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平成 30 年度第１回岡崎幸田救急医療対策協議会 会議結果

日 時：平成 30 年 10 月３日（水）

午後 1 時 30 分～3 時 10 分

会 場：岡崎げんき館 １階多目的室

出席者：小原 淳委員、藤原正寛委員、太田義穂委員、早川文雄委員、齋藤 博委員、

山本邦雄委員、藤本康彦委員、齋藤好道委員、星野直仁委員、小山哲夫委員、

伊藤 求委員、狩野弘生委員、服部悟委員、薮田芳秀委員、湯澤由紀夫委員

（敬称略）

事務局：岡崎市、幸田町

議事録

１ あいさつ 岡崎市保健所長

２ 議長選出 岡崎市医師会 小原会長を互選により選出

３ 議題

議題（１）平成 29 年度西三河南部東医療圏の救急医療状況について

事務局

（岡崎市）

資料１～５を説明

小原議長

（岡崎市医師会）

議題１平成 29 年度当医療圏における救急医療状況について事務局

から説明されました。只今の説明、報告に関して何かご意見・ご質問

はありますでしょうか。

狩野委員

（岡崎市保健所）

保健部の狩野と申します。私からは市民からお電話等で、ご意見の多

かったことについてお伺いします。

まず近隣の市町村に比べて岡崎市の１次救急である夜間、休祝日の医

療体制が岡崎市医師会の先生方のご協力により、とても手厚くバランス

もとれており感謝いたしております。その中で夜間急病診療所が 20 時

開始であり、開始前に患者さんが外で並んで待っておられ、季節（冬、

夏）や病状によっては大変つらい思いをされていると伺っています。可

能であれば、何か対策をご検討いただきたいと思っております。

２つ目は休祝日の在宅当番医の中でお盆や年末年始等長い休みの時

に小児を診る標榜があったため、そこに電話をしたのですが「こどもは

診られない」とお断りをされたという事例があったと伺っています。一

部の医院であり事情はあったとは思いますが、できる限り小児科診療の

できる体制を作っていただきたいと思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

１次救急に関するお願いと質問かと思います。１次救急は医師会が担

当していますので私の方からお答えしたいと思います。

まずは開始前の対応について、これは非常に難しいところがありま

す。現在夜間急病診療所は岡崎市医師会公衆衛生センターで健診の場と
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分けるようにしていますので、入口を早めに開けて中にとりあえず入っ

て待ってもらうことは可能ですが、基本的には住民の方に 19 時 30 分

から受付開始で 20 時から診療開始であることを周知することがまず一

番かと思います。というのは早めに来た人を早く入れるということはき

りがなくなります。19 時 30 分受付開始だけれども 19 時に開けますと

なれば一番乗りを目指して 18 時 30 分に来るなど、どんどん早くなっ

てしまいます。その時の天候等の状況に応じて早めに待ってもらうこと

は可能かと思いますが、周知が一番大事かと考えています。

２番目の休日の小児に対する診療対応について、先ほどの報告にあり

ましたように１次の休日診療当番は内科・小児科合わせて３か所あり、

決め方は３か所のうちなるべく小児に対応できる医療機関を１か所以

上入れるようにしようとしていますが、残念ながら小児科専門の先生が

常に１か所あるほど小児科の開業医の先生が多いわけではないという

ことがあり、どうしても内科小児科と標榜しているところが小児を担う

こともあります。大前提の割り振りとしては岡崎の地区の中で３か所、

距離的に遠くならないようにしています。そのため内科小児科と標榜し

ていても先生の専門や対応があり、小児科と標榜していても小児は 0 歳

から中学生までのため、ふだん小学生中学生は診ているけれども 0 歳

児は診ていないという先生は、救急になると快く返事ができない場合も

あるかもしれません。また地域で３か所になっているため地区割に関し

て、場合によっては内科小児科で内科の患者さんが押し寄せた場合に小

児は診られないという状況もあったのではないかと想像します。これか

らは小児科の先生、小児対応の先生も増えてきましたので、地域だけで

なく対応診療科もふまえて当番を決めていきたいと思います。

標榜する科が変化してきて、医療機関名だけでは子どもを診るのか大

人を診るのか、何科に対応できるのかよくわからないことがあります。

救急の場合では、対応科がわかるような広報や周知の仕方も考えていか

なければならないと思いますので、今後は、小児対応に関しても考えて

いきたいと思います。

他にご意見ご質問はありませんか。

服部委員

（岡崎市保健所）

資料 1 の 2 ページ資料 1-3 休日夜間の歯科診療所についてお伺いし

ます。

休日、夜間ともに受診は少し減少傾向のようですが、この状況につい

ていかがお考えでしょうか。歯科診療所は比較的遅い時間や休日も診療

している医療機関もあるように思いますが、特に平日夜間の需要につい

て、歯科医師会としてお考えをお聞かせください。また、体制の見直し

検討の必要性があるのかどうかという点についても併せてお伺いしま

す。
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藤原委員

（岡崎歯科医師会）

歯科医師会の藤原でございます。受診者数は、28 年、29 年と減少傾

向にあり、29 年度は 1,736 人、その中の 181 人が岡崎幸田以外から受

診をされております。これが市民町民のお口の中の状況が良くなって起

こっているのかあるいは周知がされていないためにこのようなことが

起こっているのか、これから調べないといけないと思っています。

本日ここに市政だよりがあり、２次救急の特集がありました。我々、

１次はありますが、２次がなく３次の市民病院口腔外科になりますの

で、このような機会に休日夜間の歯科診療所も取り上げていただけると

ありがたいと思います。事業に関して見直し検討は出来ていません。今

後ということになります。

小原議長

（岡崎市医師会）

他にご意見はございませんか？

薮田委員

（幸田町）

幸田町健康福祉部長薮田でございます。日頃は救急事業に関しまして

大変お世話になっており、厚く御礼を申し上げます。２次救急について

お伺いします。13 ページ資料４のアの表で１次２次３次の１日平均受

診者数が示されており、それぞれ患者さんの状況が異なりますので一概

に比較できるものではないと思いますが、その中でも２次救急に関し

て、もう少し患者さんの受け入れができるのかどうか状況を伺いたいと

思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

受診状況について、一昨年度、昨年度も同様の傾向で 1 日平均 5.6

人の受診状況で、今後の体制を整えていくにあたって対応がいかがな

ものかというご質問かと思います。２次救急をご担当されている先生

方の立場からのご意見をお伺いしたいと思います。

まずは南病院の山本先生よろしくお願いします。

山本委員

（岡崎南病院）

２次救急が始まりまして 40 年近くになります。始まった当時に比べ

ると形態も変わり、特に夜間急病診療所ができる前は 1 日一晩で 20 人

以上、正月やお盆はそれ以上の患者さんが２次当直を訪れました。夜間

診療所ができてからは急速に減少してきました。最近はほぼ横ばいで

す。時間帯としては 19 時から 20 時、21 時くらい、せいぜい 24 時く

らいまでにかかられる患者さんが多く、夜中はぱらぱらというのが現状

であります。これ以上対象の方が増加した場合、ある程度対応ができる

のではないかと今のところは考えますが、これが 2 倍、3 倍ということ

になるとスタッフとしても難しいと感じております。

小原議長

（岡崎市医師会）

それでは、宇野病院藤本事務長お願いします。
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藤本委員

（宇野病院）

本日は宇野の代理でまいりました事務長の藤本でございます。当院は

平均月 3 回担当しておりまして、5 年くらい前は月 7～8 回実施してお

りました。今の働き方改革ということもあり、２次の当番をされる先生

が少なくなってきたのが現状であります。1 回あたり曜日にもよります

が 7 件を超えるくらいの受診者数がありますが、1 次と 3 次に比べると

1 回あたり受診者数が少なくなるのは救急車での搬送が多いというこ

とを考えるとやむを得ない、自院の努力だけでは何ともならないと思い

ます。後ほど次の議題で時間帯を分けてというご提案もありますが深夜

帯に入る前の強化ということであれば集中して対応することも当院と

しては考えられるのではないかと思います。現状当院ができる体制とし

て精一杯やってきていますので、患者数の多い少ないという点ではご理

解いただきたいと思います。

先ほどの１次の救急当番について当院も１次の救急当番も担当させ

ていただいており、内科系、外科系両方あります。外科系は問題ないの

ですが、内科小児科のところで当院は小児科を標榜しておりませんが、

内科小児科グループに入っていることで問い合わせが多かったり、窓口

で苦情を言われたりする現状がございます。小児も小学生あたりであれ

ば担当の内科の先生も対応できるのですが、0 歳児や乳幼児に対して

は、ちょっと難しい現状がありまして、可能な限り窓口での対応、ご案

内をしていますが、苦情も直接聞いておりますので、何とか対応はしな

ければいけないと思っておりますが、現状厳しいこともご理解いただけ

ればと思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

それでは北斗病院 齋藤理事長お願いします。

齋藤委員

（北斗病院）

現在は月７～8 回の２次救急の担当をしています。常に内科医、整形

外科医 2 名体制で、看護師もレントゲン技師も事務も待機しており実

施しています。1 回平均患者数は 5 名弱です。市政だよりの特集の後

は、21 時までに 9 人の患者さんがありましたが、24 時を過ぎますと全

く来院のない状態でした。時間帯の問題があると思います。当院はいつ

でも受け入れができる体制になっていますが、24 時過ぎは極端に少な

くなりますので、これは医療資源の無駄遣いで民間病院としては経営的

にも苦しいところであり事務レベルでは２次救急はやりたくないとい

う意見もありますが、これは私の方針で継続していきたいと考えていま

す。先ほど話がでましたが、時間帯をうまくすればもっと機能的にでき

ると思いますし、2020 年には藤田医科大学岡崎医療センターもできま

すので、南部に関しては毎日受け入れ可能と思いますので、これらを加

味していただけたらと思います。今の状況では北斗病院はいつでも受け

られますので、搬送いただければと思います。
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小原議長

（岡崎市医師会）

それでは、愛知県がんセンター愛知病院 齋藤院長お願いします。

齋藤委員

（愛知県がんセン

ター愛知病院）

愛知県がんセンター愛知病院齋藤です。２次救急は非常に病院として

は担当している医師の負担が大きいです。土日ですと外科系、内科系 1

人ずつが 24 時間勤務し、翌日の勤務も通常通りあり負担が大きくなっ

ています。また当院はがん診療を中心に行っているため、脳卒中、心筋

梗塞等の専門医がいないため、搬送する救急隊もすべての疾患に対応で

きるわけではないと理解されて、ある程度選別されていて数としては多

くない状況です。岡崎市の場合１次救急がしっかりしているので１次で

対応できるところはしていただいていると思っています。

小原議長

（岡崎市医師会）

現状における岡崎市の２次救急のあり方も考えていかなければなら

ないという印象がありますが、昨年度の受診状況を各病院の先生方にお

伺いしたところでみますと、体制さえ整えばもう少し診れるというとこ

ろもあるし、現状でも対応可能だということもあるかと思います。

全体を見て１次にしても２次にしても３次にしても、受診者数は減少

しています。増えているのは休日の当番医のところと救急車による搬送

です。自己来院が問題になっていますが、昨年から比べてみますと年々

２次にしても３次にしても救急車の搬送は増加していると思います。そ

れらを踏まえまして、消防の方から救急搬送について、ご意見を頂きた

いと思います。

星野委員

（岡崎消防）

岡崎中消防署長の星野と申します。日頃は救急業務に対しましてご協

力をいただきありがとうございます。まず始めに、平成 29 年度の不応

需率についてご報告いたします。岡崎市民病院 2.4％、愛知病院 46.6％、

宇野病院 21.7％、岡崎南病院 43.6％、北斗病院 28.7％となっています。

現場の声としましては、所持金がなく支払いができず受け入れを断られ

たケースがありました。また身内の付き添いがいない患者は帰宅する際

に帰れない等の理由から同様に断れられるケースがありました。救いを

求めている患者家族に金銭的な理由や付き添いがいないことで搬送で

きないことを伝えることは患者家族から消防や病院に対する信頼を失

う要素とも考えられます。そのあたりもご理解いただき今後もご協力を

お願いいたします。

小原議長

（岡崎市医師会）

不応需率の報告がありました。いろいろな事情がある中で支払いがで

きないということは病院も困ることにはなりますが、診なくて良いとい

うわけにはいかないと思います。こういうケースの対応も今後考えてい

かなければいけないと思いますが、何かご意見はありますでしょうか。
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伊藤委員

（西尾保健所）

西尾保健所の伊藤と申します。所持金のない方の診療について大変

お困りだとは思いますが、医師法の第 19 条第 1 項に「診療に従事す

る医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ

これを拒んではならない。」と定められています。治療の必要があるに

もかかわらず正当な理由なく断ることは医師法に抵触する行為になり

ますので、ご理解いただきたいところでございます。

小原議長

（岡崎市医師会）

対策は考えていかなければいけないと思いますが、そういう場合は公

立の病院で診ていただく形になるかと思います。今後の課題としていき

たいと思います。機会があれば検討して方針を決めていきたいと思いま

す。

早川委員

（岡崎市民病院）

岡崎市民病院の早川でございます。今回初めて参加させていただきま

した。資料は１次から３次までの動向を詳細にまとめてあります。基本

的に１次救急医療は帰宅可能、２次救急は一般病棟に入院が必要、３次

は高度救命救急が必要な患者といった仕分けからすると、そのデータが

不足していると思います。救急搬送と自己来院が明確に分かれています

ので、その転帰もできればいただきたいと思います。

夜間急病診療所受付時間、２次救急医療機関のマンパワーの現状等議

論がございましたが、13 ページの資料４にありますように入院された

7,140 人、これが２次３次救急患者、受診後帰宅された 18,991 人、こ

れが１次救急患者となります。３次救急医療機関ですので、できれば２

次３次に特化していきたいという思いがございます。１次の帰宅可の軽

傷患者さんが殺到していることが、問題が大きいと認識しています。１

次である夜間急病診療所の受付時間が短いのではないかと言われてい

ることと２次救急医療機関としては齋藤院長先生がおっしゃいました

ように入院医療は非常にマンパワーがいるし病院にとっても負荷がか

かり、２次病院を増やしていくことは現実的ではないと思います。それ

らからも２次３次が必要な方にはできるだけ市民病院や藤田岡崎医療

センターへ集めていく方が限られた医療資源を有効的に活用する点で

は重要ではないかと思います。市民病院として軽減していきたいのは、

18,991 人の帰宅される軽症患者様です。自己来院されるかたのうち 1

割 2 割くらいは入院を必要な２次救急患者さんが含まれますので、で

きれば２次病院は自己来院の患者様を受けていただくことをアナウン

スしていただくことが夜間急病診療所の受付時間の限りや３次医療機

関への自己来院への殺到を軽減できる方向になり、２次救急医療機関と

しての２次救急医療への貢献を合わせて考えますと、意味があるのでは

ないかと思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

２次救急対応の 1 案が提示されたかと思います。１次救急、２次救

急、３次救急と分けるのと１次救急担当医療機関、２次救急担当医療機
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関、３次救急担当医療機関は話が別になります。担当している側も受診

される患者さん側も自分の状態が２次か３次かと思って受診するわけ

ではないので、流れとしての周知の仕方、当番の配置の仕方を考えてい

かなければいけないのかと思います。住民の方には２次救急は公開され

ていませんので、夜間になり 23 時で夜間急病診療所も終了し調子が悪

い状態でどこにかかろうと思った時に２次病院は広報等見てもわかる

すべがない現状からすると２次医療機関に行きようがないのが現状で

す。市民病院は 24 時間いつでも開いていて診てもらえると住民の方は

思っているので、必然的にこのような数のバランスになるのは、現状で

は仕方がないと思います。今後の２次の体制をどうするかということ

は、次の議題でもありますが、住民の方への周知の仕方、広報の仕方も

考えていかなればいけないと思います。受診者が１次にしても２次にし

ても３次にしても少しずつ減っていることに関しては、必ずしも岡崎幸

田地区の救急の必要な患者さんが減ってきているわけではないと思う

ので、ある程度周知で、市民病院の 5,400 円もありますが、コンビニ受

診抑制の PR の効果が多少なりとも出ているのではないかという感覚

でデータを見ておりました。

今後のことは次の議題でも話ができればと思いますので、その他に現

状に関して何かご質問ご意見はありますでしょうか。幸田消防の方は何

かありますか。

小山委員

（幸田消防）

幸田町消防署 署長の小山です。各医療機関の皆様には救急搬送患

者の受入れを頂きありがとうございます。昨年度から消化器系疾患の

患者さんを市民病院さんが受入規制をされておられます。また幸田町

の近隣の西尾市民病院も受入規制があり搬送先の選択肢が少なくなっ

ていることがあり現場の救急隊員の方から声が上がっている状況で

す。この状況が今後も続くのかどうか、質問させていただきます。

早川委員

（岡崎市民病院）

その点はご迷惑をおかけしていると思います。岡崎市民病院の消化器

内科の規模ですと医師の数は 12 人くらいが適正かと思いますが、現在

は 6 人となっています。派遣医局の人事が止まっていることもありマ

ンパワーが不足していることによりお断りせざるを得ない状況になっ

ています。6 人の消化器内科の医師は時間外勤務も多い中で一生懸命頑

張ってくれています。高齢者が増えており患者数も多くなっている現状

です。近隣の医療機関も同じ状況で刈谷豊田総合病院も消化器内科の受

診規制をかけておられます。各医療機関はやむにやまれずアナウンスを

している状況です。何とか人事面で努力をしまして、一人でも多くの消

化器内科の先生を頂くしかないという認識でございます。
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小原議長

（岡崎市医師会）

消化器に関しては、この地区だけではなく愛知県内いろいろなところ

で問題が出ています。少し辛抱していれば解消していくのではないかと

いう目途が見えているという情報も入ってきていますので、それまでは

何とかしのいでということになろうかと思います。

他にご意見ご質問はありませんか。２次で入院、手術に対応するとな

るとマンパワーの不足の話が出ておりました。当地区での救急体制での

２次救急に対してのいろいろな問題点、３次に偏るといった問題点もあ

りますが、2020 年から藤田医科大学岡崎医療センターが開院されて２

次を担っていただくという話になっています。湯澤先生の方から今の話

でマンパワーのことや医療体制のことでご意見があればお願いします。

湯澤委員

（藤田医科大学病

院）

この地区の２次救急を中心に頑張るよう岡崎市、幸田町の皆様方のご

要望を頂きましたので、開院にあたって医師、医療スタッフも含めてし

っかり体制を作る準備をしております。ご要望に応えることができるよ

うなチームを作ってしっかり地元に貢献したいと思っております。その

準備は看護師、医療スタッフ、医師も予定通り人員計画は進んでおりま

すので、この 1 年半でご要望に応えられるような体制を作りたいと考

えております。

早川委員

（岡崎市民病院）

質問ですが、２次救急をするイメージだと救急車を受け入れるイメー

ジだと思います。２次救急患者さんには救急車搬送もウォークインの患

者さんもいますので、ウォークイン患者さんも受けられるということで

よろしいでしょうか。

湯澤委員

（藤田医科大学病

院）

最初から識別するのは難しいことですので、当然ウォークインの方も

対応することは基本だと思っています。本来２次救急として、３次の補

完として機能するご要望もありますので、２次救急として救急車の対応

の体制をとり、ウォークインの方の対応も併せて対応していく立場で考

えております。

早川委員

（岡崎市民病院）

大変期待しております。そのためには市の広報のあり方が２次医療は

ウォークインの方も含めて市民の方々に開けた形でしっかりアナウン

スの仕方を考えていただければと思います。それによって３次のウォー

クインの減少につながっていくのではないかと期待しています。

狩野委員

（岡崎市保健所）

現実的に広報で１次、２次、３次はこういうものですとできる限り行

っておりますし、パンフレット、リーフレット等も作成し、市民病院に

も掲示して頂いたり配布頂いたりしてお願いをしております。徐々にわ

かっていただけているとこちらは感じております。困ったときに最初に

考えるのは市民病院というのは外すべきでもないと思っております。そ

ういう概念がある限り簡単にはいかないと思っています。

もう 1 点は今から議題にしていきますが、当番の周知についてでき
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ませんかと昨年度もお話をさせていただいております。周知に対しては

それぞれの医療機関の考え方があり全員が一致していいですという状

況になっていないことも一つあります。それも含めた上で今後の新しい

輪番体制案の中で医師会の皆さん、２次救急の先生方と詰めていかなけ

ればいけないと思っています。

小原議長

（岡崎市医師会）

他にご意見等ありますでしょうか。患者さん自身が１次、２次という

状態を決めることはできないですし、救急車の救急隊の方もあなたは３

次ではないですというわけにはいかないです。住民の方自身が決める中

で、広報での誘導が一番になると思いますので、周知を考えていかなけ

ればいけないと思っています。

時間も過ぎてまいりましたので、議題１の受診状況に関しての報告は

以上にさせていただきます。

議題（２）今後の２次救急医療体制について

小原議長

（岡崎市医師会）

続いて議題２に移ります。今後の２次救急医療体制について資料 6 に

基づき事務局からの説明をお願いします。

事務局

（岡崎市）

議題の説明の前に、岡崎市民病院大山次長より２次病院である愛知病

院の統合につきまして今後の体制の説明をいたします。

「愛知病院の岡崎市への経営移管に伴う二次救急の受入停止につい

て」岡崎市民病院大山次長より説明

小原議長

（岡崎市医師会）

議題２の前に市民病院から愛知病院の経営移管について説明いただ

きました。救急に関しては今年度いっぱいをもって愛知病院での救急、

２次病院の担当は終了という形になり、今後の愛知病院に関しての病床

は救急に対応する病床ではなくなるという話かと思います。さらに来年

度からは今までの愛知病院への救急患者の搬送分は他の２次病院と協

力してやっていく、また市民病院への受け入れも可能という報告かと思

います。

そのことを踏まえて、今後の２次救急医療体制の見直し案について事

務局より説明をお願いします。

事務局

（岡崎市）

事務局より資料６を説明

資料訂正：2020 年以降を 2020 年度以降に修正

小原議長

（岡崎市医師会）

深夜帯を除いた準夜帯（18 時から 0 時）の夜間 B の枠を作り、夜間

は夜間 A と夜間 B の二本立てで対応する、それは夜間 A を行わないの

ではなく夜間 A か夜間 B を選択するためパターンがその日によってい

ろいろな形で出てくると思います。藤田医科大学岡崎医療センターが基

本的には手術、２次救急対応を頂けることで 18 時から翌朝 8 時までの

1 本のラインはあり、そこに２次協力医療機関がどのように付加される

かというパターンが出ていると思います。これは案です。このような方



10

向で話を進めていきたいということかと思います。何かご意見等はあり

ますでしょうか。

＜意見なし＞

パターンがあればあるほど住民の方へきちんと周知がしていないと

行き先に困ってしまいますし、周知が不足していると結局常にやってい

るのは市民病院と岡崎医療センターだと住民の方が思ってしまうと二

極に分かれてしまうことになりますので、いろいろなパターンをつくる

ことは良いことだと思いますが、それをできるだけわかりやすく住民の

方に周知できるようにということが必要ではないかと思います。

他にご意見等ありますでしょうか。

齋藤委員

（北斗病院）

２次救急で、平日パターンは 24 時間２次当番ということなんでしょ

うか。夜間 B は 18 時から 0 時であり、朝から救急対応しているという

ことにはならないでしょうか。夜間 B の時間だけ２次対応という広報

をするのでしょうか。「今日は２次救急当番日です。0 時まで実施して

います。深夜帯はしていません。」という解釈でよろしいでしょうか。

事務局

（岡崎市）

夜間 B につきましては 18 時から 0 時まで、0 時以降は担当される医

療機関が実施しないという選択であれば実施しない形になります。選択

ができるように体制を変更していこうと考えています。

齋藤委員

（北斗病院）

平日の昼の時間帯に救急搬送やウォークインで来る場合でも、外来診

療は時間外でやっていないこともあります。２次救急の立場であれば対

応できますので、白枠の 8 時から 18 時が抜けていますので、入れてい

ただくことはできるのでしょうか。

事務局

（岡崎市）

平日昼は２次救急輪番体制をとっておりませんので対象外となりま

す。

齋藤委員

（北斗病院）

広報をする中で日中やっていないということになってしまいますの

で夜間の２次救急しか診てもらえないということになりかねないかと

思い危惧しました。

事務局

（岡崎市）

２次救急の当番としては現在も夜間のみ担当を頂いていますが、救急

車の搬送についてはおそらく時間帯関係なく要請が入ると思います。

齋藤委員

（北斗病院）

広報するにあたって一般の方にご理解いただけるかどうかというこ

とです。

小原議長

（岡崎市医師会）

２次救急に関して今までは住民の方には周知されていなかったので、

逆に周知するとなると昼はどうなるんだと住民の方からは出てくる可

能性はあるということになるかと思います。当番体制としては今まで夜

間は準夜帯、深夜帯一括していたところを、準夜帯深夜帯一括か準夜帯

だけの当番も可能となります。平成 29 年度の受診状況報告から見ても、

深夜帯になるとかなり受診者数が減少するとなると受診者が少ない中
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でのスタッフの確保が非常に大変でコストパフォーマンスも悪くなり

ます。市の補助金で出してくれれば２次の先生方も開いておられると思

いますが、そういうわけにもいきませんので。

早川委員

（岡崎市民病院）

深夜帯では分母は少ないが入院率は高いので２次救急は深夜帯で多

いのではないですか。

事務局

（岡崎市）

深夜帯については、２次病院の統計を拾っていく中では、入院を必要

とする患者はそれほど多くない現状であると思います。２次での対応が

難しい患者は３次の市民病院にお願いしているケースもあるかと思い

ます。統計からみる限りでは、比較的少ないのではないかと感じており

ます。

齋藤委員

（北斗病院）

当院の統計では、月 8 回実施していて入院は１回につき 1 人あるか

ないかで、深夜帯というのは関係ないという状態で 1 回平均 0.8 人くら

いの入院です。深夜帯だから多いということはありません。

小原議長

（岡崎市医師会）

現状での実績報告ですので、それをそのまま適応して体制を作ること

が良いかどうかはわからないですが、資料 2-2 5.6 ページで見る限り

２次救急医療機関における入院患者さんは 18 時から 24 時までが 2 桁

で 10～30 弱、それ以外は 5 以下で入院が少ないというところから、な

いわけではない状態だが、資料 3 の 9.10 ページで市民病院は非紹介状

患者数もそれほど時間でのばらつきが２次救急ほど多くはないという

ことになると思います。

やはり周知が少ない分、夜中になると２次病院がやっているという認

識が現状ではないかもしれません。２次病院の先生方は当番として準備

をしていますが、住民の方は夜間診てくれる病院はどこだろうと頭の中

でイメージした時に市民病院しか頭に出てこないのは、今の周知の仕方

では現状ありうるのかもしれないと思います。そのあたりをどう解消し

ていくのかというのが必要かと思います。１次救急、２次救急、３次救

急の患者さんをどこの医療機関で診るかということももちろん大事で

すが、常に体制が整えられるようにすることが必要かと思います。

基本的には夜間を夜間 A と夜間 B に分けることに関しては、他にご

意見はありますでしょうか。

山本委員

（岡崎南病院）

確認ですが、この新しい案は、今までやっていた体制はそのまま続け

ていくことはできるのでしょうか。

事務局

（岡崎市）

各医療機関の方で今までのとおり 18 時から翌朝 8 時まで対応できる

のであれば手上げ方式で選択いただく形になっておりますので、すべて

を夜間 B に変更してくださいというものではありません。
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山本委員

（岡崎南病院）

2020 年度再来年の 4 月からの体制であるため、それまでにどの案に

するか決めてくださいというものでよろしいですか。

事務局

（岡崎市）

はい。

山本委員

（岡崎南病院）

愛知病院が 2019 年度から２次当直をやめられることになりますが、

やめられたところは２次当直の病院はなしと考えてよろしいでしょう

か。

事務局

（岡崎市）

はい。大変申し訳ございませんが、来年 1 年間につきましては今まで

４病院でやっていたところを 3 病院でお願いする形になります。

山本委員

（岡崎南病院）

広報で２次病院をもっと宣伝したらどうかというお話を頂きました。

もっともだと思うのですが、一つ心配がありまして、２次病院といって

も多くの医師がいて担当を順番に回しているわけではなく、限られた医

師と看護師で対応しています。もし当日トラブル等によりスタッフの手

配がつかない場合、突然 ２次病院はできません ということになりかね

ません。今までも何度かあってピンチヒッターでやってきたわけです

が、病気や事故、災害等のいろいろなアクシデントでスタッフが来られ

なくなった時に、２次の当番病院を皆さんがたくさん知ってしまってい

ることで非常に大きなトラブルになります。ですので、２次病院を宣伝

してというのは良い話だと思うのですが、現実としてはかえって混乱を

招くようなことがあり、それに対しての手立てをしっかりやっておかな

いとなかなか公表は難しいのではないかというのが今の考えです。

齋藤委員

（北斗病院）

次の会議では、ぜひ２次救急の広報についてどうするかということを

議題にあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。

小原議長

（岡崎市医師会）

他にご意見等はありますでしょうか。

２次救急医療体制の案とありますけれども、もう少し言い方を変える

と２次担当３医療機関の当番配分の体制を夜間から夜間 A と夜間 B の

選択制にするという案と考えていただければよろしいかと思います。今

後４病院が 3 病院になりますが、当番病院でどのあたりを救急医療の

中で担っていくのかということをやはり考えていかなければならない

と思います。マンパワーのこともあればいろいろな事情があります。ま

た藤田医科大学岡崎医療センターができれば２次救急から３次救急の

ところは医療センターと市民病院でまかなってもらえるという体制が

構築されるのであれば一般の開業の先生と３病院の先生は１次から 1.5

次、２次のところを重点にまかなわなければいけないという考え方も出

てくるのかと思います。ここで決定というわけではなく、今後検討をし

ていく一つの案としてコスパの問題も考えて、夜間を夜間 A、夜間 B の



13

2 パターンに変えていくという形で進めていきたいという意見だと思

います。

それでは意見の方も出尽くしたと思いますので議題 2 について以上

で終わりにします。

本日の議題につきましては、以上ということになります。皆様のご協

力により円滑に進めることができました。ありがとうございました。

４ その他

第 2 回岡崎幸田救急医療対策協議会の日程調整について


