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脳卒中地域連携の現状と地域包括ケアへの対応
2015年10月29日開催

2025 年に向けて地域医療構想の策定など地域医療体制の改革が進むなかで、医療圏の考え方や地域での病床機能の需要の変化が
見込まれることを始め、地域医療連携推進法人制度 ( 仮称 ) 創設など病院経営の変化が求められている。
今回のセミナーでは地域包括ケアが進むなかでの病院が直面する経営課題と、東京都蒲田地区での脳卒中センターの取り組みと地
域連携、在宅医療の現状について先生方に語っていただいた。
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脳卒中と地域包括ケア

一般社団法人 蒲田医師会 会長
京浜病院 院長
日本慢性期医療協会 常任理事

■2025年に向けた病床機能別の需要の明確化
急性期から在宅復帰の際の連携で患者さんを急性期に
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められる。
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されているが、日本は中小規模の病院が乱立し、スケー
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先生

大田区における2025年に想定される病床数

戻さないために、いかに在宅で患者さんを支援できるか
が重要である。このため、在宅への医療の介入が強く求
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営して事業拡大を促すことが狙いの 1 つになっている。
大田区や品川区といった区南部エリアは、回復期や慢

一方、10 対１病床である急性期病床は現在 465 床で、2025 年に想

性期の病床が極端に少ない一方で、高度急性期病床が極

定される 1,689 床に対して 1,224 床不足する。また、回復期病床にお

端に多いという特色がある。

いても同様で 860 床、慢性期病床も 303 床不足する状況である ( 図 1)。

2014 年度の診療報酬改定の最大の要点は、７対１入

こうした状況を踏まえると、高度急性期病院が、急性期、回復期、慢

院基本料の算定要件の厳格化による病床の削減が示され

性期、療養型に機能転換するというシナリオが考えられる。ところが、

たことである。36 万床あった７対１病床を２年間で９万

高度急性期病院が慢性期病院へ急にシフトすることは考えにくいため、

床を減らす方向で、その後の 2025 年までに 18 万床に

まずは急性期病院に段階的に転換するのが現実的ではないかと考える。

絞り込む計画となっている。これを大田区に当てはめる
と、全病棟数は 4,825 床あるが、そのうち、7 対 1 病

■疾病に応じた医療圏が現実的な道

床である高度急性期病床が 3,113 床含まれており、これ

今後、高度急性期病院の要件はさらに厳しくなると考えられる。

を全病床数の 17% にあたる 820 床にまで削減する必要

2014 年度診療報酬改定では７対１入院基本料の施設基準に在宅復帰率

がある。その結果、過剰になる 2,293 床は他の機能にシ

75％以上とすることが設けられた。地域包括ケア病棟に求められる在宅

フトする必要がある。

復帰率は現在 70％以上であるが、達成率を見ると 80 〜 90％の病院も

ある。医療必要度は 10％から現在 15％以上となったが、

ただし、慢性期病床や療養型病床は多摩地区に集中しているため、患

今後は 20％に引き上げられることも考えられる。平均在

者さんの移動を考えると地域完結という点では非現実的にならざるを得

院日数についても、現在の 18 日を、将来は 15 〜 16 日

ない面もある。

に短縮することもあるだろうと考えている。さらに、病床

そうしたなかで、現実的に考えられるのは、二次医療圏にこだわらな

区分を現行の７対１から５対１に厳格化すると国が言いだ

い疾病に応じた柔軟な医療圏の設定である。実際、兵庫県は疾病ごとの

せば、高度急性期を諦める病院も増えるのではないだろう

医療圏を設定しており、脳卒中や心筋梗塞などの患者さんの場合では 広

かと考えている。

域医療圏 、慢性期や周産期、小児、療養型の疾病の場合は 狭域医療圏

一方で、医療圏の考え方についても議論が始まっている。

で医療を行っている。

東京のように交通機関が発達している地域では、脳卒中や

こうしたことを踏まえると、大田区、品川区、目黒区、世田谷区など

心筋梗塞などの患者さんが高度な医療を求めて、東京都内

でも同様に、広域医療圏と狭域医療圏の２つで、疾病に応じて医療圏を

の病院を受診していることもわかっている。そのため、東

提案していくのが現実的な道ではないかと考える。

京全域をひとつの医療圏とみなすべきという考え方もある。
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総合脳卒中センターの取り組みと地域連携の現状
東京都保健医療公社 荏原病院 総合脳卒中センター 脳神経外科 部長

土居 浩

先生

■脳卒中における医療連携の現状
当院は東京の南に位置する大田区にあり、急性期の医療

の確保が最も大きな課題となり、充足させるために、地方または区南部

を提供している施設である。大田区は急性期医療の提供と

でも、複数の医療施設の機能を統合して、脳卒中センターを立ち上げる

いう点で比較的恵まれている地域である。脳梗塞が発症し

必要も今後出てくるだろうと考えられる。

た際に最も重要となる tPA 治療（血栓溶解療法）は、区南

一方、脳卒中の地域内医療連携の問題としては、緊急時の手術への対

部医療圏の脳卒中急性期医療機関では、当院も含め 11 施

応が挙げられる。脳卒中は昼夜を問わず緊急の手術を行う必要に迫られ

設で治療が可能である。

るため、その手術の場を確保することが大変重要となる。例えば、ある

脳卒中患者の救急搬送時間の短縮を目的に、2008 年に

大学病院で夜間に手術を行っていた場合、その手術室は使用できない。

東京都脳卒中医療連携協議会が発足した。当院はその協議

そうした場合、区南部の医療圏で手術可能な病院を探す必要がある。そ

会の事務局になっており、急性期医療の調整を行っている。

の対応策として、区南部の医療圏では、急性期病院の緊急連絡網を作り、

2008 年からは、東京都で共通した脳卒中の連携パスを策

急性期病院間での医療連携を強化している。

定中である。2012 年には tPA の治療可能時間が発症か
ら 4 時間半に変更になった。2015 年には、tPA の治療

■回復期リハビリ病棟の不足への対応が課題に

対象外の患者さんや、tPA で効果が得られない患者さんに

現在、東京都脳卒中医療連携協議会が現在直面しているのは、急性期

対して、脳内血栓除去という高度な技術を適用可能かどう

の治療が終わった後に患者さんがどのように治療を続けるかという問題

か考慮できる時期に入るなど、急性期医療はさらに進化を

である。

遂げている。つまり、急性期の治療は高度で多くの人材を
要するということである。
当院では、2005 年に脳卒中専門病棟を備えた「総合脳

ひとつの背景として、回復期リハビリ病棟が不足している問題がある。
区南部と区西南部の二次医療圏では、10 年前は回復期リハビリ病棟の
病床数が圧倒的に足りず、患者さんは神奈川県、山梨県などにリハビリ

卒中センター」を開設した。センターでは、急性期の診断

のために流出していた。しかし、制度が変わり、大田区に 10 年前は１

に必要な放射線科医のほか、様々な合併症を抱えている患

つだった回復期リハビリ病院が現在では４つ増え、状況は改善している。

者さんが多いため、循環器や神経内科、脳神経外科、リハ

今後、現存する急性期病院 10 施設が、どう変わっていくかで、10 年

ビリテーション科の各科の医師を中心に、専門看護スタッ

後の状況も変わってくるだろう ( 図 2)。

フ、専任ソーシャルワーカーなどによる医療チームを編成

さらに、大田区、品川区は高齢者で単身の方が多く、身寄りがなく、

し、高度専門医療を提供している。当センターは、神経内

引き受け手のない人が多いという深刻な問題があり、在宅医療は難しい

科医が９人、脳神経外科医が６人、リハビリテーション科

という厳しい現実も見えてくる。

医が３人、放射線科医が５人とスタッフが充実しているこ
とで高度医療が成り立っている。
このように、急性期医療では非常に多くの人的医療資源

一方で、家族の負担も経済的負担が少なくて済む介護施設（特別養
護老人ホーム）は、年単位で入居待ちの状況である。有料老人ホームを
含めたその他の介護施設は、入居費用や月々の費用を考慮すると負担が

大きい。患者さんが急性期から慢性期にシフトする過程で、ニーズ

が今後の脳卒中地域医療連携の柱にならざるを得ない。東京では、

に応じた在宅医療が提供できないケースではどう対応するのかと

在宅医療が難しい人は、場合によっては介護、医療に近い面での

いった課題が山積している地域といえる ( 図３)。

ケアを考えなくてはいけない時期が、近い将来訪れるのではない

よって、急性期の病院として、患者さんの急性期後の行き先につ

かと感じている。

いて考える必要があると感じている。在宅、介護施設との医療連携
図件
図 2 大田区における回復期リハビリ病院数の変化(左図：10年前/右図：現在)
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：療養病床
図 ３ 都道府県別 65歳以上の高齢者向け施設・住まいの整備状況
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先生方によるディスカッション

司会・座長：
一般社団法人 蒲田医師会 理事
医療社団法人 至髙会 たかせクリニック 理事長

髙瀬 義昌

先生

シンポジウム講演終了後に在宅療養支援診療所である、たかせクリニック理事長の髙瀬
義昌先生の司会により、熊谷先生と土居先生との総合討論が行われた。
東京都内は回復期病床が少ないため、今後どのように対応するかについて問題提起がな
された。土居先生によると、「10 年前はほぼ 100％、患者さんは区南部の外でリハビリを
していたが、現在はほとんどが区南部内で可能になり、飛躍的に状況が改善している」状
況だという。
今後は、医療と介護の現場が在宅中心となる傾向が一層強まるが、同氏は「在宅医療を
担う医師の数は増えており、在宅医療と病院との連携はスムーズになっている」と述べる
一方で、「介護施設では人材が充実しているところもあれば、そうでない施設もあり、各
施設における医療の質については今後考える必要がある」といった課題も指摘した。
また、医療費削減は待ったなしの状態だが、熊谷先生は「医療の効率化は課題が多いが、
地域医療連携推進法人制度（仮称）により、医療財源をスリム化し、機能分化するという
動きも出てきている」として期待を寄せた。
同氏はさらに、日本でも欧米のように 1,000 〜 2,000 床の施設に患者を集中させること
で、
「効率のよい医療が可能になる。治療成績も向上し、治験なども含めて様々なことにチャ
レンジできる。約 1,200 万の人口を抱える東京のような広域医療圏だからこそ可能になる
のではないか」とも語った。
これに関して土居先生は「欧米では合併症などで手厚いケアが必要な患者さんは、州立
病院や公的病院のような大規模病院で診る。日本では脳卒中の場合、脳神経外科の単科病
院などで診るが、合併症を抱える患者さんも多い。そのような患者さんは公的病院が診て、
専門的な疾患は私立病院が診てもよいのではないか」としたうえで、「赤十字病院のよう
な公的病院も我々の施設と同じような立場なので、そのような病院と一緒になり、再編の
可能性もあると私自身は思っている」との展望を示した。
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http://med.sawai.co.jp/topics/seminar/

medical site」にてご視聴頂けます。

または、

検索

沢井製薬 Webセミナー

へアクセスして下さい。
2015年11月作成
ES-078

