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令和２年第４回定例会（令和２年１１月１８日） 

 

「水害対策について」「新型コロナウイルス感染症対策について」 

 

◆２５番（中村康弘議員） 杉並区議会公明党の一員として、水害対策について、新型

コロナウイルス感染症対策について質問を行います。 

 昨日、東京都の令和３年度予算要求概要が公表され、その中に、新たな調節池等の整

備として、善福寺川上流調節池、基本設計との記載がありました。本事業の内容につい

て、また今後の東京都及び杉並区の取組予定について、現段階で区が承知している範囲

で御説明をお願いいたします。 

 私は、昨年の第４回定例会でも水害対策について質問をいたしましたが、善福寺川の

特に上流部分では、これまで度々の水害被害や河川の氾濫に悩まされてきました。中流

部で護岸未整備区間があり、上流部の河床の掘削ができないため、河川整備が完了する

まで時間を要しているのが現状であります。 

 我が会派としては、都議会公明党のまつば多美子都議会議員と連携しながら、都と区

に対して、善福寺川上流部への調節池の設置を要望、推進してまいりました。また、区

も同様に、都と協議を重ね、設置に向けて尽力をしてこられました。 

 昨年の台風 19号のときにも、調節池が機能し、善福寺川の溢水を防いだことからも、

今回の都の発表は大きな一歩であります。今後の進捗を注視していきたいと思います。 

 では、次の項目、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。 

 まず、区内のコロナ感染者数の推移と医療現場の状況に関して、何点か伺ってまいり

ます。 

 杉並区内では、本年２月 26日に最初の感染者が確認され、11月 16日までで累計 1,355

人の感染者が発生しています。区内新規感染者数の週ごとの推移を振り返ると、３月下

旬に、前の週から倍増し、その後２週間で累計数が一気に３倍にまで拡大しました。そ

の渦中に行われた本年度の補正予算（第１号）に関する区長記者会見にて、同席した区

内基幹病院の関係者から、集中治療室や救急医療の受入れができず、一般患者の治療が

著しく制限されるなど、医療崩壊の危機に迫る緊迫した状況が伝えられました。 

 その後、４月下旬から徐々に減少し、５月、６月は１桁台に。しかし、７月に入ると

上昇傾向になり、８月第２週には最多の 98 人を記録いたしました。８月下旬から減少
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したものの、10月からは再び上昇に転じ、その後増加傾向が強くなり、先週は 80人と

なっています。 

 この間、増減の波が何度も繰り返されておりますが、区内感染者の属性、症状の程度

や感染経路等の傾向性にはどのような変化があったのでしょうか。また、現状ではどの

ような特徴が見受けられているのか。これまでの他の議員の質問と一部重複しますが、

改めて確認をさせていただきます。 

 一方、発生当初から現在までの期間、医療現場の状況はどのように変化してきたので

しょうか。区内の病院におけるコロナ患者への対応状況の変化と、それに伴う一般患者

に対する医療提供体制への影響についてお聞かせください。 

 コロナ患者が重症化に至る割合、重症化率に関して、京都大学・西浦教授のチームが

厚生労働省のデータを基に行った調査によると、１月から４月の間は全体で 9.8％であ

ったのが、６－８月は 1.62％にまで低下し、年代別では、40歳代は 3.43％から 0.54％

に、60 歳代は 15.25％から 3.85％に、80 歳代は 34.72％から 14.5％に下がっていると

の報道がありました。 

 区内の感染者についても、この調査結果と同様に、重症化に至る割合が減少している

傾向は見受けられるのでしょうか。仮に減少傾向にあるのであれば、どのような要因が

考えられるのか、お答えください。 

 補正予算（第１号）が編成された当時は、区内の医療現場が逼迫し、病院の経営が急

激に悪化する深刻な事態が明らかになりました。それに対して区は、区内４基幹病院に

対する包括的補助や、発熱外来センターの設置とともに、派遣される開業医の診療所に

対する補助など、いち早く財政支援を行いました。 

 独立行政法人福祉医療機構が全国の 375病院に対して行った定点調査によると、本年

５月時点での医業収益ディフュージョン・インデックスが、３か月前の調査から 95 ポ

イント低下のマイナス 81％ポイントと、全国的にも医療機関の経営状況が急激に悪化

しました。その後、減収となった病院の割合は減少し、収益もやや回復している傾向が

見られているとのことであります。 

 区内４基幹病院においては、その後の経営状況についていかがでしょうか、お聞かせ

ください。 

 次に、ＰＣＲ検査について伺います。 

 区は、今年度８度の補正予算を編成し、多岐にわたるコロナ対策を講じてきました。

その中で、ＰＣＲ検査体制の強化も積極的に行い、１日当たりの検体を採取する能力と
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して、発熱外来で 40から 70件、病院設置型ＰＣＲ検査スポットで 120件、移動式バス

で 40 件、地域医療機関、診療所で 200 から 300件、合計 400 から 500 件が可能な体制

へと整備を進めています。 

 整備の進捗状況について、そしてこれら全てが整備されるのはいつ頃になるのか、お

聞かせください。 

 また、１日当たり 400から 500件というのは、どういう根拠に基づくもので、どのよ

うな状況を想定してのものなのでしょうか、お答えください。 

 一方で、検体分析を行う検査能力としては、区は保健所生活衛生課分室において、全

自動核酸抽出増幅検査システムやリアルタイムＰＣＲ検査装置など、独自の検査体制の

整備を進めています。これまで手配してきた装置の整備が完了した際には、１日当たり

90 件程度の検査が可能になるとのことです。検体採取能力が 400 から 500 件であるこ

とと比較すると、数字的に大きな開きがあるようですが、区が行う検査とそのほか東京

都や民間の検査機関で行う検査と、どのように使い分けられるのでしょうか。 

 また、現在では、都内の民間の検査機関だけでも１日２万 3,000件以上の検査キャパ

シティーが確保されているという状況にあって、区が自前で検査体制を整備することの

意義について、区の考えをお聞かせください。 

 ＰＣＲ検査を行う目的は、コロナウイルスに感染の疑いのある方を特定して、感染結

果を判定し、その結果に基づいて適切な処置にまでつなげることであると理解します。

相談の受付を行ってから、調整、検体採取、検査機関への輸送、分析、結果のフィード

バック、陰性、陽性それぞれに応じた対応、そして適切な医療行為まで、それぞれのプ

ロセス間での連携がスムーズに行われなければ、幾ら個々のキャパシティーを上げたと

しても、ボトルネックが発生し、全体としての能力は上がりません。 

 区がＰＣＲ検査の体制を整備する際には、最初の工程である相談の受付から医療に至

るまでの時間、いわゆるリードタイムをいかに短縮するかが、プロセス全体を最適化す

ることであり、区民の安心につながるものと考えます。こうした考えに基づく体制整備

について、所見を伺います。 

 検査対象者については、現在では、発熱やせきなどの症状があったり、濃厚接触者等、

感染の疑いがあると認められたりする方が行政検査の対象とされています。区では、行

政検査の対象外の方への検査は、感染者が発生した高齢者施設、障害者施設及び児童福

祉施設の従事者のみに実施していますが、それ以外の対象外となる方へのＰＣＲ検査の

実施について、またそれに対する補助等の支援についてはどのような考えなのか、この
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点についても再度確認をさせていただきます。 

 コロナと季節性インフルエンザについて伺います。 

 これからの季節は、季節性インフルエンザの流行拡大期に入り、例年では、12 月か

ら翌年の１月下旬ぐらいまでがピークとなります。仮に新型コロナウイルスとの同時感

染拡大、いわゆるツインデミックが起これば、医療現場は一気に逼迫する事態となって

しまいます。 

 統計によると、今年のインフルエンザ患者は、全国的に異例の少なさで推移している

ようですが、本区における季節性インフルエンザの感染は、例年に比べてどのような状

況なのでしょうか。 

 さきの補正予算（第８号）を受けて、65 歳以上の高齢者等には、インフルエンザ予

防接種の無償化対応が行われ、10 月１日より接種が始まっています。これまでの接種

状況を確認いたします。 

 その後は、医療従事者、基礎疾患のある 65 歳未満の人、妊婦、乳幼児から小学校２

年生までの希望者など、優先的な対象者への接種の呼びかけが行われ、その他の方々に

ついても、時間差を設けて接種の受付が行われているところです。接種希望の増大や一

時的な集中によりワクチンの供給不足が心配されますが、現状どのような対策が取られ

ているのでしょうか。 

 一方で、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症を臨床的に見分けること

は、現在の医学的知見からは困難なため、発熱患者に対しては、インフルエンザとコロ

ナの両方を疑わなければならず、ＰＣＲとインフルエンザの検査を同時に行うケースも

増えてくると思われます。その際は、唾液採取ではなく、鼻の奥を拭って採取するとな

れば、それに伴い、適切な個人防護具（ＰＰＥ）や衛生材料が必要となります。医師や

医院スタッフのコロナへの感染予防のため、区としても、ＰＰＥの確保には重厚な支援

を行うべきと考えますが、現状はどのようになっているのか、お聞きいたします。 

 次に、外来診療と相談体制について伺います。 

 11 月１日、区のホームページの新型コロナウイルス感染症情報の相談窓口のページ

が更新され、掲載内容が変更されました。それによると、これまで帰国者・接触者相談

センターが主要な窓口として発熱外来や検査機関などを案内していたものが、発熱等の

症状がある場合には、かかりつけ医に相談するとなりました。そして、かかりつけ医が

いない場合や相談する医療機関に迷う場合は、帰国者・接触者相談センターから名称が

変わった杉並区受診・相談センターまたは東京都発熱相談センターに相談するとされて
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います。 

 この変更は、９月４日付の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部からの

事務連絡に基づくものと理解しますが、改めて、この事務連絡の内容及び意図するとこ

ろを確認いたします。 

 かかりつけ医が電話相談などの一次対応を行うのであれば、重要な役割を担うことに

なります。区は、保健福祉計画において、地域医療体制の充実として、かかりつけ医の

定着を推進してきていますが、改めて、かかりつけ医の定義、そして地域医療において

かかりつけ医が担う役割を確認いたします。また、区内においてはどの程度定着してき

ているのか、現状を表す定量的なデータがあればお示しください。 

 事務連絡によれば、新たに東京都に申請を行い、指定を受けた医療機関は、診療・検

査医療機関として、発熱患者の外来診療や検査を行うことになっています。指定に当た

っては、医療従事者の十分な感染対策に加え、必要な検査体制が確保されていることや、

他の患者と接触しないよう可能な限り動線が分けられているなど、適切な措置が取られ

ていることが必要な施設要件とされています。 

 現段階で、区内で診療・検査医療機関の指定を受けている病院、診療所はどの程度あ

るのでしょうか。また、指定医療機関として公表されると、発熱患者が集中することが

懸念され、やむを得ず、申請に二の足を踏むところもあるのではないかと推察します。

こうした点にはどのような対策が取られているのか、確認いたします。 

 一方で、指定を受けていないかかりつけ医が指定医療機関を紹介する際は、紹介先の

受入れ状況を適時把握し、医院間で綿密に連携することが求められます。そのような情

報共有と連携の体制については現状はいかがか、お示しください。 

 また、発熱や体調不良を訴えた人が、直接かかりつけの医療機関を訪れることも想定

されます。雑居ビルなどに入居している診療所などは、物理的に動線確保や他の一般患

者との隔離が困難であり、また、近隣の店舗や住宅等への対応を求められる場合もある

かもしれません。そうしたことから、かかりつけ医の中には、新たな体制に不安を感じ

ているところも少なからずあるのではないかと思います。既に動き出している中で、医

師会をはじめ現場からはどのような声が届いているのか、お聞かせください。 

 受診・相談センターは、帰国者・接触者相談センターから名称が変わり、かかりつけ

医がいない場合や、相談する医療機関に迷う住民の相談窓口となりました。一次対応の

窓口から後方支援へと役割が変わったようにも見受けられます。さきの補正予算（第７

号）では、当時の帰国者・接触者電話相談センターでの事務量増加へ対応するため、保
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健師、看護師の人材派遣の経費が計上されております。センター業務の機能移行に伴う

事務量の変化はどのように見込んでいるのか、お聞かせください。 

 いずれにしましても、今回の体制変更は、厚生労働省からの指示に基づいたものでは

ありますが、医療現場が混乱し、結果的に患者がたらい回しにされるなどという事態だ

けは招かないよう、医師会等とよく協議を重ねながら、区民の安全と安心の確保を第一

とした体制整備を強く求めます。改めて区の所見を伺います。 

 最後に、医療機関のデジタル化について伺います。 

 コロナ感染状況に関する情報収集体制については、厚生労働省が、情報の一元管理の

ため、本年５月末に新システムＨＥＲ－ＳＹＳを導入しています。これは、全国の医療

機関や保健所のそれぞれの端末から直接感染者の症状や行動歴などが入力され、一元的

に管理された情報がインターネットを通じて関係者間で共有されるというシステムで

す。感染者等へのサポートの充実や保健所、医療機関等の負担軽減を目的として導入さ

れたものの、入力項目の煩雑さや個人情報保護条例などとの関係から、まだ一部にしか

普及は進んでいないとの報道もあります。 

 本区の保健所及び区内医療機関におけるＨＥＲ－ＳＹＳの使用はどのような状況で

しょうか。また、区が直面している課題等があればお聞かせください。 

 このシステムが当初のもくろみどおりに稼働し、各医療現場からスムーズに情報が収

集できれば、保健所の負担も軽くなると思われます。さらに重症患者の情報を正確に早

くつかむなど、それぞれの医療機関の病床を効率的に活用することも可能になり、医療

機関同士の役割分担や連携も充実できると考えます。区は、医療機関と協力して、積極

的に情報化を推進するべきと考えますが、所見を伺います。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、院内感染、クラスターや救急医療の制限な

ど、私たちは、医療の危機という、これまで経験したことのない事態に直面しました。

今も全国的に極めて高い水準で感染者が増え、第３波との見方もあり、予断を許さない

状況です。 

 そのような中で、医療従事者の方々は、自身の感染や経営難のリスクと直面しながら

も、最前線でコロナと対峙し続けています。今までは存在自体を当たり前のように感じ

ていた近くの病院、診療所が、私たちの生命と健康にとっていかに大切な地域資源であ

るかということを、私自身、改めて認識しています。区は、区内の医療機関と一層強固

な協力関係を築き、引き続き地域医療体制の充実に努めることを要望いたしまして、私

の一般質問を終わります。 
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 ありがとうございました。 

 

○副議長（島田敏光議員） 理事者の答弁を求めます。 

 土木担当部長。 

      〔土木担当部長（友金幸浩）登壇〕 

 

◎土木担当部長（友金幸浩） 私からは、水害対策についての御質問にお答えいたしま

す。 

 昨年の一般質問でも御答弁申し上げましたが、いつ、どこで起きてもおかしくない豪

雨への対策は喫緊の課題と捉え、善福寺川上流部に必要となる大規模な調節池の整備を

都に求め続けてまいりました。年々激甚化するゲリラ豪雨や大型台風による水害リスク

が高まる中、建設局が来年度の予算要求で基本設計の予算化を打ち出したことは、善福

寺川上中流域での浸水対策に向けて、大きな一歩を踏み出したものと受け止めておりま

す。 

 善福寺川上流部における調節池は、目標である整備水準、時間当たり 75 ミリへの対

応に必要なものであり、現行の河川整備計画に照らし合わせると、貯留量約 34 万立方

メートルの大規模なものとなります。河川沿いにある公共用地で、区立関根文化公園な

どの活用も想定されておりますが、今後実施される基本設計において、調節池の構造や

取水施設等の検討が進められるものと認識しております。 

 頻発する水害から区民の生命と財産を守るため、調節池の早期完了を第一に考え、区

有地の活用などを含め、できる限り都と連携協力して取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 私からは以上です。 

 

○副議長（島田敏光議員） 杉並保健所長。 

      〔杉並保健所長（増田和貴）登壇〕 

 

◎杉並保健所長（増田和貴） 私からは、新型コロナウイルス感染症対策に関する一連

の御質問にお答えいたします。 

 まず、感染者の属性、感染経路の傾向等ですが、発生当初は、全年齢層において一定

の患者が発生し、中でも高齢者の割合が高く、重症者も多くいました。感染経路は、ナ
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イトクラブ、ライブハウス、カラオケなどが主な発生場所として認められました。 

 ７月以降は、20代から 30代の若年層を中心に患者が発生し、感染経路は、接待を伴

う飲食店が発生場所として注目されました。この時期は、高齢者の割合が少ないことに

加え、治療法の進展もあり、重症化する者は少なくなりました。 

 現在は、若い世代を中心に再び増加傾向であり、感染経路が判明している中では、家

庭内感染、友人との会食、職場内感染が多い状況です。 

 次に、医療機関における対応状況ですが、当初は、無症状を含め全ての患者を入院と

し、退院基準も厳しく、症状がなくても長期の入院となる場合がありました。このため、

病床が一時逼迫しましたが、その後、無症状や軽症者はホテル療養となり、また国の退

院基準が変わった影響から、入院期間も短くなり、併せて患者数も減少したため、５月

末には病床の逼迫感は改善いたしました。 

 その後も、入院病床や、宿泊療養を行うためのホテルの確保は進んでおります。しか

し、新型コロナウイルス感染症の患者数が増加した際には、医療スタッフや病床を新型

コロナウイルス感染症用に追加確保しなければならず、この間も検査や手術の日程の延

期、外来受診間隔の延長など、一般の医療提供体制への影響は大きかったものと考えて

おります。 

 次に、区内４基幹病院の経営状況についてお答えいたします。 

 ４病院の平均値となりますが、入院収益は、４月に前年比８割ほどに落ち込みました

が、６月にかけて９割近くまで回復しております。外来収益は、４月は前年比の８割を

下回り、５月もさらに若干の減収となりましたが、６月にはいずれの病院も収入が増加

し、平均では９割を超えております。 

 経営状況についての詳細は把握しておりませんが、その後、新型コロナウイルスの患

者受入れによる経済的負担の増大については伺っておりません。 

 次に、ＰＣＲ検査体制に関するお尋ねですが、まず、整備状況について、現在、診療・

検査医療機関として東京都に届け出ているデータでは、１日当たり４基幹病院が 90件、

その他の医療機関が 250件となっております。それ以外に実施可能な件数として、ＰＣ

Ｒ検査バスが 40件、その他の医療機関で 70件ほどあります。合計すると 450件ほどと

なり、おおむね検査体制の整備はできている状況となっております。 

 次に、１日当たり 400から 500件の根拠については、まず、７月に第１波での陽性者

の１日の最大発生数から、濃厚接触者を含めた検査必要数を推計し、クラスター発生も

想定して、推計値を上回る 300件を目標値として体制強化を図りました。その後、行政



議会質問【一般質問】杉並区議会 中村 康弘 
2020.11.18 

 

 9 

検査の対象者の拡大と、冬には、新型コロナウイルスか季節性インフルエンザか判別で

きない発熱者が増えることを想定し、近隣のかかりつけ医による検査可能数の増を見込

み、実施件数を増やしたものです。 

 次に、ＰＣＲ検査の検体分析についてのお尋ねにお答えいたします。 

 生活衛生課分室においては、一刻も早く医療機関につなげる必要がある場合や、保育

園や学校、福祉施設などでクラスターが懸念される場合などの検査について、優先的に

対応しております。これは、検体搬入や検査手続などにおいて早急かつ臨機応変な対応

を図ることにより、東京都や民間の検査機関よりも早く検査結果を出すことが可能とな

るためです。 

 区が直営での検査体制を整備することは、新型コロナウイルス感染症等の検査対応な

ど、区民の日々の安心・安全の確保に寄与するだけでなく、今後の新興、再興感染症の

発生等への備えの一環として、健康危機管理の観点からも大変意義があるものと考えて

おります。 

 次に、相談から医療に係る体制の整備についてのお尋ねですが、まず、議員御指摘の

とおり、患者が迅速に医療機関で受診できることは、区民の安全・安心につながると考

えております。このため、今般、発熱等の患者が迅速に医療機関で受診できるようにす

ることと、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行への備えとし

て、最初の電話相談先を杉並区帰国者・接触者相談センターからかかりつけ医に変更し、

その後に受診する体制に改めました。 

 これに合わせ名称を変更した杉並区受診・相談センターの業務量ですが、今後同時流

行が起きた際には、発熱等の患者の発生増が想定され、また、かかりつけ医がいない区

民も少なくなく、その患者の相談及び受診調整を行う必要があるため、業務量に大きな

変化はないと見込んでおります。 

 また、一般区民に対するＰＣＲ検査は、費用対効果が小さく、検査数が増大したとき

には現状の検査体制を圧迫し、本来迅速に検査しなければならない発熱等の症状を有す

る方の検査ができなくなるおそれから、現状においては、金額的な補助を含め、実施は

困難なものと考えております。 

 次に、季節性インフルエンザに関する御質問にお答えいたします。 

 まず、インフルエンザの流行状況についてですが、今シーズンは、11月８日時点で、

区内の定点医療機関において患者が一人も確認されておりません。昨シーズンは、１定

点医療機関当たり 1.29 人の患者が確認されており、流行開始の目安を超えておりまし
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た。 

 次に、10 月より開始した高齢者のインフルエンザ予防接種の接種状況についてです

が、現時点では詳細な把握はできませんが、今年度は無償化の実施と接種の呼びかけを

早めたことにより、昨年と比較して、10 月一月で約２倍の方が接種しているのではな

いかと区医師会より聞いております。 

 次に、ワクチンの供給不足への対応ですが、今シーズンは昨シーズンの使用量よりも

12％多い製造が予定されており、過去最大の供給量となっております。 

 また、医療機関への供給が不足した場合には、医療機関から区を介して都が状況を把

握し、都からワクチンを供給する問屋組合に調整を求める体制が取られております。 

 次に、個人防護具、略称ＰＰＥの確保と、新たな体制についての医療現場からの声の

お尋ねにお答えいたします。 

 ＰＰＥについては、在庫がない、調達ができないとのお声をいただいておりましたが、

国は、診療・検査医療機関に対してＰＰＥを十分に配布し、今後も定期的に補充すると

伺っております。区においてもＰＰＥを確保し、不足している医療機関に対しては、御

要望に応じて配布をしております。 

 また、医療現場からの声については、医師会から、各医療機関の施設状況に合わせた

院内感染防止対策の経験や知識が十分ではない、患者からの電話相談に随時対応するこ

とが困難である、予約のない発熱患者が来院した際の待合場所が確保できない、スタッ

フだけでなくその家族への感染も不安である、診療所間の連携だけでなく、保健所と基

幹４病院とも連携が必要であるとの声をいただいております。 

 次に、新型コロナウイルスの相談体制及び医療体制の変更に関するお尋ねにお答えい

たします。 

 今回の国の事務連絡では、季節性インフルエンザの流行期において発熱患者の発生が

多数想定され、今までの特定の医療機関での集中的に診療等をする体制が難しくなるた

め、これをまずかかりつけ医が診察や検査などを行う体制に移行させて、発熱患者の分

散化を図り、患者増に対応することを意図しております。しかし、かかりつけ医の中に

は、建物構造などにより患者の動線分離や隔離等の感染対策に課題があり、発熱患者の

受入れが困難な医療機関も少なくなく、特定の医療機関に来院が集中し、医療現場が混

乱してしまう懸念がありました。 

 そのため、事務連絡が出された９月以降、区医師会などとも数度にわたり、今年の冬

を見据えた医療体制について協議を重ね、発熱患者を受け入れるかかりつけ医を増やす
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取組を行うとともに、診察や検査を実施している医療機関をリスト化し、情報共有を図

ってまいりました。年末から年明けにかけて本格化する季節性インフルエンザの流行時

期に備え、今後も引き続き区医師会ともよく協議を重ねながら、区民の安全と安心の確

保を第一とした体制整備を図ってまいります。 

 次に、かかりつけ医に関するお尋ねにお答えいたします。 

 かかりつけ医の定義については、日本医師会において、「なんでも相談できる上、最

新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼り

になる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。」とされております。

この定義にもあるとおり、患者の日頃の健康管理を行うとともに、症状に合わせて専門

医療機関へ紹介するなどの地域医療連携を図ることで、健康に関する全ての相談事を受

けられる、身近で困ったときに頼りになる、地域医療における主体的な役割を担ってお

ります。 

 また、区内でかかりつけ医を持っている区民の割合は、毎年実施している区民意向調

査において、令和元年度については 59.1％となっております。 

 次に、区内の診療・検査医療機関に関するお尋ねにお答えいたします。 

 現在、診療・検査医療機関として都の指定を受けている医療機関は 83 件となってお

ります。 

 診療・検査医療機関は、公表をすることによって、患者の集中や風評被害、予約のな

い発熱者が来院するなどのおそれがあることから、都内においては、自治体ホームペー

ジ等での公表はせずに、関係機関のみで情報を共有しております。このため、発熱患者

の診療や検査を行うことが困難な医療機関は、東京都から医師会を通じて提供される診

療・検査医療機関リストにより、診療時間や実施可能な検査内容等を把握し、患者の状

態に合わせて適切に医療機関を紹介するなど、診療所間で連携することとしております。 

 次に、私からの最後になりますが、ＨＥＲ－ＳＹＳに関するお尋ねにお答えいたしま

す。 

 11月 12日現在、ＨＥＲ－ＳＹＳ利用に必要なＩＤを付与されている区内医療機関は

51 医療機関となっており、既に保健所と一部の医療機関の間において、発生届出に関

する情報の共有に活用しています。今後は、発生届出に関する情報に限らず、基礎疾患

や行動履歴などの情報も共有しやすいものとなっていく予定ですが、現時点ではまだ利

便性が高いシステムとして完成していないため、それに向けた今後の開発が課題となっ

ております。 
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 また、医療機関にとっては、今までファクスしていた発生届出の内容をＨＥＲ－ＳＹ

Ｓに入力する作業が新たな負担となり、それが普及に向けた課題となっております。 

 健康危機管理上、情報化とその共有は重要であり、今後、国に機能改善を求めるとと

もに、利便性が高いシステムとなった際には、保健所と医療機関のさらなる情報連携に

向けて、区としても最大限活用していきたいと考えております。 

 私からは以上となります。 


