりまして、来る19

日に第４回を開催予定でございます。先ほど顔の見えるというようなことで塩川委員からも

お話がございましたけれども、そのような形で、ここには医師も多いときでは10名以上は出

ておりまして、医師も含めた形での地域の方々の連携をするということを活動としてしてお

ります。さらには私のほうも、これからは急性期の病院として病院完結型だけではだめなん

だということで、地域の中で完結するというようなことで、連携が必要というようなことを、

挨拶で言ったり文章に書いたりして進めているというのが現状でございます。 

  それから少し林先生がおっしゃった地域包括ケア病棟の４月からの診療報酬改定について

は、急性期の患者さんが地域包括ケア病棟に入りますと、救急患者さんなのでかなり長期間

かかる可能性があるということで、なかなかそういう患者さんは引き受けにくいと、運用上

の事実がございましたので、手術と麻酔に関する点数全て包括外にするというふうなことも
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ありまして、少し運用しやすくなると。そういった意味では急性期の病院からの回復機能だ

けでなくて、地域での緊急性、病状が変化したという方を徐々に引き受けていくということ

で、まさに地域包括ケアに必要な高齢化社会において地域における緊急時の医療の質や技能

を、今後も厚労省としても少し育てていこうと、そういったような姿勢ということで、今年

度内についてはまだ包括内でございますので、なかなかそこら辺厳しいところありますけれ

ども、まず第一歩としてそのような施策がとられているというところでございます。 

  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、マイウェイ四谷の南委員から、病院や地域からの患者を受け入れる老健施設の

役割としてはいかがでしょうか。 

○南委員 マイウェイ四谷、介護老人保健施設の南と申します。 

  我々のところは入所100名で全室個室になっておりまして、入所者さんは月の大体平均15

名ぐらい入退所、15名ずつぐらい入退所しております。半数以上が病院からのご紹介という

形です。あと半分は施設もしくは在宅から来られている。退所のほうは大抵一昨年度は20％

前後の在宅復帰率だったんですけれども、昨年秋ごろより30％を超す在宅復帰がある。これ

は世の中が在宅へ誘導している、もしくは行政や他の職種の方々が努力なさって、だんだん

一般的に在宅へ行くという方向が進んできているのかなと、特に努力しているわけじゃなく

て在宅化が進んできているというのが感想です。 

  大体85から90歳代が中央値で、年齢的には、認知機能テスト、ＭＭＳＥやＨＤＳ－Ｒ（長

谷川式）をやると、大体90％ぐらいの方は認知機能障害、体の機能障害としては、大体70％

の方が車椅子が主体の生活ということでございます。 

  本来の我々の施設は、リハビリをしながら在宅へ誘導するという建前でございますので、

もう一つは患者さん、家族のレスパイト、ショートステイでございますが、大体100床のう

ち３から５床ぐらいがショートステイとして利用というような状況でございます。平均在所

日数は250日を切って、年々少しずつ短くはなってきている状況でございます。病院に半分

以上、帰っているんですけれども、病院が良いと言えば、一応お送りしたのはもう一度戻す

というふうな建前でやっております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○木島会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、在院日数の短縮が進む中、急性期病院、大学病院の立場での課題としてはいか
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がでしょうか。東京女子医科大学病院、田邉委員、いかがでしょうか。 

○田邉委員 ちょうどうちは建てかえが済んだところで策定中でございますけれども、全体的

に大学病院の病床は減る方向。大学病院がどういう形で慢性期に関わっていけるのか、かな

り難しい課題が含まれております。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、東京医科大学病院の土田委員、いかがでしょうか。今、いわゆる在院日数の短

縮化が進んでいますね。その中で急性期病院としての立場と課題について。 

○土田委員 今、東京女子医科大学病院の田邉委員からもご指摘がありましたけれども、先日、

東京都が主催して地域の保健医療計画の会議がございまして、そこに出席してきたんですけ

れども、地域包括ケアの中でいわゆる高度急性期それから急性期病院の数を見ますと、新宿

区はたしか４割か５割くらいベッド数が多いというそういった状況になっておりまして、当

院も現在1,015床ですけれども、４年後に新病院をつくるときには900床まで減らすという予

定になっております。その中で現在、在院日数が大体11日前後という非常に短くなっており

まして、いかに治療して在宅へ戻すか、あるいは地域の慢性期といいますか包括ケア病棟に

行くかという、その連携を円滑にする、そのシステムづくりが非常に重要かと思います。 

○木島会長 ありがとうございます。 

  それでは、国立国際医療研究センター病院、大西副院長、いかがでしょうか。 

○大西副院長（中村委員代理） 国立国際医療研究センター病院の大西です。 

  私どもの病院も、私は実は２年前にセンターのほうに大学から移ってきたんですけれども、

ＤＰＣ在院日数をもっと短くして特化させていかなきゃいけないということで号令かけて、

当時は14日台だったんですが、一般の在院日数が、今は11日ぐらいまでには落ちてきました。

あとＤＰＣのⅢ超えの長いほうを大分減らしてきたんですけれども、ますます連携していか

ないと難しい。一方で高齢の患者さんも多いし、ケアの必要な方も多いので、そういう方々

をどのように対応していくか。そうでない方は割と早く退院ができるんですけれども、いろ

いろな合併症を持っている方やご高齢の方はなかなか難しくて、どのように連携とって高度

急性期に特化させていこうかということで、非常に大きな課題になっています。 

  今、地域のいろいろな病床の見直しがされていて、新宿区はさっきも４割という話もあり

ましたけれども、中央区などは１割になっている試算も出ていましたけれども、当院として

もどういう超急性期をやるかということを、今非常に議論しているというところです。現状

です。 
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  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、慶應義塾大学病院、三村副院長にお聞きしたいんですけれども、先生は精神科

教授でもいらっしゃいますけれども、この地域との連携についていかがでしょうか。 

○三村副院長（竹内委員代理） ありがとうございます。 

  まず慶應病院全体としての現状と問題ということで申し上げると、今既にお話がございま

したように慶應病院も、急性期の比較的速い回転でずっと来ているところでございますので、

救急部の患者さんのスムーズな受け入れというものは非常に重要だと思います。中に行って

さらに救急部からその中で動かす仕組みをもう少し円滑にしていくというところ、それから

それを退院から地域につなげていく、そこは実は慶應病院はソーシャルワーカーが手薄でご

ざいまして、少し増員しつつあるんですけれども、そこをもう少し進めて円滑な動きにして

いきたいと、そういうように思います。 

  それから今お話しいただきました高齢者、認知症の方について、高齢者の中の非常に多く

の方が認知症を持っておられたり、あるいは非常にたくさんの合併症を持っているという中

で、実は慶應病院も認知症疾患医療センターに手挙げをしようとしたんですけれども、今は

あと少し経過を見てというところです。私自身が思っておりますのは、特に認知症あるいは

在宅でおられる方の中で合併症をお持ちの方について、比較的スムーズに入院治療につなげ

る。それから慶應病院は非常に医療体制が整っているというふうに考えておりますので、そ

の中で一般身体科と精神科等で密な連携をとって、心身両面について診られるようなことを

さらに進めていきたいと、ですからそこにぜひ地域との連携を結びたいというふうに考えて

おります。 

○木島会長 ありがとうございます。 

  ＢＴＳＤだとかいろいろ問題があるようですが、ぜひそこの点よろしくお願いしたいと思

います。それでは、新宿区医師会の藤本委員、新宿区医師会の取り組みについて、また今後

の課題や方向性についてお聞かせください。 

○藤本委員 医師会在宅ケア担当理事の藤本でございます。 

  地域包括ケアシステムにおいては、我々医師会は医療の面を担当しなければいけないとこ

ろでございますが、その中の特に今は病院との連携の中で在院日数の問題もありますし、在

宅診療等が進められている中で、かかりつけ医として在宅ケアを行えるかかりつけ医の数を

増やさなければいけないというふうに思っております。 
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  在宅ケアが行えるのは医師だけではなくて行政や介護事業者などとの多職種の連携が必要

になりますので、そういったところでさまざまな取り組みをさせていただいておりますが、

その中から今日先ほどお話がありました摂食嚥下のこと、資料１の15ページのごっくんプロ

ジェクトの後ろに出ております摂食嚥下の研修。13ページの後ろのところにあります医師会

の健康センターで行っていた摂食嚥下の連携の研修会なんですが、こちらのほうは多職種が

連携するために、在宅で摂食嚥下障害がある患者さんたちをサポートするために多職種が集

まって勉強しようという形で行われております。国立国際医療センターの耳鼻科の田山先生

が、医療センターで今後使わなくなる喉頭鏡があるので、それを何かに利用できないかとい

うお話がありまして、そこから始まったお話ですが、耳鼻科の田山先生とリハビリテーショ

ン科の藤谷先生にご協力いただきまして、医師会で月に１回、嚥下の実際の状態を、多職種

の皆さんが集まって医師だけではなく歯科医師の方、それから介護をする施設の方々、それ

にご家族も集まっていただいて、どのような形でその方の嚥下をサポートしていけるのかと

いうような研修会です。これは新聞にも取り上げられましたが、もっといろいろな方々にも

参加していただければというふうに思っております。現在のところ病院の先生はまだいらし

ておりませんけれども、もし在宅でこういうことをやっているんだよということをご理解い

ただけると、さらに病院とかかりつけ医、在宅の連携は深まっていくのかなと思っておりま

すので、よろしければぜひご参加いただければと思います。 

  また、これは一つのアイテムではございますけれども、医療と病院とそれから多職種、介

護の連携のためのアイテムとして、この３年間行ってまいりましたＩＣＴを使った医療情報

の共有による連携は今年度で終了となりますが、現在は各病院の先生方とかかりつけ医、そ

して訪問看護ステーションの皆さんも参加していただいて連携を進めております。こちらの

ほうも今後はさらに職種を広げて、ケアマネジャーさんであったりとか、かかりつけ薬局の

先生方とか、もちろん歯科の先生方も入っていただいて、次年度以降もそういった連携のシ

ステムづくりを、さらに広げていければなと思っております。 

  以上でございます。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  これは例えば患者さんの中で、食事の後ちょっとつかえるような感じのせきが多いなんて

いうときに、こういう会があるので実際に見学に行ったらどうかということは勧めてもよろ

しいんですか。 

○藤本委員 はい。大丈夫だと思います。スペースに限りがあるので、１日に３人の患者さん
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を行っていますので、見ていただいてこういう形の検査があるよということで、もしこうい

う症状の方がいらっしゃったら自分も受けてみようかというような参考になるかと思います。 

○木島会長 そうですね。実は黒瀨先生もおいでになっているんですけれども、東京の臨床内

科医会、ことしの秋、その中で私は、咳というものについての司会をしなきゃいけないんで

すが、老人のいわゆる嚥下障害、そういうことの咳との関係、非常に関係あると思うので、

ぜひそういう患者さんがいたら、実際に目で見られるということは理解ができるわけですか

ら。この間テレビで少し違うようなことを言ったようです。だから実際とそれは違うという

ことを見るにはいいかなと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  余分な話になりましたけれども、それでは、白十字訪問看護ステーションの秋山委員、委

員には、訪問看護師は今後地域の中で重要な役割を果たすと言われておりますけれども、そ

れについていかがでしょうか、ご意見をお聞かせください。 

○秋山委員 ありがとうございます。白十字の秋山です。 

  机上に坂町ミモザの家というのをクリップでとめた追加資料をお配りしております。それ

も含めてお話しさせていただきます。 

  地域包括ケアシステムの中では看護は、さまざまな場面で役割を果たすということでかな

り期待を寄せられているという状況です。そういう状況なので診療報酬というか介護報酬自

体が他と比べて維持されている面もあり、たくさんのところが今、新宿区内にも参入してき

ていますが、数がふえても質が保たれないと。人材確保と質の担保というのはとても大事だ

と思います。そこでここに追加資料で挙げました、平成27年度地域における訪問看護教育ス

テーション事業の実施状況についてという紙が１枚入っているんですけれども、これは東京

都の介護人材確保というか、そこの事業の中の一環なんですが、教育ステーションの指定を

白十字は受けておりまして、丸３年たって次の第２期もこれを受託しました。現在は年間48

名の病院の看護師さんの研修も含めて教育ステーション事業に参加しているというところで

す。 

  右の横に医療機関での訪問看護師研修、平成27年モデル事業を実施したところに、相手の

医療機関名が大久保病院さんとＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンターの２病院を挙げており

ます。訪問看護師が今度は病院のほうに研修に出て、双方向に研修をこういうふうに行うと

いうことで人材の確保及び質の向上を目指します。地域の中で病院も地域も両方で双方向で

行き来することで非常に刺激になると、東京都の会議に出ましても、他の例えば長寿医療セ

ンターなどは、それをきっかけに病院の中で地域のことをもう少し勉強しようというグルー
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プ活動が生まれて、そこに北区の訪問看護師さんたちが積極的に協力して、病院の中での地

域との交流を深めるという動きになったというような報告もありました。つまりステーショ

ンはステーションだけ、病院は病院だけではなくて、双方向から交流が深まるということは、

とても今後の地域包括ケアにとってはよいことではないのかなと思いまして、少し東京都の

資料なんですけれども、つけさせていただきました。それが１つです。 

  それからこの48回というカラー刷りの裏を見ていただきますと、実は平成23年度からこの

暮らしの保健室というのを開いているんですけれども、そこは在宅医療連携拠点事業という

国のモデル事業を最初の２年間、その後の３年間は東京都の在宅療養の推進窓口事業を受託

して行っているのですが、毎月、多職種連携の学習会を事例検討をもとに行っています。そ

れの本年度の今、延べ277名が参加しておりまして、こんなふうにいろいろなテーマ、事例

を挙げて勉強会をしています。これはフラットな関係のもとでディスカッションをしますの

で、お互いに職種を超え立場を超えて自由に話し合えるということで好評です。 

  この48回の内容のところを見ていただきますと、有料のホームから再び在宅に戻る人を支

援するのに、定期巡回とそれから看護小規模多機能をうまく活用しながら在宅が定着してい

くという、つまり地域の中でのさまざまな地域包括ケアで必要なサービスをうまく組み合わ

せながら、しかも医療と連携をしながら在宅生活を支援するというような形になった事例を

展開しながら、皆さんと協議しているということです。 

  もう一つ、暮らしの保健室の利用者、来訪者数というの表側の表と裏側の表を見ていただ

きますと、昨年度の26年度を挙げていますが、暮らしの保健室の年間の利用者数は5,883人、

そのうちボランティアとそれから研修見学者を除くと利用者数が2,709人、その2,709人のう

ち個別相談になったケースが、裏を見ていただきますと895人です。これだけの数の方が訪

れてくださっていまして、その大半が新宿区民です。新宿区民が87.4％、区外が12.6％とい

う状況です。しかも戸山ハイツの中にあります暮らしの保健室ですが、若松地区が確かに多

くて46.6％なんですが、あと落合地区、大久保地区、戸塚、柏木と、他の地区の方々もここ

を訪れて、この相談事業を利用してくださっているというところです。 

  次年度以降、計画の中に載せていただいていますが、これまでの実績の内容を踏まえて、

この徐々に増える相談の件数の中は、外来以上在宅未満といったような形で、ちょっとした

不安で病院へ行こうか、そうじゃない、病院にかかっているんだけれども、不安だと。そう

いう方にここはかなり対応しているというところを、数的に把握していただければなという

ふうに思います。 
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  それともう一つ、看護小規模多機能型居宅介護サービス、これは新宿区さんの介護保険課

の事業助成も受けまして昨年９月、坂町ミモザの家をオープンしております。この１年前に

落合地区に、わいはという、目白訪問看護ステーションが主体になりましてつくった看護小

規模多機能があり、新宿区内では２カ所です。訪問看護ステーションがベースになっている、

訪問看護が運営する看護小規模多機能は、それこそ私どもも地域包括ケア病棟から退院の方

を在宅につなげるその中間のところで一旦、本当に我が家のような環境のところで、家族も

そこで介護をしっかりと行いながら在宅へつないでいく。そういうこともしておりますし、

わいはさんは大久保病院や国立国際医療研究センター病院からの退院の方を何名も受けてお

ります。医療処置が必要、また、症状が不安定な方に対して看護が行うショートステイ、医

療的な依存度の高い人も受け入れられるという意味で介護保険での制度ではありますが、地

域包括ケアを担う意味では、地域の中の一つの大事な機能を持つ施設になるのではないのか

なと思っています。他の区では訪問看護をベースにした看護小規模は非常に少なくて、他区

から大変注目されています。新宿区内に２カ所オープンしたというのは、新宿区の皆さんの

医療処置がとりにくいというそういう現状も踏まえて、期待を寄せられているところかなと

いうふうに思っていまして、今後とも努力を重ねていきたいなというふうに思っています。 

  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  非常にいろいろ参考になるご意見だったと思います。できればこういうところに医師会の

ほうも協力できれば、ぜひお声をかけていただきたいなと。こういう区民に役立つこと、そ

れはお互いに行政と一緒になって進めていくべきだと考えます。ご苦労さまでした。ありが

とうございました。 

  それでは、新宿区医師会から平澤委員にお聞きします。今後在宅療養者がふえていく中で

かかりつけ医の役割が重要になってくると思いますが、医師会としてどのようにお考えでし

ょうか、お聞きします。 

○平澤委員 医師会の平澤でございます。 

  先ほどの藤本委員のお話と重複するところもあるかと思いますけれども、地域包括ケアシ

ステムの中でのかかりつけ医の位置づけや重要性、あるいはこれからの課題ということにつ

いて発言させていただきますけれども、そのためには地域包括ケアシステムというものの概

念を、ちょっと復習されていただいたほうがわかりやすいかと思います。 

  重々ご承知のこととは思いますけれども、この地域包括ケアシステムというのは、高齢者
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医療や介護に関しておおむね30分以内で移動できる、先ほど事務局のほうから新宿区の場合

は、日常生活圏域10圏域以内というご説明がございましたけれども、この30分以内で移動で

きる日常生活圏の中で、医療や介護、住まい、生活支援サービスなどを一体的に提供するシ

ステムでございます。 

  これを言いかえますと、生活の基盤として必要な住まいの確保を前提に、心身の機能の低

下、経済的理由、家族関係の変化などがあった場合でも尊厳のある生活が維持できるように、

個々の状況に合わせた必要なサービスを提供可能とするシステムであり、日常生活圏の中に

ケアつきコミュニティーをつくる仕組みであります。また、先ほど万代先生もおっしゃって

いましたけれども、従来の病院完結型から連携による地域完結型への転換を図るシステムづ

くりということも言えると思います。 

  しかしながら、一方で、日本では急性期医療を中心として医療提供体制が構築されてきた

という歴史的な経緯がございますので、医療的なケアと介護・社会的ケアの連続性が欠如し

ているのが現状であると思います。 

  したがいまして理想的な地域包括ケアシステムを構築するに当たりましては、日常生活圏

の中で生活する住民の日ごろの健康管理や重症化の予防、日常生活の支援などに精通してい

るかかりつけ医が、在宅診療にも積極的にかかわるシステムが望ましいと考えられるわけで

す。つまりかかりつけ医が患者の外来診療から入院、在宅まで一貫してかかわって、本人だ

けでなく家族も含めて医療、生活の情報を持つ24時間オンコールに対応し、在宅療養支援診

療所として在宅医療に取り組みを持つことが理想と言えるわけでございます。 

  ところが、当然の課題といたしまして、これだけの機能を維持する場合、相当な負担がか

かりつけ医にかかってまいります。このかかりつけ医の負担をいかに軽減するかということ

が、このシステムを成功させるための重要課題と言えると思います。このかかりつけ医の負

担軽減のためには、２人以上の医師がかかわる主治医、副主治医システムを構築すること、

これはつまり１人は在宅診療医であり、もう一人は在宅を行わない医師でも構わないという

ような、そういう組み立てでいいと思うんですけれども、そういったものや、また、先ほど

も出ました医療や歯科医療、看護、介護、薬剤師、栄養士等の多職種との連携を進めて、そ

の中でかかりつけ医が、全体の指揮をとるコンダクターになるべきであるというふうに考え

ております。 

  今後の課題といたしまして、例えば医師会診療所が新宿区にはございますけれども、ここ

に在宅療養支援診療所機能を持たせて、かかりつけ医の夜間の負担を軽減させるような方法



－22－ 

論、そういったこともございますし、さらに昨今の問題といたしまして、例えば突然その地

域に開業してかかりつけ医と連携がない往診とか訪問診療が行われて、高齢者住宅とか有料

老人ホームの専属となって居宅として丸抱え、つまり患者の囲い込みのような事例も散見さ

れている。こういったことが問題点として挙げられると思います。したがいまして、かかり

つけ医が中心となって患者中心、医療者中心の理念を持ってシステムを構築していかないと、

そうでなければ早晩、利用者の信頼を失うことになるのではないかと危惧しております。 

  以上でございます。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  これからの医師会としての考える方向を述べさせていただきました。 

  それでは、新宿区歯科医師会、小見委員からお聞きしたいのですが、歯科医師の役割はい

かがでしょうか。また、歯科医師会の取り組みについてお聞かせください。 

○小見委員 歯科医師会の小見です。 

  今まで歯科医師会といたしましては、まず数年前より訪問歯科診療のシステムを立ち上げ

るに当たりまして、四谷牛込歯科医師会とともに新宿区の健康部のご指導とご協力を仰ぎな

がら、全く同じスタンスで四谷牛込歯科医師会と活動してまいっております。 

  今の新宿区歯科医師会、四谷牛込歯科医師会がとっているスタンスの特殊性としては、先

ほどの在宅医療・介護ネットワークの構築について（案）という紙に書いてあるところで、

矢澤先生がお話しになられたんですけれども、その中で歯科医師のところで②にプロモータ

ーの設置というのがあります。我々歯科医師は、今まで自分の診療室の中で自分の診療室に

通院してきていらっしゃった方々を診ておりました。そこで例えばごく一部の人以外は、往

診というようなシステムは従来からなかったわけでございまして、まず今回訪問歯科をやる

に当たって一つの案としてプロモーターというものを設置いたしました。これはまず新宿区、

もしくは直接歯科医師会のほうに患者さんのほうからアプローチがあった場合に、まず歯科

医師会が契約しております歯科衛生士さんに最初に行って状況を把握していただいて、そし

てその状況を歯科医師会のほうに上げる。歯科医師会のほうではコーディネーターという者

が新宿区歯科医師会には２名、四谷牛込歯科医師会にも２名おりまして、そのコーディネー

ターが、一番距離的にそしてまた技術的に適切な先生に連絡をとり、行っていただくという

システムをとってまいりまして、このシステムが功を奏してきていまして、ここ数年で大体

三、四年前の状況の４倍ぐらいに、26年度で４倍ぐらいの数の訪問歯科の診療を行うことが

できてまいりました。そこから類推するに、今後また数が増えてまいりますと、ますますプ
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ロモーターの方々の活用もしくは人数を増員してやっていかなければならないのかなと思い

ます。 

  先ほどから各先生方のほうから医療の連携についてのお話が出てまいりました。もちろん

歯科医師会のほうも本当に医療連携に関するミーティングとか会とかそういうものが、非常

に多くて、私自身も歯科医師会の副会長になり、今は会長ですけれども、出席する会議の半

分以上は、訪問歯科関係のミーティングだったり講演会だったりと言っても過言でないぐら

い多くなっております。そしてあとは今後歯科衛生士、歯科医師会の役目として摂食嚥下も

さることながら口の中の清掃ということが、非常にまず第一段階として必要になってまいり

ますので、歯科衛生士の確保というものも非常に重要視されてくるんではないかと思います。

今後、今、私が述べたようなことの拡充に努めていきたいと思っております。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、在宅療養における薬局の取り組みの現状について、新宿区薬剤師会会長の伊賀

委員、お願いします。 

○伊賀委員 新宿区薬剤師会の伊賀でございます。 

  今お話しいただいたように、実は去年の９月24日でございます。厚労省のほうから健康情

報拠点薬局、これはあくまでも仮称ですが、検討会が開かれまして、その中で日本薬剤師会、

東京都薬剤師会、新宿区薬剤師会においては、健康サポート薬局というのを地域包括ケアシ

ステムの中で構築していこうと、それは何かというと、地域住民の方を主体にした健康情報

だとか意義などを考えて、そして多職種の方と連携し地域住民の健康を、相談薬局として相

談薬剤師として構築していこうではないかということでございます。それが確実に着実に根

を張ってきております。 

  特に在宅訪問薬剤管理指導における地域薬局との連携におきまして、これは在宅のときに

例えば残薬の点検、それからまた相互作用、ドラッグインタラクションですが、薬物道理学

的な問題等もある。特にお年寄りの方たちについては、かなり量のお薬を飲んでいただいて

いる例がありますので、それをきちんと構築していこうという研修会等も、これからさらに

やっていきたいと思います。 

  さらに近々ではございますけれども、実は２月27日、今月でございます。土曜日でござい

ますが、大久保病院のご理解とご指導によりまして、薬剤科の科長であるフジタ先生と薬薬

連携を行うことになりました。それは何かといいますと、無菌調製室つまり調剤室の研修を

これから開いていこうと思っておるわけでございます。その中でモルヒネとそれからまた調
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薬に対する輸液の調製の仕方、これを実際に追求し勉強していこうかと思っております。そ

の中でさらに今回は、大久保病院の院長を初め先生方のご理解のもとに実務の研修会を計画

させていただきますが、これからはさらに新宿区内の急性期病院の先生方の薬剤部薬剤科の

先生方と連携をとって、地域における薬局の無菌調製室とそれから薬剤管理の仕方等、これ

を研究していこうと思っている次第でございます。その節にはまたお願いに参りますのでよ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、高齢社会ネットワークあいの谷頭委員にお聞きしたいと思いますが、高齢者の

食事や口腔に関することについていかがでしょうか。 

○谷頭委員 高齢社会ネットワークグループあいの谷頭でございます。 

  私たちは、食を通して高齢者の健康をどのように守っていくかというようなことを目的に

しまして、平成元年から始めた活動ですのでもう28年に当たっておりますが、食べることは

生きることという当たり前のことなのですが、健康に過ごしていただくということで初めは、

最近余り言われなくなりましたが、寝たきり予防、寝たきり予防と、高齢者の合い言葉のよ

うに言っておりましたので、なるべく外に出ていただいて、私たち地域のボランティアがつ

くったお食事を一緒に召し上がっていただくということで、そこまで来ていただくわけです。

そこへ出ていらっしゃるということも社会参加の一つですので、今では認知症予防の一つに

なるのかと思います。そして大体新宿区内には15のグループが、現在までにおかげさまで長

い年月かけてふえておりますが、１カ所に30名ぐらいのお年寄りが１回に集まりまして、私

たち作った者と一緒に食事をするということです。 

  だんだん高齢者も年をとってお休みする方も中にはございますが、食べ方といいますと、

健康であるかないかというのはお食事の進み方というようなことで、私たちも一人一人に目

配りしておりまして、少しずつ量は少なくなってきたんですが、できれば満遍なく肉も野菜

もお魚も召し上がっていただきたいものですから、最近食べてはいるけれども、栄養失調に

なっているお年寄りが多いということも聞きますので、なるべく満遍なく召し上がっていた

だくように一汁三菜でなく結構多い品数があるのですが、いろいろなものをとっていただく。

そしてまた、季節の食材が一番健康には良いわけですから、そういう安くて手に入りやすい

ものは、調理の仕方などをちょっとヒントとして教えてさしあげるというか、一緒に考える

というようなことをしております。 
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  ですからお年寄りもどうしても長くなると病気の方も見えますけれども、長く病んで亡く

なったという話は余り聞かないんです。病気になるのは最後は仕方がないことですけれども、

そういうことを余り聞きませんし、この食事サービスに来るおかげで健康に過ごせています

よという言葉をたくさん聞くものですから、私たち地域住民が地域の高齢者を支える。作る

ほうも高齢者に、私を始めとしてなっているのですが、これからは健康な高齢者が、それを

必要としている高齢者のために働かなければならない時代になったかなと思って、まだまだ

何年続けられるかわかりませんが、現在28年になっております。ですから１カ所30名で15カ

所、毎月２回お年寄りがお世話、変な話ですけれども、召し上がっていただいているという

ことですので、非常に私たちは自負を持って活動しております。いろいろありがとうござい

ます。 

○木島会長 どうもありがとうございました。 

  それでは最後に、鶴岡委員にお聞きしますが、ただいまさまざまなご意見がありましたけ

れども、在宅療養専門部会を進める部会長として今後の検討課題がありましたらお願いした

いと思います。 

○鶴岡委員 委員の皆様方のご意見を拝聴させていただきまして、身の引き締まる思いで聞い

ておりました。５つほど考えたことを述べさせていただきます。 

  １つ目は、皆様のご意見を反映させてマップに活用していきたいと、見える化できるよう

なマップを目指したいなということです。 

  ２つ目は、そのマップ、ツールを使うであろうケアマネジャーさん、ソーシャルワーカー

さん、つなげる人たちの知識や技術や情熱やレベルアップをどういうふうに考えていくかと

いったところが、課題かなと１つ思いました。 

  ３つ目は、地域包括ケアシステムという話がずっと出ておりますが、どういうふうなとこ

ろでうまくいっているかどうかを見きわめればいいかということがよくわからなくて、そう

いった物差しというか指標みたいなものを、今後模索していきたいなというふうに思いまし

た。 

  ４つ目は、秋山委員がおっしゃっておりましたが、見える化できても質が担保されないと

仕方がないということで、質をいかに保証するかというところが課題かと。 

  それから最後は、生活の視点、在宅療養専門部会ということで、ここでは割と医療のお話

がメーンですけれども、在宅ということですので生活の視点をもう少し入れたほうが良いか

なと。どういうふうにしようかと、というのは、長い目で見ると、医療が引っ張るときもあ
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れば福祉職や介護職が頑張らねばいけないときもありまして、そんなふうに考えた次第です。 

  以上になります。 

○木島会長 どうもありがとうございました。 

  今、いろいろな方からご意見が出ましたけれども、本当に課題が山積みだろうと思います。

どうぞ鶴岡委員、精力的に今後もよろしくお願いいたします。 

  それでは、そのほかご意見ございますでしょうか。 

  なければ次に進めたいと思います。 

  次に、議事の２つ目、新宿区における糖尿病医療連携の推進についてです。事務局よりご

説明をお願いいたします。 

○健康推進課長 それでは、事務局からご説明します。 

  新宿区におきましては、糖尿病をいかに予防していかに重症化させないかというところが

重点と考えてございまして、糖尿病対策については、新宿区の健康づくり行動計画というア

クションプランがあるんですが、そこでも重要な柱として位置づけております。その中で区

民へのまず普及啓発の強化、あるいは医療連携の強化ということを進めているところでござ

います。議事の①にございますが、その１つとしまして糖尿病の重症化予防事業というのを、

27年度新しく実施しました。ここで直近の数字がまとまりましたので、事業内容及び実績に

ついてご報告を申し上げたいと思います。 

  資料４をごらんいただければと存じます。「糖尿病重症化予防事業について［平成27年度

新規事業］」と書いてあるものでございますが、事業の概要の（２）に目的がございます。

糖尿病を予防するために特定健診、国民健康保険加入者40歳からのものなんですが、そのう

ち糖尿病の治療に入っていないという者について治療に結びつけるというような目的でござ

います。（３）の対象者ですが、ヘモグロビンＡ１ｃが７％以上で、問診に血糖の服薬がな

いと回答した者のうち、実際にレセプトを見て治療していないという者を対象にいたしまし

た。その者については（４）の事業内容ございますけれども、制度の理解と糖尿病受診勧奨

リーフレットを郵送するとともに、区が事業者に委託しまして対象者に医療機関へ受診勧奨

を、電話勧奨でございますけれども行いました。場合によって面談を希望する方には、受診

勧奨のほかに６カ月間治療を中断しないように生活習慣病改善計画、それから月１回、受診

が続いているかどうか、続いていなければ頑張りましょうということで指導を行うという事

業でございます。 

  ２番の実績でございます。これは１月15日現在の実績ですが、（１）に特定健診受診者、
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26年度受診者は１万9,000余、それから27年はまだ途中ですけれども、約9,000人、合計２万

8,000人の受診者を対象として調べました。ここに記載はございませんけれども、２万8,000

人の特定健診の受診者のうちヘモグロビンＡ１ｃが7.0％の者が、約870人ほどいらっしゃい

ました。その870人のうち問診票で服薬していませんと回答した方が、311名おられました。

実際にその者のレセプトを確認したところ、311人中130人ほどは実際には服薬を受けていた

ということがわかりまして、実際に受診していないという61名、この者について事業を行っ

てまいりました。 

  61名に１年近く勧奨した結果でございますけれども、（４）にありますが、そのうち23名

がおかげさまで受診に結びついたという結果がございます。（５）にありますが、まだ受診

には結びついていないんですが、６カ月の面接、それから受診の生活習慣病改善計画受診勧

奨について、応じてもいいよと同意をした者が３名、合計26名の成果が出てございました。

ある一定の成果が出たということもありまして、来年度につきましてはヘモグロビンＡ１ｃ

が6.5％以上を対象として、もう少し裾野を広げ、もっと重症化の手前の受診勧奨値の者の

未受診者について、対策を強化して受診に結びつけるということでもっと成果を上げて、何

とか糖尿病に陥らせないように努力したいというふうに考えているところでございます。 

  以上、雑駁でございますが、糖尿病重症化予防事業についてご報告を差し上げます。 

○健康企画・歯科保健担当副参事 それでは、私のほうから続きまして、糖尿病の医療連携に

ついてご説明させていただきます。 

  資料５をごらんいただければと思います。前回のこの協議会の場で糖尿病対策専門部会を、

この地域医療体制整備推進協議会のもとに置くということでご決定をいただきましたので、

その後１回目を９月25日に開催いたしました。特にこの地域が、先ほどのお話にもございま

したが、多くの急性期病院を初めさまざまな病院や医師会、歯科医師会、薬剤師会等、さま

ざまな連携が必要ということから部会長には、本協議会の会長である木島会長に部会長にな

っていただくということになりました。また、副部会長としては、東京都の糖尿病医療連携

の推進事業の区西部の代表であられる、東京女子医科大学糖尿病センターのセンター長内潟

安子教授にお願いいたしました。 

  まず第１回目の会議では、糖尿病対策について、その推進における課題についてご議論を

いただきました。区西部の糖尿病医療連携についての内潟センター長からのご報告では、区

西部二次医療圏としては新宿、中野、杉並とあるけれども、必ずしも新宿区の登録医が連携

あるいは研修会等への参画に、十分な状況ではないというご報告などがございまして、部会
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長の木島会長からは、もっと力を入れてそれぞれが勉強しなければならないというご提案が

ございました。また、具体的に今後、糖尿病の医療連携について、この地域の実態をもう少

ししっかりと把握していくためのアンケートも必要だということ、あるいはそれぞれの職種

のスキルアップのための講演会をしていこうというようなことが、認められました。 

  そしてつい先日でございますが、第２回として２月３日に第２回の糖尿病専門部会が開か

れました。この場で糖尿病のそれぞれの職種のスキルアップを目指した連携のための研修会

についてご議論いただきました。この資料の裏面にございますように３月16日にこういった

研修会を開催するということになりました。特に地域の実態を共有した後で、ＪＣＨＯ東京

新宿メディカルセンターの副院長の関根先生または、新宿区医師会の迫村先生より、病院の

立場もしくは地域の立場から講演をいただいた後、国立国際医療研究センター病院の梶尾先

生にファシリテーターをしていただいて、各職種がそれぞれが入ったグループワークで問題

を共有して、今後の方向をお互いに確かめていこうということになりました。 

  もう一度表を見ていただきたいと思いますが、そういった上で、地域の栄養指導の実態は

どうなのかということで部会長からもご質問がございましたので、病院の栄養指導の実態、

あるいは診療所での実態、あるいは区の保健センター等での実態について、それぞれの立場

からご報告をいただき、こういったことをはっきりさせていくには、医療機関を初めさまざ

まな医療機能のアンケート調査が必要だということで、次回そういったことをつくってくる

ようにということで部会はまとまりました。 

  最後に、参考といたしまして特にこの圏域のデータを分析いたしましたが、ヘモグロビン

Ａ１ｃが８％以上、つまり特定健康診査の結果の中でヘモグロビンＡ１ｃが８％以上の方で、

先ほどのお話のように服薬をしていない人の中では、約４人に１人が健診の受診をしていな

いというデータもあったんですが、逆に服薬をしている、経口血糖降下剤を服用していても

約11％がヘモグロビンＡ１ｃが８％以上で、まだ合併症のリスクが高いということで、さら

に連携を強めてこういった方々のフォローをしていくということが大事だということも、デ

ータの上でも示されまして、この医療連携の重要性が確認されたところでございます。 

  説明は以上でございます。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  実は、この会で行政が非常に力を入れていただきまして、このデータの分析をきちっとや

っていただいて、今まで区の健診事業というのは余りデータの分析が表に出てこなかったん

ですけれども、今回ははっきり出てきて、なかなか私たち医師会としてもそのデータを見て
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反省したり、これについて努力しなければいけないなということがわかりましたので、ぜひ

こういうデータを、私どもの新宿区医師会が６月にやります新宿医学会のほうで、発表して

いただいて会員の意見を聞きたいと考えておりますので、どうぞその節は発表していただき

たいなと思っております。これは医師会長の独断で時間を割いてやらせようかなと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、今のご説明について何かご質問がございますでしょうか。 

○平澤副会長 医師会の平澤でございます。 

  一番最後の参考のデータのところで、男性の45歳から74歳の区分ではヘモグロビンＡ１ｃ

が高くなっているということが紹介されておりましたけれども、あくまで参考として聞いて

いただきたいんですが、京都府立大学の内分泌学教室で糖尿病を治療しているわけですけれ

ども、そこの研究結果によりますと、中高年以上の男性で血糖のコントロールが悪い方は男

性ホルモンの値が低いというデータがあって、相関性が有意にあるということで、そこでは

男性ホルモンの投与も併用することによって、非常に効果が出ているというような話がござ

います。専門家の田邉先生がいらしている前で恐縮でございますが、一応私たち男性、私も

泌尿器科ですので男性ホルモンはよく扱うのですが、私たちの立場としては、本来男性の中

高年以上は、健康診断で男性ホルモンを測ってほしいというのが希望でございます。あくま

でも参考でございます。 

○木島会長 田邉委員、いかがでしょうか。 

○田邉委員 私どもの専門の中で非常に有名な話でして、精神疾患、その上流にあるのがいわ

ゆる男性更年期で、男性ホルモンの減少が結構多くありまして、そう言われています。そこ

をやらないと精神面もなかなか、ぜひ、なかなか改善しない。ただ、保険通らないため難し

いです。 

○木島会長 というような話題も実は含んでいるものですから、普通、女性とか男性とかとい

うと女性が多く取り上げられて、いわゆる閉経後の脂質の上昇だとかそういうことだけ取り

上げられておるわけですけれども、今、平澤委員、また田邉教授からあったように、男性に

も更年期があるということを、改めてこういう会を通じて知ってもらう必要があると思いま

すので、先ほど申し上げたようにそこら辺の議論もする必要があると思いますので、これは

新宿医学会のほうで取り上げたいなと考えております。 

  それでは、よろしいでしょうか。 

  以上ですけれども、糖尿病対策専門部会では各病院、診療所、歯科診療所、薬局に、アン
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ケート調査を実施したいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思い

ます。ただしこのアンケートも、難しくなるとなかなか答えるのが大変ですので、できるだ

け簡略にという注文をつけましたので、よろしくご協力のほどお願いしたいと思います。 

  それでは、続いて報告に入ります。 

  報告事項は３点あります。ご意見やご質問などがございましたら、３点まとめて最後にお

願いいたしたいと思います。 

  まず初めに、東京都地域医療構想骨子案について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○健康企画・歯科保健担当副参事 それでは、私のほうから、資料６を使いまして東京都の地

域医療構想に関する若干の情報が入りましたので、ご説明させていただきます。 

  これはあくまでも東京都が地域医療構想を、今後報告書としてまとめていく骨子案として

提案していくものを、こちらの会に提出させていただくということでご許可をいただいてお

ります。 

  先ほども各委員からのご議論にもありましたように、今後2025年を目指してどういった形

で医療体制を構築していくかということで、国全体で今この議論が続いているところでござ

いますが、その骨子案についてここに１枚の概要にまとめられております。 

  １つは左上にございますように、構想区域ごとに厚生労働省令で定めた計算式で、医療事

業調査というか医療事業の推計を行っているというところでございます。また、最終的にこ

の議論は、各圏域ごと、二次医療圏ごとにどういった形になっていくかということが、今後、

右下の地域医療構想調整会議の中で議論されていくというふうに伺っております。詳しい内

容につきましては、東京都が第８回の東京都地域医療構想策定部会で議論した内容が、ホー

ムページ上にアップされてございますので、東京都の福祉保健局のそのサイトをごらんいた

だければ、より詳しいデータ等も載っております。一応大まかな全体の今の状況をご説明さ

せていただきました。 

  以上でございます。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  次に、医療救護所訓練の実施と医療機関との連携について、事務局よりご説明をお願いい

たします。 

○健康推進課長 続きまして、医療救護所訓練のご報告に入りたいと思います。 

  資料７をご覧いただけますか。時間の都合で全部ご説明しないで要点だけにさせていただ

きます。新宿区には区内10カ所の医療救護所が学校に併設してございまして、毎年３カ所ず
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つ医療訓練を実施しているところでございます。今年度につきましては四谷中学校、余丁町

小学校、津久戸小学校で訓練をさせていただきまして、来年の３カ所で10カ所全部が終わる

ということです。 

  特に今年余丁町小学校につきましては、国立国際医療研究センター病院の先生方のご見学

をいただいて意見もいただきましたし、津久戸小学校につきましては、東京新宿メディカル

センターの真正面ということもありまして先生方のご見学と、場合によっては場所のご提供

あるいはご協力というところも、今、話が進んでいるところでございますので、引き続きよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  また、医療救護所のほかに、3・11の震災を踏まえまして、新宿駅の周辺の帰宅困難者対

策をいろいろとやっているところでございますが、その中で特に東京医科大学病院をどう守

っていくかというところが１つ課題としてございまして、地域の会社の方々あるいは区ある

いは東京医科大学病院の本田先生、医療コーディネーターでいらっしゃるんですが、その辺

について議論を進めているところでありますので、また必要に応じましてご協力のほどお願

いしたいと思います。 

  また、今後も医師会の先生を初め各関係者につきましては、医療救護所、訓練を行ってい

くことになります。より一層の充実した医療救護所としてまいりたいと考えておりますので、

ご理解とご協力のほうをお願いしたいと思います。 

  雑駁ですが、報告を終わります。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  次に、平成28年度福祉部・健康部組織改正について、事務局よりご説明をお願いします。 

○健康推進課長 続きまして、新宿区の福祉部と健康部の組織改正についてご説明をさせてい

ただきます。 

  資料８をご覧いただければと存じます。今まで議論があったように、地域包括ケアシステ

ムの構築ということを、区としても果敢に実現するために、組織改正を今年の４月に実行す

る予定でございます。 

  福祉部をご覧いただきたいのですが、地域包括ケアシステムの構築と認知症対策を着実に

推進する体制づくりと銘打ってございますが、ブルーの高齢者福祉課と介護保険課、この２

課で現在、高齢者の福祉を支えていました。新たに地域包括ケア推進課、それから高齢者支

援課、介護保険課、この３課体制で、福祉の視点から高齢者を支える組織改正をいたします。

この係の名前をごらんいただきますと、地域包括ケア推進係、介護予防係、高齢いきがい係、



－32－ 

以下記載のとおりですが、地域包括ケアを強力に推進する、そして認知症介護予防を強力に

進める、高齢者の生きがいをつくっていく、相談を充実する、介護保険を充実する、このよ

うな体制で福祉部門につきましては組織改正をさせていただきます。 

  裏面をごらんいただければというふうに存じます。健康部でございますけれども、健康長

寿社会と地域包括ケアシステムの実現に向けた体制づくりと銘打ちまして、組織改正をさせ

ていただきます。現在、水色であるように、健康推進課のほかに副参事としまして健康企

画・歯科保健担当という１課１副参事体制で行っていたものを、黄色をごらんいただきます

と、健康政策課、それから健康づくり課、そして副参事、副参事というのは課長級でござい

ますが、地域医療・歯科保健担当と健康長寿担当という課長級を置きまして、医師、歯科医

師、それから保健師の管理職を１課に集約しまして専門的知見を集積して、より一層実現性

の高い、健康長寿が１歳でも延びる、そして地域包括ケアシステムが確実に実現できる体制

を、つくらせていただくということでございます。 

  以上、雑駁でございますけれども、組織改正についてご説明を終わります。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいま報告がありました事項について、ご意見やご質問などがございました

らお願いいたします。ないでしょうか。 

  ないようでしたら、次に４、その他に移ります。 

  各委員からご報告などございましたらお願いいたします。 

  東京医科大学病院、土田委員、地域連携認知症疾患医療センターの指定についてお願いし

たいと思います。 

○土田委員 ありがとうございます。 

  資料９をごらんください。東京都では、高齢化社会に伴いましてふえ続ける認知症患者さ

んの専門医療相談、鑑別診断等を行うために、認知症疾患医療センターを指定しております。

平成24年には二次医療圏に１つ地域拠点型のセンター、これは12病院でございますが、それ

を指定いたしまして、昨年９月、区市町村に１つずつ地域連携型のセンター、合わせて41医

療機関がこのセンターに指定されております。東京医科大学病院では、十数年前より新宿区

医師会との病診連携、また、新宿区もの忘れ相談等、長年における連携・協力体制が評価さ

れましてこのセンターの指定に至ったものと思い、この場をおかりしまして改めて御礼を申

し上げます。 

  当院における具体的な診療概要ですけれども、このセンターの主な役割の一つであります
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認知症の鑑別診断、いわゆる私どもは物忘れ外来と呼んでおりますが、その初診患者は毎月

70から80名程度で、このうちの約50件がかかりつけ医からの紹介でございます。最新患者数

は毎月650から700名で推移しており、６カ月に１回程度の経過観察、症状増悪時の随時受診

が主となっております。再診患者の大部分は日ごろかかりつけ医により毎月診療を受けてお

り、認知症診断における当院との病診連携が進んでいるものと思います。また、入院に関し

ましては、認知症関連での入院患者数は月に10から15件でございまして、肺炎、心不全など

の身体症状が中心となっております。昨年９月から５カ月間の間に約19回、さまざまな研修

会を開催したり講師を派遣したりして、さまざまな取り組みを行ってまいりました。 

  最後になりますけれども、2003年から毎年１回、在宅認知症患者対策ケアネットワークと

いうものを当院が開催しております。今回は今月20日に開催予定でございまして、テーマは

認知症を早期に発見して地域でどう支えるかというテーマで会議を開催いたします。当院と

新宿区の担当者、新宿、杉並、中野医師会、また、区内の介護関連事業者等の皆様にお越し

いただきまして、認知症診療における課題について話し合う予定になっております。 

  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは、慶應義塾大学病院、三村副院長のほうから、厚生労働省自殺未遂者再企図防止

事業についてお願いします。 

○三村副院長（竹内委員代理） 慶應病院の三村でございます。 

  資料番号が裏に出ている、右上に本日の日付がある１枚紙のパワーポイントの配付資料を

ご覧いただければと思います。これは厚生労働省の自殺未遂者再企図防止事業ということで、

Ｐｏｓｔ ＡＣＴＩＯＮ‐ＪのＣＭについて、ＣＭというのは、ケースマネジメントないし

ケースマネジャーということになってございます。これは非常に簡単に申し上げますと、救

急で入院をした患者さんにつきまして退院時にケースマネジャーを設定しまして、それを退

院後６カ月にわたってフォローアップするということが、自殺の再企図ないし自殺既遂を予

防し得るであろうという、こういう臨床的な事業であります。 

  これはＰｏｓｔ ＡＣＴＩＯＮ‐Ｊと銘打っておりますけれども、初めに裏のほうをごら

んいただきまして、背景のＡＣＴＩＯＮ‐Ｊのプロジェクトをご説明させていただきますと、

ご存じのように2006年に自殺対策基本法というのが成立いたしまして、現在、日本人の自殺

者というのは、一時３万5,000人まで行きまして、現在３万人をようやく切っているという

ところでありますけれども、先進国でこれだけ自殺が多いのは大問題で、そういう中で自殺
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既遂ないしは再企図の最大のリスクというのは、過去の自殺企図ということでありまして、

したがって自殺未遂をした方をしかるべき形でフォローアップすることが、自殺の既遂の予

防につながるであろうということ。これはＡＣＴＩＯＮ‐Ｊという2006年から６年間にわた

って行いました無作為研究でございまして、既に「The Lancet Psychiatry」でパブリック

されております。この研究を中心に行いました施設を中心に現在９施設が、その参加施設と

しましてＡＣＴＩＯＮ‐Ｊのこれを、今度は臨床ベースで実際に患者さんへの対応、救急自

殺未遂患者さんへの対応を行おうというのが、Ｐｏｓｔ ＡＣＴＩＯＮ‐Ｊのケースマネジ

メントということでございます。 

  表のほうのスライドをごらんいただきまして、このような形でのアクション、自殺企図を

される方の背景に精神疾患をお持ちの方ないし、最大の自殺企図の要因というのは実は身体

疾患であります。それから２番目は経済的困窮ということになります。それらが関連して多

くは、鬱状態を中心とした脳精神的な問題を持って自殺未遂に至るということでありますけ

れども、これを救命救急センターやＩＣＵに入院した方をフォローアップをしていく、しか

るべき形で退院時にケースマネジャーを設定してフォローアップしていく。これは必ずしも

精神科のディープな診療をするということではございませんで、むしろ一般のクリニックに

かかっている方、あるいは全く精神的にはフォローされていなくても、通常のかかりつけ医

の方にかかっていたりあるいは新宿区内の病院にかかっている方も、その診療は普通にやっ

ていただくと、それにプラスしてこのようなケースマネジメントを行っていくと、それを６

カ月行うことで本当に自殺企図を減らすことができるかどうかというところでやります。 

  したがって、このような形での周りのフォローアップの体制、これは新宿区内でのさまざ

まな診療機関の方との連携というのが、非常に密なかかわりを要するということになりまし

て、これは慶應大学病院がこの９施設の中に入っておりますので、ぜひ推進させていただき

たいんですが、その中でさまざまな診療情報についても、場合によっては交流を必要とする

こともあると思いますし、また患者さんにもその辺ご理解いただくことも必要だというふう

に思っております。 

  また、これと加えまして１枚目の一番右下のスライドにございますけれども、救急隊員あ

るいはさまざまな職種の社会資源の方たちについても、意見交換会やあるいは研修会、こう

いうものを行っていったり、あるいはケースマネジャーという人、これはしかるべき研修を

受けた方を対象にしておりますけれども、この方たちを増やしていきたいというふうに考え

ております。ということで、何とぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  それでは続いて、新宿区医師会のほうから私からご報告させていただきます。 

  新宿区医師会は、毎年、年２回、新宿区民を対象に、新宿区内の総合病院また３大学等の

進んだ医学の知識を、また医学の現場、医療の現場を、区民に広く知っていただこうという

ために、区民医療公開講座を行っております。 

  これは行政を初め新宿の町会連合会、大崎会長を初めとした皆々様方の協力で行っており

ます。年々聴講においでになる区民の方も非常に増えまして、前回は174名という多数でし

た。今回は５月14日に、演題はまだはっきり決まっておりませんけれども、いわゆる泌尿器

科的な排尿障害や眼科的な視力障害について、区内の先生方のどなたかにご相談しながらお

話をいただこうと思っておりますので、またその節はよろしくご協力をお願いしたいと思っ

ております。 

  それでは続いて、事務局、矢澤参事から、市民公開講座、第50回糖尿病学の進歩について

お願いします。 

○健康企画・歯科保健担当副参事 資料10をご覧いただきたいと思います。これは主催が第50

回糖尿病学の進歩という学会ですが、世話人を東京女子医科大学糖尿病センター長の内潟安

子先生がされておりまして、東京国際フォーラムで２月20日、市民向けの講演会を行います

とともに、前日の19日から学会を開催するということで情報提供いただきましたので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上です。 

○木島会長 ありがとうございました。 

  続いて、健康推進課長から、看護師の陳情についてということでお願いします。 

○健康推進課長 今回、特に資料は用意してございませんが、以前も本会にご報告させていた

だきましたが、看護師の病院における夜勤についての改善の陳情がなされました。これにつ

きましては、必要に応じて担当者と情報交換をさせていただければと思いますので、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○木島会長 わかりました。 

  このほかに何かございますでしょうか。 

  ないようでしたら、事務局からお願いいたします。 
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○健康推進課長 本日はお忙しい中、長時間にわたりありがとうございました。本協議会の中

でいただいた貴重なご意見につきましては、今後役立てさせていただきたいと思います。 

  ことしの協議会は本日が最後になりまして、来年度７月ごろを予定しておりますが、改め

て開催通知を送らせていただきます。今後とも地域の医療と保健福祉の連携のためにご協力

を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 

  本日は、お忙しい中ありがとうございました。 

午後 ３時３３分閉会 


