
平成 30 年度第２回岡崎幸田救急医療対策協議会 議事録

日 時：平成 31 年 2 月 20 日（水）

午後 1 時 30 分～3 時

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、守瀬善一委員

（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）２次救急医療機関 輪番当番日のホームページでの公開について（報告）

事務局

（岡崎市）

資料１-１～１-３を説明

小原議長

（岡崎市医師会）

議題（１）についての説明が終わりました。資料１-１はホームペー

ジの内容、資料１-２は閲覧件数の経時的変化、資料１-３は今年の１

月２月での２次病院での受診状況のご報告がありましたが、皆さんご

質問やご意見はありますでしょうか。

なければ、まずは１月からホームページの方に２次救急医療機関が

いつ、どこがやっているかということの公開が始まりましたが、その

公開の対象になっています北斗病院さんと宇野病院さんに伺いたいと

思います。公開することによって、受診状況がどうか、ウォークイン

の方が増えたとか、受診が全体に増えた、減ったとか感想をお聞かせ

いただきたいと思います。まずは宇野病院藤本事務長いかがですか。

藤本委員

（宇野病院）

宇野病院藤本でございます。今日は代理でよろしくお願いいたしま

す。ホームページに掲載されて患者数が劇的に増えたかというとあまり

実感としてはございません。時期的なものもございまして、インフルエ

ンザ罹患等の検査も増えましたので、それに伴う患者が特に年明けは多

かったという印象でございます。ただ、ホームページを見て来られた方

で一部トラブルがございまして、すでに保健所の方にはお知らせしまし

たが、ホームページでは一応、電話にてお問い合わせくださいとありま

すが、電話をしないで来られまして、すべての科に対応できるという勘

違いされておりまして、当院もすべての科で対応できることではないの

で、当番医師が内科系が中心で、整形がフォローに入るような感じだっ



たのですが、外科的な処置をしてくれということで来られて「ちょっと

難しいです」と言ったら、「なぜだ」ということでトラブルがありまし

た。事前に電話を頂ければ、どういう症状であれば対応できるかという

こともできましたが、それもないままに来院されて少し問題になりまし

た。最終的にはご説明をし、他院に行っていただいたということがござ

いました。

公開をするということは、当院もこれから、それに対応するようなこ

とはやっていきたいと思っておりますので、今後とも継続するというこ

とでは考えとしてはございます。

小原議長

（岡崎市医師会）

北斗病院、齋藤理事長いかがですか。

齋藤委員

（北斗病院）

ホームページで公開されましたが、患者の数は全く変わっていませ

ん。ウォークインで来院された方にもホームページを見てきた人は一人

もいませんでしたし、そこまで周知徹底していないと思います。一番多

かったのは昨年９月、市政だよりの救急医療の特集が掲載されたその週

は人数が増えました。確か３倍くらいに増えました。大体いつも４～５

人ところが、１５名くらい来院されましてすごく変わりましたが、１～

２週間で終わりました。どのように公開して頂いたらいいのか、まだ市

民には行き渡っていないと思うので、ホームページを見た人が３８万人

の８千人ということでまだまだだと思いますので、もう少し周知いただ

ければ、利用していただけるといいのではないか思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

両病院とも公開での患者さんの来院増はあまりなかったかと、まだ今

のところ効果としてはどうかというところのご意見でした。実際のホー

ムページの内容だとか周知の仕方だとか、今後検討は必要かと思います

が、少し様子を見てどうしようかと検討されている岡崎南病院の山本院

長、この結果を見て、何かご意見はありますでしょうか。

山本委員

（岡崎南病院）

このお話を会議等でいただきまして、その後、保健所の方にも来院頂

き説明頂きました。今回私たちの病院としては、やはり先ほどお話が出

ていたようなトラブルが起こるのではないかということが一つ心配だ

ったことと、あまりに患者さんの増減が急に今までに比べて増えてしま

うとそれはそれで職員に非常に負担がかかるということで、しばらく経

過を見させてくださいというお話させてもらいました。それで今回１月

からは見合わせておる次第です。これで市民の皆さんやホームページの

内容がどのようになっていくのかを見極めてから、また保健所の皆さん

に相談させていただきたいと、そのように考えております。一番は、や

はり長くやっていきたいということが念頭にありますので、一歩経過を

見させていただいて、その後、判断させていただきたいというところで

す。



小原議長

（岡崎市医師会）

その他で、ホームページの内容を含めて、ご意見やご質問はあります

でしょうか。

服部委員

（岡崎市）

先ほど、北斗病院さん宇野病院さんからもお話があったように、現在

のホームページのみの周知の状態では、患者さんの受診には大きく結び

付いていないのが現状だと思います。

周知の拡大として、岡崎市医師会さんが載せている岡崎市の市政だよ

りの「救急患者のための救急医療機関」のページ内に２次救急の当番表

を載せることを検討していただくことが、高齢者への周知に大きく影響

するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

また、２次救急医療機関の周知の拡大にあたっては、ぜひ、すべての

医療機関が加わった形で実施していけたらと考えていますので、よろし

くお願いいたします。

藤本委員

（宇野病院）

質問ですが、資料１-３の表とグラフで愛知病院さんの実績が入れら

れていないのですが、何か理由がおありでしょうか。

事務局

（岡崎市）

愛知病院さんからはデータを頂いていない状況です。岡崎南病院さん

は広報するにあたりまして状況を確認したいというお話もありました

ので、比較ができるように掲載させていただいたところです。

藤本委員

（宇野病院）

データとしてあるのでしょうか。

事務局

（岡崎市）

データは頂いておりません。当番日に各医療機関で何件であったかと

いう報告は第１回の会議の時に提出させていただいていますので、その

時にはデータとして出す予定ではいます。今回は、データは集めていな

い状況です。

藤本委員

（宇野病院）

ここに並べることはしないですか。

事務局

（岡崎市）

今回につきましては、ホームページでの公表による結果を見たかった

ので、ここには掲載していない状況です。

藤本委員

（宇野病院）

岡崎南病院さんも掲載されているのであれば、参考値としてご提示い

ただけるとよいかと思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

比較ということでいえば、ホームページに掲載していない愛知病院、

岡崎南病院と北斗病院、宇野病院の差と、もう一つ、手間がなければ昨

年度の数字だとかホームページを公開していない時と比較できればよ

いかと思いますが、印象的に増えていないということであれば、その辺

を見てもあまり変わらないかなと思います。また資料を作られましたら

委員の方に配っていただけると助かります。

先ほど岡崎市保健所長の方からのご意見で、ホームページの周知で、

１次救急のお知らせを市政だよりの１日号と 15 日号の１次当直の欄の

所に救急のホームページの QR コードを掲載してわかるようにしてい



ければいいと思いますのでよろしくお願いします。

他にご意見はありますでしょうか。たぶん、このホームページを見る

方は受診しようというつもりで見ると思いますので、受診しよう、どこ

で受診できるかという目で見ると、先ほど藤本事務長が言われたよう

な、この細かな字で書いてある「電話をしてから受診」というのは見落

とすかもしれないというのはあります。また、そういう目で見れば３次

救急での市民病院の方での受診に関してのいろいろな原則も見落とさ

れてしまい、３救急はやっていることは見ますが、中まで細かく見るか

というと、ホームページの構成のリニューアルもまた考えて頂けると、

たぶんホームページを見る件数も上がるでしょうし、ホームページを利

用しての受診も増えていくのではないかと思いますので、また考えてい

きたいと思いますのでよろしくお願いします。

それでは、議題（１）は終わりまして、続きまして議題（２）平成 30

年度年末年始の救急医療状況について事務局の方から説明をお願いし

ます。

議題（２）平成 30 年度年末年始の救急医療状況について（報告）

事務局

（岡崎市）

資料２-１、２-２を説明

小原議長

（岡崎市医師会）

昨年の年末年始の救急医療の状況について、説明をしていただきまし

た。１次救急の休日の当直では、ここに表示してありますように９時～

12 時、14 時～18 時ということですが、単純に計算すると７時間で 200

人程度ということは１時間 30 人くらいということですが、当然そうも

診られるはずもなく、昼休みはなしで、場合によっては深夜まで及んだ

と。それぞれの当番の先生からの調査でいくと、一番かかったのは最終

翌日の０時 45 分に終了しましたという報告もあるくらいですので、か

なり大変だったということだと思います。この１週あとの連休がありま

したが、そこも多かったのですが、基本的に今シーズンはインフルエン

ザが多かったので、インフルエンザが多いということは、ここである

200 人や 150 人という数が見かけ上の数になります。診療をやってい

ると患者さんが目の前に来て、インフルエンザの疑いがあるとインフル

エンザの検査をします。そうすると、必ず結果の説明をしなければいけ

ないので診察の場には、１人の患者さんが２回来ることになります。短

時間であっても２回患者さんがくるとなると、診察室で当直の先生は面

と向かう人が 200 人で、半分がインフルエンザとしても結果的に 300

人の患者さんを診ることになります。14 日の当院の当直の時には、９

割はインフルエンザの検査をしましたので、その割合で行くと 400 人

弱の患者さんを診るというようなことになります。今年は異常だったと

いう形ではあるかとは思いますが、夜間においてもそのような状況があ



ったのかと思います。夜間のところで見ますと、もう一つは、数字が多

かったというのはあるんですけれども、外科を見ていただくと外科はそ

れほど多くない。外科の夜間急病診療所のコストパフォーマンスも考え

ていかなければいけないかと、一つ頭の片隅に置いておいていただける

とよいかと思います。

同じように１次救急として歯科の方もやっていただいていると思い

ますが、歯科の方の状況はいかがでしたでしょうか。

藤原委員

（歯科医師会）

歯科医師会の藤原でございます。歯科におきましては、12 月 29 日は

夜間だけ、12 月 30 日～１月３日は昼間の当番を、普段は歯科医師を１

人体制ですが、この期間に限っては歯科医師２人、歯科衛生士も２人で

対応しています。今年はこの期間で 191 人の方の受診がございました。

昨年が 207 人ですので、ほぼ同等くらいの方の受診がございました。

小原議長

（岡崎市医師会）

あと１次救急の方で、開院の先生方、多くは医薬分業もしていて、医

療機関が当直をしていれば、それに関連して薬局の方も同じ状況があっ

たかと思いますが、そのあたりの状況はいかがでしたでしょうか、薬剤

師会太田先生お願いします。

太田委員

（薬剤師会）

薬剤師会の太田です。夜間急病診療所の話がありましたけれども、今

年からインフルエンザ治療薬「ゾフルーザ」を夜間急病診療所で採用頂

いて、従来ですと吸入薬が多くて、その吸入指導に相当手間取ったこと

があり、２年前は午前４時までかかったことが２日くらいあったことも

ありましたが、ゾフルーザを採用して頂いて時間短縮したはずでした

が、年末 12 月 30 日の薬局の終了時間が午前２時 20 分で、１時越え、

2 時越えがちょこちょこあり、先ほど小原会長がおっしゃいましたよう

に、そのあとの成人の日の３連休がまたそれ以上に大変でした。ゾフル

ーザを採用したにも関わらず、そのくらいの時間がかかっており、従来

の吸入薬のままだったら、４時までかかってしまったのではないかと思

います。

あともう一つの休日当直の方も門前の薬局が対応しておりまして、何

件かどんな状況だったか、お話を伺いました。通常６時くらいに終わる

のが８時過ぎたという所がある一方で日にちをまたいで１時、２時とい

うところもありました。単純に患者さんが多かったかというと以外な返

答だったのですが、医師の診るスピードで、だいぶ違うようでした。ぱ

っぱっと要領よく診てくれる先生だと、たくさんの患者さんがいても早

く回せることもあるのですが、終了時刻と患者数が必ずしも比例するわ

けではなく、今年はゾフルーザの採用があるにも関わらず遅い時間、日

付をまたいだこともあるので、やはり患者数は相当例外的であったのだ

と感じています。



小原議長

（岡崎市医師会）

どこも年末というよりインフルエンザの流行の影響が多かったかも

しれないということはあります。

２次救急の方で年末年始では、３日に岡崎南病院、４日に宇野病院で

対応していただいて、先ほどの２次病院の輪番当番表の中で見て頂いて

も数としては、それほど通常と変わりはなかったと思いますが、何かご

意見等、年末年始に関してはありますでしょうか。特にはないですか。

山本先生いかがですか。

山本委員

（岡崎南病院）

今回３日の日は２次当直ですから、１次の方は、それぞれ内科３件、

外科、皮膚科の先生に対応していただき、当院においては大きな問題は

かったです。余談で言いますと、２年前の 12 月 31 日に１次当直が当

たりまして外科でやっていましたが、皆さん１月１日までには何とか治

してくれということで、すごく来られまして、昼も晩もなくヘトヘトに

なるまで患者さんが絶えなかったということを覚えております。

小原議長

（岡崎市医師会）

藤本さんは何かありますか。

藤本委員

（宇野病院）

やはり先生方がおっしゃっていましたようにインフルエンザの流行

というところで、当院も救急ではないですけれども通常の患者数を平均

すると 200 ちょっと切るくらいですが、年明けから次の週くらいまで

は 250、260 くらい、だいたい 5 倍近いくらいの患者数がありまして、

とくに内科のインフルエンザの疑いのある患者さんが多かったという

ことで非常に患者数が多い週でもありました。

２次の当番日については、４日についてはそれほど多くなかったので

すが、その次の当番の 12 日土曜日が凄まじく、20 件を超えるくらいで

年間を通してもそれだけ多いことはないので、この影響が内科系の疾患

だけでもない、先ほどあまりホームページの公表の影響はないと言いな

がらも若干はあったのかなというところも考えてはおったのですが、こ

の辺りは来られた患者さんにヒアリングはしてないので、どういう媒体

を見て来られたのかまではわかりませんので何とも言えないです。全体

的にインフルエンザの影響で 2 次救急当番日の患者数が押し上げられ

たのかなという感じはします。

小原議長

（岡崎市医師会）

それでは３次救急の数が出ていますが、年末年始になると医療が少な

いということがあって、かねてからのウォークインの方が増える等いろ

いろ想定されると思いますが、市民病院の方ではどんな状況でしたでし

ょうか。何かご意見があればお願いします。

早川委員

（岡崎市民病院）

岡崎市民病院の早川です。３次医療機関受診患者数の例年の年末年始

も、だいたい 12 月 30 日までと１月３日からは 100～100 強くらいの

感じですが、今年はインフルエンザの影響もあってか大晦日から２日ま

では通常より多かったということで、この数字自体はさほど通常から逸



脱していると思いませんが、うちの場合は救急搬送が基本的に 30～40

台の救急車が来ます。1 台救急車で運ばれますと、やはり１時間はスタ

ッフが取られますので、12 月 31 日から２日までに 130 人来たと言っ

ても、そのうちの 30～40 人が救急搬送で、残りの 80～90 人がウォー

クインとなり、救急車が１台入たびにウォークインの方はずっとお待ち

になられることで、すごく怒る方もみえますし、なんでこんなに待たせ

るんだという感じになります。なので、ウォークインの方はうちの病院

の救急外来に来られるとむしろ不幸というか、他に行かれれば早く診て

もらえることがあると思いますので、そのあたりの誘導、案内をしっか

りしていただく方が良いと思います。またウォークインの方が少なけれ

ば、さらに救急搬送にも迅速に対応できて、うちの病院の使命がよりし

っかりできるのではないかと思います。１にも２にもウォークインの方

の間違って市民病院に来られてしまうことを何とか減らしていただけ

ればと思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

先ほどのホームページのことも含めて、受診したい患者さんは細かい

ことはわからないので、やはりどのように上手に判断して受診していた

だくかというところは、広報が大事かと感じます。

後は救急搬送のデータが載っていますが、救急搬送で、年末年始で気

になったことはありましたでしょうか。

星野委員

（岡崎消防）

岡崎消防です。12 月 29 日から１月６日における救急搬送人員を過去

５年間の比較しましたが、例年とは変わりありませんでした。比較的多

い状況でありました。

小原議長

（岡崎市医師会）

幸田消防はいかがでしょうか。

小山委員

（幸田消防）

幸田消防の小山です。岡崎消防さんが言われたように幸田町の方でも

年末年始の救急件数はほぼ例年並みでした。強いて言えば、今年は先ほ

どから言われているとおりインフルエンザの流行によって若干搬送の

方は増えてはおります。年末年始が終わっても１月中は昨年度と比べる

と３割ほど件数は増加しております。

小原議長

（岡崎市医師会）

インフルエンザの流行ということを除けば他の状況は、例年と変わら

ないわけですから救急ということで言えば、それほど変わらないかと思

います。インフルエンザということでいくと、こどものインフルエンザ

になってしんどいというのは親が連れて行きますので、救急車を使うこ

とはまずないですが、今年はけっこう成人の方がかかった方が多いもの

ですから、そうなると救急車でということがあったかもしれないという

印象はあります。

他に何かご意見等はありますでしょうか。よろしいでしょうか。

あと、１次救急の方で問題は会員の先生に聞いたアンケートでいく



と、もう１つは駐車場の問題、車の渋滞ということです。さすがに 200

人近くの方が来られますと、各診療所でそれだけの車を停めるスペース

はもちろんありませんし、そのあたりのことをどう対策していくかを今

後考えていかなくてはいけないという議題がありましたので、ここで一

つ報告させていただきます。

それでは、議題（２）を終わりまして、議題（３）に移ります。

議題（３）愛知県がんセンター愛知病院の２次救急病院及び輪番当番

病院の辞退について、議題（３）をよろしくお願いします。それでは、

愛知病院齋藤先生、お願いします。

（３）愛知県がんセンター愛知病院の２次救急病院及び輪番当番病院の辞退について（報告）

齋藤委員

（愛知病院）

愛知病院の齋藤です。皆さんご存知のとおり県立愛知病院は４月１日

から岡崎市に移管されます。そのため、３月 31 日をもちまして県立病

院としては閉院いたします。このため、今まで担当してきました２次救

急病院と輪番当番については辞退させていただきたいと思います。

また、今３月 31 日閉院と申しましたが、実際には、その前にシステ

ムの改修等がありますので、３月 22 日終業時間５時 30 分までに、今

いる患者さんを０にしなくてはいけないので、それ以降は一切診療がで

きないことになりますので、３月中旬以降の２次救急当番も辞退させて

いただきたいと思います。このため県民の皆様、関係者の皆様に非常に

ご迷惑をおかけすることをお詫びしますとともに、ぜひご理解をいただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

小原議長

（岡崎市医師会）

愛知県がんセンター愛知病院は、経営が愛知県から岡崎市に移管され

まして、病院機能としては、県の病院としては３月 31 日で閉院という

形になります。その後は、岡崎市民病院との統合で事業を進めていくよ

うな形になることがありますので、それに合わせて２次救急に関しては

ぎりぎりまでではなく、今院長が言われましたように診療自体が３月

22 日で終了ということになりますので３月中旬以降は２次病院輪番当

番を辞退するということの報告であります。ありがとうございました。

この件に関しまして、何かご意見やご質問はありますでしょうか。

狩野委員

（岡崎市）

岡崎市保健部の狩野と申します。愛知病院さんが２次救急の輪番を降

りられるということで現実的に数が減ってしまうと思います。その部分

を以前からのお話の中ですと市民病院さんが受けて頂けると聞いてお

るわけですが、さきほど院長がおっしゃられたように大変負担が増加し

ている中で、現況と診療体制がどういう風になっていくのか、もしわか

れば、わかる範囲で教えていただければと思います。

早川委員

（岡崎市民病院）

救急体制の話で、愛知病院の２次救急の実績から見せていただく分に

は、うちの救急外来のキャパシティーでは十分対応できるかと思ってお

りますので、特段それ以降増員等の体制は考えてございません。あくま



で２次病院の機能を受け継ぐということにつきましては、入院手術等が

できる体制をということだと考えておりますので、体制を整えていきた

いと考えております。繰り返しになりますが、そのためにもウォークイ

ンの１次の患者様がうちの病院から少しでも減っていただけるような

誘導をお願いしたいと考えております。

小原議長

（岡崎市医師会）

よろしいでしょうか。

藤本委員

（宇野病院）

質問させていただきます。救急直接ということではないのですが、先

日、愛知病院さんから通知がきておりまして、その中で、先ほど先生も

おっしゃったんですけれども、３月 22 日をもって終了されるというこ

とと、結核患者さんを一時的に他の病院に移すというような事が書かれ

ておりまして、他の病院というのは、市民病院さんということでいいの

か。結核の患者さんの受け入れについて当院からもたまにご紹介という

形で受け入れていただくことがあると思うのですが、その辺りの対応と

してはどのように考えていけばよいのか。この場の質問ではないかもし

れませんが、申し訳ございません。

齋藤委員

（愛知病院）

結核の治療の対応ができる病院ということで、今考えているのは、東

名古屋病院、豊橋市民病院、豊川市民病院にも結核病床があります。今

いる入院患者さんが少し減っているので、先に言った２つの病院でお願

いできればと思っています。ですから、例えば岡崎市の患者さんが今ま

でですと愛知病院、市内の病院で入院できたわけですが、しばらくの間、

市立愛知病院の体制が整うまで、そんなには時間がかからないとは思い

ますが、その間遠くの病院で入院になります。

小原議長

（岡崎市医師会）

よろしいでしょうか。３月 31 日までは外来を閉めたとしても愛知病

院は存在するものですから、結核の担当の病院としては愛知病院という

ことになりますが、窓口機能がなくなっていることで会員の先生方には

患者さんの紹介ということに関しては、愛知病院の紹介はなしで市民病

院他ということになっているかと思いますので、結核の患者さんに関し

ても、基本的にはそういう方向でいきながら市民病院の方から振り分け

てという形になるのではないかと思います。４月１日からは結核病床を

市民病院あるいは岡崎市として持つという形に変わってきますので、そ

こでこなせればこなしていき、そこで、まかないきれなければ齋藤先生

が言われたように他のところの結核病床の方へ転院をお願いする場合

もあるという方向になるかと思います。会員の先生、岡崎の医療機関で

結核の患者さんが出た場合は基本的に現時点から市民病院の方へ紹介

状を送るという形でよろしいですね、ということでいいかと思いますの

で、よろしくお願いします。他にはよろしいでしょうか。先ほどから早

川先生がウォークインの話をされていて、1 次救急、2 次救急、3 次救



急という意味での２次救急としての愛知病院はなくなるということで、

市民病院の方でまかなっていただけるということもありますが、できる

範囲の中で２次救急の担当の３病院の先生方には少しでも数が増やせ

るようであれば増やしていただける努力をしていただきたいと思いま

すし、それとは話が少し別になりますが、ウォークインを減らすという

ことでの救急体制の構築ということも、今後また検討していかないとい

けないかなと考えています。再来年度、藤田医科大学岡崎医療センター

で 2 次救急をまかなう所がありますが、それまで今の体制でいけばい

いというのではなくて、やはり住民の方の受診の振り分けを的確にする

ということでの対策は、この１年の間に少なくともとっていかないと、

せっかく藤田の医療センターが来ていただいても、市民病院と藤田にウ

ォークインが押しかけてということでは、それぞれの機能が本来の機能

を果たせなくなるということになりますので、改めて救急体制を今一度

見つめ直していかないといけないかと思います。

それでは、議題（３）を終わります。続きまして議題（４）は協議事

項となりますので、皆さん協議をお願いします。2019 年ゴールデンウ

ィーク（10 連休）の医療体制についてということで協議してまいりた

いと思います。事務局から説明をお願いします。

（４）2019 年ゴールデンウイーク（10 連休）の医療体制について（協議）

事務局

（岡崎市）

資料３-１～３-４を説明

小原議長

（岡崎市医師会）

ただいま事務局から説明がありました。５月 1 日が祝日となり祝日が

挟まれると休みになるという形で４月 30 日と５月２日もお休みになる

ことでの 10 連休になるかと思います。資料を見させていただきますと

資料の３-２に関しましては、医師会の方での休日当番表で、ここにあ

るように 10 連休は通常の休日と同じように当番を組んで進んでいく方

向で考えておりますのでよろしくお願いします。続きまして資料３-３

が右側の下から上の方の曜日が赤になっているところが 10 連休です

が、今のところ 10 連休は、５月２日は岡崎南病院さんが２次病院の当

番になっていますけれども、この辺りその後の体制として、あるいは通

常の診療も含めて、どういう体制をとられる予定か、現時点でわかれば

お伺いしたいと思います。まず岡崎南病院よろしいでしょうか。

山本委員

（岡崎南病院）

当番表を見ましたところ、５月２日に２次当直があって５月５日が１

次当直で受けておりますので、この２日を当番として考えております。

小原議長

（岡崎市医師会）

通常の診療に関しては休みということでしょうか。



山本委員

（岡崎南病院）

今のところ具体的な日にちは相談していないです。

小原議長

（岡崎市医師会）

それでは、宇野病院藤本さんお願いします。

藤本委員

（宇野病院）

当院は、通常の診療として４月 30 日と５月１日を通常の診療体制で

外来も行う予定でおります。それに加えて５月１日は１次救急外科当番

があたっておりますので、別途１次の当番の体制を取る予定でおりま

す。それに加えまして、先日保健所からも依頼がございまして、この連

休中に２次の救急当番を増やせないかというお話もありまして、当院も

内部で検討いたしまして、４月 29 日の月曜日の夜間の２次当番を追加

で入れさせていただくことで回答しておりますので報告したいと思い

ます。当院につきましては以上でございます。

小原議長

（岡崎市医師会）

それでは、北斗病院齋藤院長お願いします。

齋藤委員

（北斗病院）

北斗病院齋藤です。当院も４月 28 日が１次救急当番になっています

ので、そこは２次も受けます。当院は祭日も診療をしています。土曜日

の半日と日曜日だけが休みで、祭日は整形外科と内科は２人体制で診療

していますので、ぜひご利用ください。それに付け加えて、さっき所長

の方からもありましたが、市政だよりで、ぜひ２次救急案内を QR コー

ドではなく、当番を紙面として載せていただきたいと思います。QR コ

ードでは高齢の方はパッとやって調べるようなことはしませんので、高

齢の方が急病になった時に大変困りますので、ぜひ紙面で載せていただ

ければと思います。ぜひ、よろしくお願いします。これは５年前から２

次救急をやり始めから、そのことを懇願していたんですけれども、一向

に進んでいませんので、この場を借りてお願いしたいと思います。以上

です。

小原議長

（岡崎市医師会）

夜間の当番としては、いつになりますか。ここの表に載せるとしたら

何日というのはありますか。

齋藤委員

（北斗病院）

それは行政と相談していきたいと思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

昼間は祝日関係なしということで診療してみえるということですね。

齋藤委員

（北斗病院）

はい。

小原議長

（岡崎市医師会）

今の３病院が２次当番で夜間対応となり、１次はそれぞれ 28 日が北

斗病院、１日が宇野病院、５日に岡崎南病院が入っていますので、１次

として、そこをやっていくということでお願いします。その他には三師

会の方で薬局や歯科の方も、あるかと思いますが、歯科の方はどういう



風になるのでしょうか。

藤原委員

（歯科医師会）

歯科医師会です。４月 28 日、29 日、５月３日～６日は通常通り昼間

の当直で、４月 30 日、５月１日、２日いずれも会員にアンケートを取

りますと、約 20％強の歯科医院が開院をするということで、昼間はや

らずに夜間だけの対応ということを予定しております。以上です。

小原議長

（岡崎市医師会）

薬局の方は何かありますか。

太田委員

（薬剤師会）

薬局も通常の医師会さんの休日当直の一覧表の門前、近隣の薬局は従

来通り開けますので、市政だよりにも載るとは思いますが、10 連休中

市内３～７件は毎日対応できる状況でおります。以上です。

小原議長

（岡崎市医師会）

１次医療機関ということでいきますと資料３-２に掲げてあります当

直でいきますけれども、それぞれの診療所で 10 連休全部休みにするか

どうかは、ただいま会員の先生方に調査をしております。通常に診療を

するのか、あるいは定期の患者さんの継続治療だけを対応するようにす

るのかどうかも含めまして、また、それを公表してよいか、公表せずに

粛々とかかりつけの患者さんに対してだけ対応するのかどうかも、いろ

いろ院長先生の考え方もありますので、その辺りも調査しながらできる

範囲で公表をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

市民病院はどのような予定になっていますか。

早川委員

（岡崎市民病院）

市民病院は平常の休日体制ですけれども、連休が続いてしまいますの

で準平常稼働として、手術や紹介患者さんはお受けする限定的な稼働日

を４月 30 日と５月３日を予定して準備中です。ただ市民の方には公開

せずに医師会の先生方にはお伝えしてセミクローズといいますか、殺到

するほどの人員が準備できないこともありますので、そのような形で運

用を考えております。

小原議長

（岡崎市医師会）

長期の休みの間は、通常は病診連携の FAX は切られますが、それが

30 日と３日は生かしてということになるかと思います。ゴールデンウ

ィークのところですから、岡崎市内はこういう体制になります。近隣と

来年度も含めて、この前医師会の方に藤田の本院の方のゴールデンウィ

ークの診療体制の連絡がありましたが、守瀬先生の方から今一度、藤田

のゴールデンウィークの病院の体制についてお伝えいただけますか。

守瀬委員

（藤田学園）

藤田の豊明の本院は３日間通常営業を計画しております。29 日、２

日、６日は通常通り病院を開ける計画です。

小原議長

（岡崎市医師会）

29 日と２日、６日は通常のように紹介等すべての機能が動いている

ということですね。その他、何かゴールデンウイークの 10 連休に関し

てご意見とかありますでしょうか。特になければ今のような形で、基本

的には当直体制ということでいきながら、それぞれの医院のところで、

それぞれの事情も含めながら診療をする、開院するということで、その



辺りの詳しくデータが揃ったところで、それぞれ会員の先生方への周知

と住民の方への周知ということになるかと思います。それから先ほど齋

藤理事長からお話があった２次救急のホームページだけではなくて市

政だよりでの公表に関しても、また検討していくことでいいと思いま

す。市政だよりも締め切りがありますので、現時点では４月号が間に合

うか間に合わないかくらい、ぎりぎりですかね。直前の変更がもちろん

ききませんので、そこの辺りが市政だよりの周知が、少し問題があって

ホームページの方は変更がききますが、市政だよりは修正がきかないの

で１次の当番も非常に苦労される先生もたまにみえますので、その辺り

のことも含めて考えていきたいと思います。

それでは、議題（４）を終わらせていただき、少し時間の余裕があり

ますので、その他、救急に関しまして何かご意見がありましたらお願い

します。

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。お手元に岡崎市幸田町救急医療利

用ガイドブックをお配り頂いたかと思いますが、第５版、平成 30 年３

月とあり、今年度のものかと思います。岡崎市及び幸田町の救急医療を

適正に利用くださいという、かなり岡崎市民病院の適正利用も意識して

頂いて、大変ありがたい冊子だと考えておりますが、今日の議論でもあ

りましたように２ページの図、２次救急医療機関が４病院による当番制

とありますが、次年度版は３病院によるという形で変更になることに伴

いまして、改正をご検討いただけないかという意見を申し述べたいと思

います。

２ページの図の１次救急医療機関、２次救急医療機関、３次岡崎市民

病院と入れて頂いています。今までのこの会の議論にありましたよう

に、ウォークインの受診患者さんは１次救急医療機関だけに矢印がいっ

ていまして、救急車が２次、３次に行く流れになっていますが、２次医

療機関にもウォークインの方を広くお願いするために公開にふみ切っ

たと思いますので、この歩いて行く受診患者さんの矢印が２次にもいく

べきではないかと思いました。また、３ページの岡崎市民病院の役割に

ついての文章について、「岡崎市民病院は重症・重篤な患者さんに医療

を提供する病院です。救急外来においても重症・重篤な患者さんが優先

となります。」救急外来にお見えになる方々は、皆さんご自身が重症・

重篤であると思ってみえるので、これをもって、自分が市民病院にかか

っていいかどうかではないかと思います。「一人でも多くの命を救うた

め、特に夜間・休日における安易な岡崎市民病院への受診はやめましょ

う。」とありますが、誰も安易だと思っていないと思うので、むしろ市

民病院にかかるのをやめましょうではなく、こういう所がありますので

受診しましょうといったことばでないと、自分は安易ではないと皆さん



思われるのではないかと思います。20 時から 23 時は岡崎市医師会夜間

急病診療所、休日は休日緊急当直医療機関を利用しましょうとあります

が、先ほどからの議論でありますように２次救急病院が公開されている

日につきましては、これ以上に 18 時から８時までも開いているわけで

ございますので、そういった記載の追加もご検討いただけないかと思い

ます。前回のこの会議でも、保健部長さんから夜間急病診療所の受付時

間のタイムラグの話がありましたけれども、２次救急病院の 18 時とい

う時間が入ってくると、議論も薄まるかと考える次第でございます。齋

藤先生がおっしゃいましたように医師会さんがお持ちの救急患者のた

めの救急医療機関をホームページでご紹介いただいて、さらに情報への

アクセスの仕方をご検討いただければと思います。齋藤先生おっしゃい

ましたように、私も市政だよりのページは皆さん、その日のためにお持

ちだと思いますので、ここは欠かせないところかと思います。その場合

に、おねがいの市民病院のことを守ってくださって「岡崎市民病院は高

度で専門的治療を行う医療機関です。入院や手術の必要ないかた、他院

からの紹介状をお持ちでないかたは、まずは下の救急医療機関を受診し

てください。」とありますが、２次救急医療機関を記載していただく場

合は、この文言も改めてご検討いただかないと矛盾が生じるのではない

かと思います。ぜひとも救急患者のための救急医療機関のページと救急

医療利用ガイドブックを適切に修正いただいて、岡崎市民病院への適切

な医療につなげていただければというお願いでございます。以上です。

小原議長

（岡崎市医師会）

他に何かご意見はありますでしょうか。

事務局

（岡崎市）

事務局寺田です。大変貴重なご意見ありがとうございます。まず、救

急医療の利用ガイドブックにつきましては、この救急の協議会で作成す

るということが決まってからずっと作成してきているものになりまし

て、市民病院さんの内容につきましては、市民病院さんの事務局に必ず

校正を出させていただいて、文言の変更の必要があれば事前にお話をさ

せていただいておりまして、大変申し訳ありませんが、来年度分につい

ては、すでに作成に入ってしまっています。事前に市民病院さんに校正

は出させていただいていたのですが、特にその辺りのご意見は多少あっ

た部分はありますが、反映ができていませんので、再来年度分からの対

応とさせていただきたいと思います。市政だよりにつきましては、医師

会さんの方から出していただいているページになりますので医師会さ

んと協議をしながら、どういった形がよいかということと、やはりペー

ジ数をだいぶとっておりますので、広報課の方がこれ以上ページを使わ

せていただけるかどうかわかりませんので、そこもしっかり検討して進

めていきたいと思います。



早川委員

（岡崎市民病院）

２ページの２次救急の３病院はどのように記載していくのですか。

事務局

（岡崎市）

こちらにつきましては、３病院という書き方ではなく、それぞれの病

院の名称を入れさせていただきました。あと、市政だよりの方ですが、

来年度 10 月 1 日号から今まで月に２回、１日号と 15 日号を発行して

いたのですが、10 月号から月１回の発行に変わるようで、その辺りも

ありますので、情報量が、今まで分散していたものが増えてしまうので、

その辺りも何らかの協議が出てくるかと思いますので、そこも含めて対

応検討していきたいと思います。

小原議長

（岡崎市医師会）

いろいろな目論見からいくと、ひょっとしたら救急医療利用ガイドブ

ックは、来年度は途中で改正版を出すかもしれませんね。予算の関係も

あるかもしれませんが、ウォークインの対策とか、適正受診ということ

を考えると、あまり１次、２次、３次にこだわる文章がいかがなものか

というのはあるかとは思いますので、その時には、ぜひまた早川先生の

ご意見を入れていければいいかと思います。

齋藤委員

（北斗病院）

早川院長の大変切実な思いは、私も救急医療利用ガイドブックの予算

はたいしたことはないと思うので、新しく出していただきたいと思いま

すので是非お願いします。実際、今年１月の中旬から岡崎市民病院が満

床になりました。空いていたのが急に高齢者の肺炎等でまた満床になっ

ていしまったということです。これをどこかに搬送することができ、う

まく分散させるためには、救急車の搬送先とウォークインをいかに減ら

すかということが、一番のこの医療圏の課題だと思います。今まで岡崎

市民病院だけに頼っていたのが、2020 年には岡崎医療センターができ

ますし、ウォークインと救急搬送が同じような結果になるのではないか

と思います。病が流行らない時はガラガラになってみんな運んでしまう

と非常に対費用効果もばかにならないと思いますので、よろしくご検討

をお願いしたいと思います。救急医療ガイドブックも市政だよりも簡単

にスペースも３行くらいでできると思いますので、ぜひご検討をお願い

します。以上です。

小原議長

（岡崎市医師会）

何度も言いますが、住民の方には、今、調子悪いという時にどこが受

診できるのかというのが、ようやく２次の公表が始まったところで、だ

んだん周知されてこれば、今までは、普通にぱっと考えると、診療所は

昼間で閉まって、２次は公表されていなかったので、やはり救急をやっ

ているのが岡崎市民病院という感覚で市民病院に行ってしまうという

ことはあったと思います。それをどれだけ振り分けるかということは、

１次が何で、２次が何で、３次が何でというよりも、今ここがやってい

ます、今ここは開いていてここに受診してくださいという誘導をどれだ

けできるかということでかなり変わってくるかと思いますのでその辺



りも含めて検討していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

最後ですが、守瀬先生、進捗状況、救急医療も含めてせっかくお見え

ですので、お話いただければと思います。

守瀬委員

（藤田学園）

藤田医科大学、守瀬です。今日は出席させていただきありがとうござ

います。私共、鋭意準備中です。とにかく 2020 年４月に開院と同時に

２次救急をしっかりということですので準備をしています。建物は建ち

始めておりますが、人員の配置を医師、コメディカルも含めてしっかり

した配置を工夫しながら準備を進めています。すべての職種において、

昨年度、今年度から少し採用を増やしておりまして、豊明の本院と名古

屋の病院で採用を増やして、ある程度トレーニングができて、しっかり

対応ができるようにという計画で準備を進めています。よろしくお願い

します。

小原議長

（岡崎市医師会）

その他、何かご意見等はありますでしょうか。特になければ、これで

本日の第２回岡崎幸田救急医療対策協議会を終わりたいと思います。事

務局へお返しします。よろしくお願いします。


