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平成２２年第３回定例会（平成２２年９月１０日） 

 

「がん対策について」 

 

◆十一番（中村康弘議員） 本日は、杉並区議会公明党の一員として、がん対策につい

て質問を行わせていただきます。 

 去る六月二十日に行われました杉並区主催の子宮頸がん予防セミナーに参加しまし

た。産婦人科医・対馬ルリ子先生の講演とともに私の心に深く響いたのが、阿南里恵さ

んという女性の体験談でした。 

 阿南さんは、五年前、二十三歳で子宮頸がんを経験されました。闘病生活当時におけ

る手術や抗がん剤治療の副作用など身体的な苦痛もさることながら、二十三歳という年

齢で子宮全摘出せざるを得なかった精神的な苦しみなど、当時の彼女の心境について赤

裸々に語っていただきました。人前で自身の体験を語ることに対しての葛藤を乗り越え、

一人でも多くの人を救っていきたいとの彼女のけなげな思いに、私は心を打たれました。 

 また、彼女のお母様のお手紙も紹介され、闘病で苦しんでいる里恵さんのそばで、か

わってやりたいとの思いと、かわってやれない現実が毎日私を追い詰めたと、自分のこ

と以上に悩み苦しんだお母様の気持ちを拝し、涙がとまりませんでした。 

 今日、国民の三人に一人ががんで亡くなり、二人に一人ががんにかかっています。が

んは国民病であります。杉並区においても、平成十七年以降、がんが原因で亡くなった

区民の方が年間千二百人を超えています。比率にして三十数％、二位の心臓疾患の倍以

上の断トツのワースト一位という状況であります。特に五十代から七十代に亡くなられ

た区民の方の約半数が、がんが原因です。したがいまして、杉並区にとってがん対策を

強化することは、区民の命と健康を守るために優先的に取り組まなければならない最重

要課題の一つであると考えます。本日は、できるだけ患者及びその家族の目線に立って、

さまざまな角度から質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、がん対策における本区の役割について伺います。 

 平成十八年にがん対策基本法が成立し、我が国においても本格的ながん対策が開始さ

れました。国のがん対策推進基本計画、東京都においてもがん対策推進計画が策定され、

がんにより死亡する人の数の減少と、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並び

に療養生活の質の維持向上という向こう十年間の全体目標に向かって、国や都における
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対策が進められるようになりました。 

 東京都の推進計画には、都は、予防、早期発見、医療体制、情報提供、普及啓発を総

合的に進め、区市町村はがん予防を推進、特に生活習慣の改善、がん検診受診率の向上

と検診の精度管理が役割であると記載されています。この記述は、現在の都区の役割、

二次保健医療圏の機能等を勘案し、東京都の理解で定義したものと推測します。 

 では、区としての主体的な考えはいかがでしょうか。基礎的自治体としての杉並区の

がん対策に対する役割、責務について区はどのように自覚をされているのか、お聞かせ

ください。 

 次に、区の現状把握について伺います。 

 がんに関する情報については、国や都はがん登録の制度を開始し、医学的なデータの

収集に取り組み始めています。しかし、医学的な目的のためのデータだけではなく、が

ん患者及び家族の実体験を通して、現在不足しているものは何か、がん検診の受診率は

どのように推移しているのか、区民のがんへの罹患状況、地域の医療体制や療養生活に

対する満足度、がんに対する知識、予防、生活習慣など、杉並区の地域的な特徴や課題

は現状どのようになっているのか。今後、区がこのようなデータを把握し、がん対策に

関する政策の有効性を検証するＰＤＣＡサイクルの基礎としていくことは、非常に有益

であると考えます。そのためにも、包括的ながんの現状調査を行うことについて、区は

どのような認識をお持ちでしょうか。 

 がんの予防に関して伺います。 

 私たちはがん大国の国民であるにもかかわらず、実はがんに関しては余り詳しく知ら

ないと言われています。がん家系などの言葉のように、がんは遺伝すると理解されてい

ることもありますが、実は遺伝によるがんは五％程度であり、むしろ喫煙、食生活や日

ごろの運動等、生活習慣によるところが大きいそうです。バランスのよい栄養、たばこ

は吸わない、食べ過ぎを避け脂肪は控え目になど、日常生活でしっかりと管理すれば、

がんの約六〇％が防げるとも言われています。このようにがんの原因や予防法に関する

正しい知識を持つことが大切であると思いますが、そのような情報の提供、普及啓発に

ついて、現在、区はどのような取り組みをされているのでしょうか。 

 がん予防の一つとして、子宮頸がんワクチン接種の公費助成に関しても伺います。 

 本区は、子宮頸がんワクチン接種の中学校一年生までの全額助成を行い、この七月か

ら接種が始まっています。ワクチン助成については、当時、全国でも五十万規模の大都

市では初めてであり、二十三区で初というニュースに、大変な反響がありました。本区
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が先鞭をつけた形にもなり、現在では全国でも多くの自治体がワクチン接種助成を行っ

ています。二十三区においても、渋谷区、江戸川区、江東区、中央区などが実施を進め

ています。 

 このような動向に関し、区民の皆様から、杉並区の迅速な取り組みを評価する声が大

きい一方、中学校一年生だけではなく、対象年齢の拡充を要望する声も日に日に大きく

なっているように感じます。国においても、厚生労働省が自治体のワクチン接種費用の

三分の一を国庫補助するべく、その事業予算百五十億円を概算要求に計上しています。 

 このように子宮頸がん対策の拡充への機運が全国的にも高まっている中で、区として、

今後、助成対象年齢を拡充する考えはおありでしょうか、所見を伺います。 

 次に、がん検診について、特に受診率と精度管理に関して質問をいたします。 

 予防とともに、がんは早期発見・早期治療が大切であり、そのために検診を適切に受

けることは極めて重要であります。日本人のがん検診受診率は、男性で約三〇％、女性

で二〇％台前半が現状であり、おおむね七〇％以上の欧米諸国と比べて極めて低い。こ

れをどのようにして五〇％以上へ引き上げるかということが目標であり、大きな課題と

なっています。 

 受診率といっても、区民が検診を受ける場面としては、区が実施しているがん検診、

勤務先での職域検診、個人的に受ける検診、そして体調不良や異常を感じて受ける検診、

理論的にはこれら四つの場面で実際に受けられた方の合計の率が受診率となると考え

られます。しかし、区が正確に人数を把握しているのは区の実施検診のみであり、それ

以外の場面での受診者数を把握するには、区レベルでは、住民アンケート等から推計値

を出す以外にないというのが現状であります。先ほど、がんについての包括的な調査を

行うことを提案いたしましたが、正確な受診率の把握という側面においても調査の必要

性を指摘しますが、所見をお聞かせください。 

 一方で、区が実施しているがん検診の受診率については、ことしの予算特別委員会で

私が質問した際に区から受けた答弁では、二十年度の数字として、胃がん一・八％、肺

がん〇・六％、子宮がん一〇・八％、乳がん一三・一％、大腸がん二七・九％と、大腸

がん以外は非常に低いレベルとなっています。改めて、区民の低い検診率の理由、また

向上のための対策は何か、お答えください。 

 検診費用について、現在本区では、大腸がん検査で二百円、前立腺がん検査で七百円、

それ以外は千円の自己負担で実施しています。しかし、現在検診を無料にしている自治

体でもそれほど受診率が高いわけではなく、費用負担の問題だけで受診率が目覚ましく
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向上するとは考えにくい。 

 特定非営利活動法人日本医療政策機構が行った「患者が求めるがん対策～１６００人

のがん患者意識調査～」によりますと、がん検診を受けない理由のトップは、「必要性

を感じなかった」だそうです。実際に私の周りにも、忙しくて時間がないからとか、面

倒くさいからなどの理由で受けてない人がいました。 

 そのような中で、予算委員会の席でも紹介しましたが、豊島区が、区の特定健診、後

期高齢者健診の受診者に受診券を郵送する際、今年度からがん検診の申込書を同封し、

結果、現在の受診率が前年度の一・六倍に向上したという事例もあります。本区も試し

てみてはどうかと考えますが、所見をお聞かせください。 

 一方で、昨年度、今年度と実施し、好評を博している女性のための乳がん、子宮頸が

んの検診無料クーポン券事業ですが、これは、費用負担の軽減だけではなく、個々に対

する直接の勧奨という意図もあります。先日の医療問題調査特別委員会委員長報告でも、

本事業の実績についての報告がございましたが、改めて、この事業についてどのような

効果があると区は分析されていますでしょうか。 

 また、現在は五歳刻みで配付されているため、最低五年間は継続するべきだと考えま

すが、区の所見を伺います。 

 また、クーポン券事業においては、男性の働き盛りの世代ががんで倒れることにより、

家庭や社会がこうむる影響は多大なものであり、こういった方々に対するアプローチと

しても、本事業を試してみる価値があるのではないかと考えます。例えば四十歳代の男

性に対する大腸がん検診クーポン券の発行事業など、いかがでしょうか。 

 いずれにしても、受診率の向上については各自治体も苦戦しているのが現状であり、

短期間で成果を出すというよりは、費用負担の件も含めて、必要性を感じるための普及

啓発、ターゲットを絞った検診の呼びかけ等、多角的に粘り強く進めていく必要がある

と思われます。 

 がん検診の精度管理の体制についても伺います。 

 要精密検査率、要精検率と呼ばれていますが、これは、検診を受けた方のうちで、が

ん等の疑いがあるため精密検査が必要と判定された方の比率のことです。要精検率が高

い場合には、精密検査が本来では必要ないのに要精検と判定されてしまっている可能性

があり、逆に低い場合には、がんを早期発見できていないという可能性があります。こ

のような問題については、区のがん検診精度管理委員会が区実施の検診の精度管理につ

いて協議をしています。 
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 現在の本区における要精検率はどのような状態にあるのでしょうか。管理委員会での

議論の内容について概略をお示しください。 

 一方で、要精検と判定された方が、その後実際に受けているのか、ほったらかしにな

っていないか、区は、その後の状況の追跡調査やフォローの体制はどのようにとられて

いるのでしょうか。 

 次に、がん治療における地域医療体制について伺います。 

 医療施設の整備に関しては、二次保健医療圏ごとに行われており、本区が所属する区

西部保健医療圏内における地域医療の体制については、本年三月に杉並区地域医療体制

に関する調査検討委員会の報告書に詳細に報告をされています。その内容に沿って、が

ん治療という角度で質問をさせていただきます。 

 報告書では、地域における現在の医療機関の整備状況を分析した上で、区内には、が

ん診療の連携拠点病院や東京都のがん治療認定病院、すなわち、がんの専門的な医療機

関が存在せず、医療圏内ではすべて都心部に集中しているという点が指摘されています。

そして、例えば杉並、世田谷、練馬の三区を南北軸で見た場合には、人口二百万人を超

える地域にもかかわらず、がん診療連携拠点病院が一施設も存在していないという状況

があります。このことに対し、報告書では、区としても医療資源の偏在を解消する働き

かけを東京都に対して積極的に行っていくべきであると提言しています。区は、この提

言を受けて、がん診療連携拠点病院等の偏在解消の必要性についてどのようなお考えで

しょうか、区の見解を求めます。 

 次に、在宅医療、在宅緩和ケアについて伺います。 

 住みなれた我が家で家族に囲まれて最期の時を迎えたい、多くのがん患者がこのよう

な願いがある中で、現実には、在宅で死を迎える人はわずか一二％にとどまっていると

の厚生労働省の調査があります。そこには、在宅医療をサポートする体制強化の必要性

が浮き彫りになっています。 

 がんは身体的及び精神的な苦痛をもたらします。緩和ケアとは、がんの痛みはもちろ

ん、治療に伴う痛み、そして不安感や恐怖心など、すべてにわたる苦痛の緩和を治療と

並行して行っていくことであります。そしてがんにかかっても、ＱＯＬ、生活の質をで

きるだけ落とさないために、緩和ケアの重要性がいや増して注目されています。こうし

た緩和ケアが、病院だけではなく在宅でも充実できれば、がんの痛みや苦しみを抑えな

がら、やっておきたいことをやり、家族と一緒に人生の総仕上げに思う存分取り組むこ

とができます。 
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 在宅医療に関しては、本区はその支援体制を充実し、在宅療養生活の質の向上を目標

の一つとして掲げています。また、区内には現在二つの緩和ケア病棟、四十の病床があ

り、その数は二十三区中二番目に多いという特徴があります。このような地域医療資源

の特徴を生かして、在宅緩和ケアにおける全国の先進モデルとなるような取り組みを目

指してはどうかと考えますが、所見をお聞かせ願います。 

 現状認識として、地域での在宅療養支援の診療所、訪問看護ステーション、かかりつ

け医、歯科医、薬局、地域包括支援センター等、医療、看護、福祉などの地域の関係機

関間の連携システムはどのように構築されているのか。また、綿密なネットワーク体制

に向けてどのような取り組みや支援体制が望まれているのでしょうか。 

 在宅ケアを行う際に患者や家族の多くが不安に感じるのは、容体急変時の対応だそう

ですが、容体急変時の受け入れ確保体制、すなわち後方支援病床について、現状及びそ

の強化策の方向性について、区の認識を伺います。 

 以上のことを勘案して、医療や介護、その他在宅医療に必要なことについていつでも

相談できる、二十四時間対応の在宅緩和ケア支援相談窓口の設置については、区はどの

ようなお考えをお持ちでしょうか。 

 次に、患者及び家族に対しての側面的サポート体制について伺います。 

 いざがんになると、入院治療により医療費がかさむ一方で、仕事の関係上収入が急激

に減り、一気に経済的に窮地に陥ってしまうという事態にもなりかねません。さきの千

六百人のがん患者意識調査では、七〇％以上の方が経済的な負担を感じており、全回答

者の七％が、経済的な負担が原因で治療を断念したり、最も受けたい治療をあきらめる

などしたと回答しています。さらには、退院後の通院に要する交通費、療養や再発予防

のためなどにも多くの費用がかかります。大きな家計の負担に直面するがん患者や家族

に対して、融資や助成制度など、今後一層の経済的支援策の拡充が望まれると考えます

が、区の所見をお聞かせください。 

 さらには、がんで入院した際、高額療養費の限度額申請や介護保険の申請、また、場

合によっては障害者認定などの行政手続が必要になるでしょう。しかし、なかなかこの

ような制度に関しては、ふだん利用していない患者や家族にとっては、制度の存在すら

知らない、また、ふなれな手続が負担になるということも考えられます。 

 一方で、精神面についても大きな負担がのしかかります。質問の冒頭で紹介した阿南

さんなどのように、患者本人のみならず、家族にとっても、経験した人でなければわか

らない苦しみも甚大なものであると思います。 
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 今述べたようなさまざまな行政情報や医療相談、精神的な相談に対しても寄り添うよ

うなサポート体制があれば、大変助かると思います。先ほどの在宅医療相談窓口と関連

して、がんの総合相談窓口、がんにかかった場合の不安に対してあらゆる側面からの入

り口となるトータル相談窓口です。そのようなサービスの展開について、区はどのよう

にお考えでしょうか。 

 これまで具体的な点をさまざまお聞きしましたが、最後に、区のがん対策への体制整

備についてお伺いします。 

 全国でこれまで十県二市において、がん対策推進条例が制定されてきました。その中

で、この夏視察で伺わせていただいた愛媛県では、四十七名の県会議員のうち四十一名

が参加しているがん議連による議員提出で、愛媛県がん対策推進条例が制定されました。

条例の制定にあわせて、県のがん対策に関する予算が前年度から二倍以上に拡充し、現

在、患者、行政、議会、医療提供者、民間企業、マスコミによる六位一体のスローガン

のもと、がん対策に県を挙げて全力で取り組んでいます。 

 また、都内においても、豊島区では、区長が本部長を務める庁内横断型のがん対策推

進本部をことし設置し、東京では初めてとなるがん対策推進条例の来年度の制定を目指

しています。条例の制定は、それ自体が目的ではありませんが、その自治体の意思の表

明であると思います。 

 身近な人ががんになった、ここにいる皆さんの多くも同様の経験をされているのでは

ないでしょうか。私も十数年前に母親をがんで亡くしました。また、父親もがんのサバ

イバーであります。地域においても、私の周りには今もがんと闘っている人が少なから

ずいます。がん対策は、多くの区民の命にかかわる喫緊の課題であります。したがいま

して、区としてがんと闘う区民を全面的に支援していただきたい。いや、区自身ががん

と闘うべく立ち上がってもらいたい。 

 これまで述べてきたような個々の政策を集約し、総合化された政策として展開してい

くことを区に提案したいと思います。例えば杉並区がん対策緊急プランなど、この体制

の整備や対策の強化に早急に取りかかり、政策の拡充、充実を進めてはどうか、このこ

とについての区の見解をお聞きして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

 

○副議長（渡辺富士雄議員） 理事者の答弁を求めます。 
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 区長。 

     〔区長（田中 良）登壇〕 

 

 

◎区長（田中良） 中村康弘議員の一般質問にご答弁を申し上げます。 

 大変示唆に富んだご質問をいただきました。国民病と言われるがんを制圧するには、

きめ細かく、かつ強く一貫した対応が必要と考えております。そうした観点から、ただ

いま中村議員がお話しになったがん対策条例については、がんに取り組む姿勢を明確に

するものであり、がん対策を推進する上で有効であるということは理解できるものでご

ざいますけれども、まずは具体的な対策の中身が大切ではないかと考えておりますので、

これまでの施策の有効性を検証して、見直しすべきもの、拡充すべきもの、また新たに

どのような施策が必要となるのか、総合的に今後検討してまいりたいと思います。 

 また、議員がご提案をされましたがん対策緊急プランにつきましては、命にかかわる

施策でございますので、早急に検討してみたいと考えております。 

 私からは以上でございます。残りのご質問につきましては、関係部長から答弁いたさ

せます。 

 

 

○副議長（渡辺富士雄議員） 杉並保健所長。 

     〔杉並保健所長（深澤啓治）登壇〕 

 

 

◎杉並保健所長（深澤啓治） 私からは、中村議員のご質問のうち、がん対策に対する

区の役割や責務等についてのご質問について、順次お答えいたします。 

 まず、本区のがん対策に対する役割等のお尋ねでございますが、本区でも区民の死因

の三分の一ががんによるものであり、保健衛生行政の大きな柱の一つと認識しておりま

す。区民に一番身近にある行政として、がんに関する的確な情報を区民に提供、発信す

ることにより、健康的な生活習慣を身につけていただき、さらに、早期発見対策として

検診受診率を向上させることが重要であると認識しております。 

 次に、がんの現状調査の必要性についてのお尋ねですが、区ががん対策を行う上で、

がん患者や家族等の実情の把握、区民のがんに対する知識や予防のための生活習慣、検



議会質問【一般質問】杉並区議会 中村 康弘 
2010.9.10 

 

 9 

診受診の状況、医療体制や療養生活に対する満足度等の状況を知ることは重要なことと

認識しております。今後、他自治体の例も参考にしながら研究してまいりたいと存じま

す。 

 次に、がん予防に関する情報提供、普及啓発についてのお尋ねでございますが、現在、

各保健センターでは、生活習慣病予防対策や、がんそのものをテーマにした健康教育、

喫煙対策講座などを行うなど、がん予防に関する情報提供、普及啓発に努めているとこ

ろでございます。また、毎月一回「広報すぎなみ」にがん検診のお知らせを掲載し、周

知しております。 

 次に、子宮頸がんワクチン助成の対象年齢拡大についてのお尋ねにお答えいたします。 

 本区では、中学校入学お祝いワクチンということで、中学校一年生女子約千六百人を

対象に、子宮頸がんワクチンの助成を行っておりますが、区民からも対象拡大の要望が

寄せられているところでございます。ご指摘のとおり、現在国では、子宮頸がんワクチ

ン助成について、来年度予算の概算要求をしている状況でございますので、その動向等

を踏まえ、本区の対象者の範囲についても検討してまいりたいと考えております。 

 次に、正確な受診率の把握についてのお尋ねにお答えいたします。 

 ご指摘のとおり、がん対策を推進する上で、より正確な対象者の現状を把握すること

は大変重要なことと考えておりますので、職域検診等の対象者の受診状況を含めた調査

の必要性について検討してまいります。 

 次に、がん検診の受診率の低い理由、向上策等のお尋ねでございますが、一般的に検

診を受けない理由としましては、先ほど中村議員ご指摘のように、忙しい、診断結果へ

の不安、必要性を感じないなどが挙げられております。区としましては、区民健診と同

時に実施できる大腸がん検診や、無料クーポン事業を含んだ乳がん、子宮がん検診では

一定程度の受診率を得ております。しかし、胃がん検診は、医療機関の数の問題等もあ

り、低い受診率にとどまっております。今後、検診方法の見直しや受診医療機関の拡大、

個別通知や再勧奨などの対策を含め、検討してまいります。 

 次に、区民健診の通知にがん検診の申込書を同封してはどうかとのお尋ねでございま

すが、ご指摘のとおり、個別通知は大変有効な受診勧奨の手段でございますので、今後、

区民にとってわかりやすく効果的な勧奨方法はどうあるべきかという観点から、議員の

ご指摘の点につきましても、工夫してまいりたいと考えます。 

 次に、クーポン事業の効果のお尋ねでございますが、子宮頸がんでは、前年度比受診

者数約五千人増、乳がんでは前年度比受診者数約五千三百人増と、受診者数の増加に有
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効であったと考えております。 

 また、この事業は厚生労働省の来年度予算の概算要求に組まれておりますので、五年

間は継続するものと考えております。 

 次に、大腸がんのクーポン券事業のお尋ねでございますが、大腸がん検診は自己負担

も二百円と安価で、区民健診と同時に実施できる利便性もございますので、受診率も約

二八％と比較的高くなっております。 

 また、厚生労働省の来年度予算の概算要求の中に、四十歳から六十歳までの五歳刻み

の方に大腸がん検査キットを区市町村が郵送するという事業が組まれておりますので、

今後、この事業実施についての動向を見守りたいと考えております。 

 次に、がん検診における要精検率のお尋ねでございますが、平成二十一年度の各がん

の要精検率は、胃がんが一五・三％、肺がんが二・三％、子宮がんが一・九％、乳がん

が九・八％、大腸がんが八・三％であり、どの数値もおおむね適正とされる範囲内にお

さまっております。また、この実績は長年続いておりまして、がん検診精度管理委員会

でも評価されているところでございます。 

 次に、要精密検査の判定後のフォローに関するお尋ねでございますが、要精密検査と

判定された方には、受診した医療機関が専門医療機関に紹介するとともに、受診を勧奨

し、その受診結果については区にも報告するよう、委託契約にも盛り込まれているとこ

ろでございます。 

 次に、がん患者や家族に対しての経済的支援策の拡充についてのお尋ねでございます

が、がんを含め、病気、負傷による治療のため支払いが必要となる経費や、療養期間中

の生計維持のための融資制度には、区の応急小口資金の貸付制度や、社会福祉協議会で

行っている生活福祉資金貸付、緊急小口資金貸付がございます。特に生活福祉資金は、

昨年十月から、利用者の資金ニーズに応じた柔軟な貸付体制へ制度の見直しを行ってお

ります。これらの制度を多くの区民に活用いただくため、今後も制度の周知に努めてま

いりたいと存じます。 

 最後に、がんの総合相談窓口についてのお尋ねでございますが、現在、区内五カ所の

保健センターで保健師等が、がんにかかわる医療相談、精神的ケア等、広く療養生活全

般に関する相談を行っており、がんの総合相談窓口の役割を担っております。今後も、

関係機関等と連携して、区民の不安に適切にこたえられるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

 私からは以上でございます。 
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○副議長（渡辺富士雄議員） 医療政策担当参事。 

     〔医療政策担当参事（長田 斎）登壇〕 

 

 

◎医療政策担当参事（長田斎） 私からは、がん医療に関するご質問にお答えいたしま

す。 

 最初に、がん診療連携拠点病院等の偏在に関するお尋ねですが、区内には、ご指摘の

ようにがん医療の専門医療機関はないため、区民が専門的な入院医療を受けるためには、

区外の連携拠点病院等へ入院せざるを得ない状況にあります。区としては、このような

実態が区民の生命や健康に直接的な影響を与えているとは認識していませんが、既存の

病院や、新規に区内に参入する病院が専門医療機関の指定を受けることを目指す場合は、

区としても可能な支援策について検討してまいりたいと考えております。 

 次に、在宅医療、在宅緩和ケアについての一連のご質問にお答えします。 

 まず、在宅緩和ケアの充実に関するお尋ねですが、区内には、四十床の緩和ケア病床

のほか、がん患者の末期医療や在宅緩和ケアに熱心に取り組んでいる病院などもあり、

比較的恵まれた環境にあると認識しております。しかし、がん患者の予後が長期化して

いく中、在宅緩和ケアの重要性は今後ますます高くなっていくものと認識しており、在

宅医療の支援体制を充実させていく中で、在宅緩和ケアの充実にも取り組んでいきたい

と考えております。 

 また、在宅医療の充実のためには、医療、介護、福祉の連携強化は不可欠の課題であ

ると認識しています。最近では、医療保険や介護保険制度の中でもそれらの取り組みが

報酬の対象に位置づけられ、個別の事例単位には少しずつ連携や調整が図られるように

なってきています。今後、個々の連携をさらに円滑、活性化していくためには、区内の

関係者が一堂に会する組織的な連携、調整の場が必要であると考えており、区としてそ

の構成や運営方法などについて検討してまいる予定です。 

 次に、後方支援病床についてのお尋ねですが、実際、在宅医療を実施している多くの

医師から、脱水や発熱など、いわゆる救急医療までには至らないが入院を要する事例で

は、入院先の確保に大変苦労されていると伺っており、後方支援病床の確保も、在宅医

療を進めていく上で重要であると認識しております。現在は、いわゆる二次救急の仕組



議会質問【一般質問】杉並区議会 中村 康弘 
2010.9.10 

 

 12 

みの中で対応していただいている状況にありますが、受け入れ可能な病院とも協議を進

め、円滑な入院に向けたルールづくり等を進めていきたいと考えております。 

 また、医療、介護、福祉の各部門や病院、診療所と区民を結ぶかなめとして、ご指摘

のような相談調整窓口の機能は必要と考えています。 

 ただし、在宅緩和ケアの問題は、在宅医療や在宅でのみとり体制を充実させていく中

で、その一環として考えていくべき問題と認識しておりますので、在宅緩和ケアに特化

した相談窓口の設置は、現在のところ考えておりません。 

 また、二十四時間体制で臨む必要があるか否かについても、救急医療との役割分担を

念頭に置きながら、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 


