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様式第１号（第５条関係） 

 

会 議 概 要 

 

会 議 の 名 称 第１回久喜市地域医療推進協議会 

開 催 年 月 日 令和元年１０月２１日（月） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後１時１５分から午後２時４５分まで 

開 催 場 所 久喜市役所 ３階 市長公室 

議 長 氏 名 市長 梅田 修一、会長 西崎 道喜 
出席委員（者）氏名 

（出席委員）齊田 保彦、野田 恵子、濵田 一美、本島 三枝子、 
小山 有一朗、西崎 道喜、淺川 実、関谷 栄、吉田 信一、 
関根 智之、小松 由美子、柳澤 大輔 
（出席者）岡崎 幸生 

欠席委員（者）氏名 堀中 直明 
説 明 者 の 職 氏 名 真坂参事兼健康医療課長、栗原課長補佐兼地域医療係長 
事務局職員職氏名 

健康・子ども未来部長         山﨑 智子 
健康・子ども未来部副部長       赤岩 保宏 
健康・子ども未来部参事兼健康医療課長 真坂 八重子 
健康医療課課長補佐兼地域医療係長   栗原 稔 
健康医療課地域医療係主事       小野 翔太 

会 議 次 第 

○ 久喜市地域医療推進協議会委員委嘱式 

 １ 委嘱書の交付 

 ２ 委員及び事務局職員の紹介 

○ 第１回久喜市地域医療推進協議会 

 １ 開  会 

 ２ 市長あいさつ 

 ３ 会長、副会長の選出 

 ４ 議  題 

 （１）久喜市の医療等の現状について 

 （２）その他 

 ５ 閉  会 
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配 布 資 料 

・会議次第 

・久喜市地域医療推進協議会委員名簿 

・資料１ 久喜市地域医療推進協議会条例 

・資料２ 久喜市における医療体制のあり方について（答申） 

・資料３ 久喜市の医療等の現状について 

・資料４ 地域医療フォーラムについて 

・資料５ とねっとシステムについて 

・傍聴要領 

・健康づくり・食育推進大会チラシ 

・新久喜総合病院提供資料Ａ・Ｂ 
会議の公開又は非公開 公開 
傍 聴 人 数 １人 
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様式第２号（第５条関係） 

審議会等会議録 

 

久喜市地域医療推進協議会委員委嘱式 

１ 委嘱書の交付 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会（真坂参事） 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。 

本日は、お忙しい中、第１回久喜市地域医療推進協議会にご出席をいただき

まして、誠にありがとうございます。 

本日の司会を務めさせていただきます、久喜市健康医療課長の真坂でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただ今から、久喜市地域医療推進協議会委員委嘱式を執り行いた

いと存じます。 

初めに梅田市長から委員の皆様に委嘱書を交付させていただきます。 

お手元の名簿順に交付させていただきますので、お名前を呼ばれました方は

その場にてご起立願います。 

 

（梅田市長から一人ずつ委嘱書を交付） 

 

それから、皆様のほかに本日、医師会の医師である堀中直明様につきまして

は、診療の関係で欠席とのご連絡がございましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

以上、１３人の皆様に委員をお願いすることとなりました。 
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２ 委員及び事務局職員の紹介 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、第１回目の会議でございますので、本来でしたら委員の皆様から、

一言ずつ自己紹介をお願いしたいところでございますが、審議内容が多いこと

から、お手元の名簿におきましてご確認をお願いしたいと存じます。 

さて本日は、救急医療をテーマに討議をいただきたいと考えておりますの

で、新久喜総合病院院長でいらっしゃる岡崎先生にオブザーバーとしてご出席

いただいております。 
先生には本日の会議におきまして、新久喜総合病院の現状等についてご発言

を賜りたいと考えております。 
岡崎先生、後ほどよろしくお願いいたします。 

また、本日は埼玉東部消防組合職員の方にも出席を依頼しておりましたが、

消防組合議会が開催されますことから欠席とのご連絡をいただいております。 

 最後に事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 

（事務局職員の紹介） 

  

司会（真坂参事） 以上を持ちまして、久喜市地域医療推進協議会委員委嘱式を終了させていた

だきます。 
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第１回久喜市地域医療推進協議会 

１ 開  会 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めまして、ただ今から、第１回久喜市地域医療推進協議会を開催させてい

ただきます。 

ただいまの出席委員は１２人でございますので、久喜市地域医療推進協議会

条例第７条第２項の規定によりまして、定足数に達しておりますことをご報告

いたします。 

次に配布資料の確認をさせていただきます。 

会議資料は事前に送付させていただきましたが、不足している資料等がござ

いましたら、お声掛けください。 

 

・会議次第 

 ・久喜市地域医療推進協議会委員名簿 

 ・資料１ 久喜市地域医療推進協議会条例 

 ・資料２ 久喜市における医療体制のあり方について（答申） 

 ・資料３ 久喜市の医療等の現状について 

 ・資料４ 地域医療フォーラムについて 

 ・資料５ とねっとシステムについて 

 ・傍聴要領でございます。 

 また、本日、机上に置かせていただいております。 

・健康づくり・食育推進大会チラシ及び新久喜総合病院で用意していた

だきました２種類のカラー刷りの資料 

以上、１１点ですがお手元に揃っておりますでしょうか。 

 

（不足等なし） 

 

続きまして、会議の開催に先立ちまして、委員会の運営、会議の開催に関す

る事項について、いくつか説明と確認をさせていただきます。 

はじめに会議の公開についてでございます。 

本市では、会議の公開につきましては、「審議会等の会議の公開に関する条

例」に基づき、会議を行っております。 

会議は原則公開とし、開催にあたりましても市内の公共施設の市民参加コー

ナーやホームページ上に掲載し、会議の傍聴のご案内をしております。 

会議の結果につきましては、１か月以内を目途に会議録を作成し、市民の皆

様に公開しております。 
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司会（真坂参事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会（真坂参事） 

そのため、会議録作成のための録音について、ご了承いただきますようお願

いします。 

次にこの会議は、久喜市審議会等の公開に関する条例第３条に基づき公開と

なりますことから、傍聴を希望される方がいる場合には受け入れるものでござ

います。 

 現在の傍聴人数は１名でございます。 

次に委員名簿の公開についてでございます。 

会議録の公開に合わせまして、委員の名簿を公開することとなっております

が、お手元にお配りしてある名簿のような形で「氏名」と「選任区分」につい

てのみホームページ等で公開したいと考えております。 

委員名簿の公開に関しましては、もう１つございまして、当委員会の委員は、

公職者名簿に掲載され、公文書館にて閲覧できることになっております。 

この名簿では、住所、電話番号も公開しておりますが、ご本人の了解が得ら

れた場合に掲載することができるもので、非公開とすることができます。 

事務局としましては、名簿の備考欄にございます３号委員から６号委員の委

員の皆様につきましては、連絡先が勤務先でありますことから、公開とし、そ

れ以外の委員さんにつきましては、個人情報の観点から非公開とすることでご

提案させていただきたいと存じますがいかがでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

よろしければそのような扱いとさせていただきたいと存じます。 

最後に会議録の作成についてでございます。 

先程、会議の結果につきましては、１か月以内を目途に会議録を作成すると

申し上げましたが、原則、会議録は全文記録、又はできる限り全文記録方式に

近い形で作成することとされております。 

事務局としましては、「テニヲハ」や同一の委員の方により繰り返し的な発

言などについては整理させていただき、「できる限り全文記録方式」で作成し

たいと考えております。 

また、会議録の署名につきましては、これまで、会長にお願いしておりまし

たことから、本協議会におきましても、同様の形式を取らせていただきたいと

存じますがいかがでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

よろしければそのような扱いとさせていただきたいと存じます。 
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２ 市長あいさつ 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事） それでは、ここで、梅田市長からごあいさつを申し上げます。 

 

梅田市長 （市長あいさつ） 

 

司会（真坂参事）  ありがとうございました。 
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３ 会長、副会長の選出 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事） 続きまして、協議会の会長、副会長の選出に入らせていただきます。 

選出にあたりましては「久喜市地域医療推進協議会条例」第７条第１項の規

定により、最初の会議は、市長が招集することになっておりますことから、市

長を仮議長として進めさせていただきたいと存じます。 

 

仮議長（梅田市

長） 

それでは、会長、副会長を選出するまでの間、暫時、仮議長を務めさせてい

ただきますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 本協議会条例第６条の規定によりまして、協議会には会長及び副会長を置く

こととし、委員の互選によりこれを定めることになっております。 

それでは、会長・副会長の選出につきましては、どのようにお取り計らいし

たらよろしいでしょうか。 

 

齊田委員 会長には前回、地域医療推進協議会会長を務めていらっしゃった「西崎委員」

が、副会長には久喜市医師会の会長を務めていらっしゃる「淺川委員」がよろ

しいかと思います。 

 

仮議長（梅田市

長） 

 

ただ今、齊田委員さんから、会長に西崎委員が、副会長には淺川委員がよろ

しいのではないか、というご発言がございましたがいかがでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

仮議長（梅田市

長） 

ご異議なしと認め、会長を西崎委員さん、副会長を淺川委員さんと決定させ

ていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

会長、副会長が選出されましたので、ここで、仮議長の任を解かせていただ

きます。ご協力ありがとうございました。 

 

司会（真坂参事） ありがとうございました。 

それでは、会長が決まりましたところで、就任のごあいさつをいただきたい

と存じます。 
西崎会長、よろしくお願いいたします。 

 

西崎会長  （会長あいさつ） 
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司会（真坂参事） ありがとうございました。 
続きまして、淺川副会長、よろしくお願いします。 

 

淺川副会長 （副会長あいさつ）  

 

司会（真坂参事） ありがとうございました。 
 なお、市長につきましては公務がございますので、ここで退席させていただ

きます。 

また、若干、レイアウトを変更させていただきますので、暫時休憩とさせて

いただきます。 
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４ 議題 

（１）久喜市の医療の現状について 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事）  それでは、議題に入らせていただきます。 

会議の進行につきましては、協議会条例第７条第１項の規定によりまして、

西崎会長にお願いするところでございます。 

西崎会長、よろしくお願いいたします。 

 

西崎会長 それでは、議長を務めさせていただきます。 

 議事が円滑に進行いたしますよう、皆様方の特段のご協力をお願いいたしま

す。 

 早速、議題に入らせていただきます。 

議題の（１）「久喜市の医療等の現状について」、事務局から説明をお願いし 

ます。 

 

事務局（栗原補

佐） 

 

議題（１）の「久喜市の医療等の現状について」ご説明させていただきます。 
資料１ 久喜市地域医療推進協議会条例をご覧ください。  
当条例は平成２９年３月に、久喜市医療体制等推進協議会条例を改正したも

のでございまして、本市における地域医療の充実を図ることを目的に、地域完

結型医療の確立に向け、市、市民、医療機関等が一体となり地域医療を推進し

ていくため、久喜市地域医療推進協議会を設置する条例でございます。 
所掌事項として、第２条第１項第１号に市、市民、医療機関等が一体となっ

た地域医療の推進に関する審議を行い、及びその実施を推進すること、第２号

に前号に掲げるもののほか、地域医療の充実に関し必要な調査及び審議をする

こと。が規定されております。 
先程、ご覧いただきました委員名簿にもございますとおり、公募による市民

の他、久喜市医師会、久喜市歯科医師会、久喜白岡薬剤師会、幸手保健所から

推薦された方々、学識経験者１３名により構成された組織でございます。 
任期は２年でございまして、事務局は健康・子ども未来部健康医療課となっ

ております。 
大変恐縮でございますが、他の条文については、お目を通しいただくという

ことで割愛させていただきます。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたし

ます。 
次に資料２ 久喜市における医療体制のあり方について（答申）をご覧くだ

さい。  
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こちらは、平成２２年３月の合併後、久喜市医療体制等推進協議会におきま

して、久喜市の医療資源を最大限に活用するために、連携のとれた質の高い効

率的な医療提供体制を構築することや、市民に安心かつ、適切な医療を提供す

る体制の整備が重要であることから、「市民」・「医療機関」・「行政」の三者が

それぞれ協力し、連携体制の強化を図るための提言を各論として記述しており

ます。 
これらの資料につきましても、お目を通しいただくということで割愛させて

いただきます。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 
次に資料３ 久喜市の医療等の現状についてをご覧ください。 

こちらは、救急医療の現状についてまとめた資料となっておりますが、資料

の基となるデータは埼玉県、もしくは埼玉東部消防組合がまとめております資

料を抜粋しており、この地域の現状をできる限りお示しさせていただいており

ますので、よろしくお願いします。 

それでは、内容につきまして、簡単にご説明をさせていただきます。 

１ページでございますが、埼玉県内と埼玉東部消防組合における救急出動件

数と、埼玉東部消防組合を構成する４市２町の救急出動件数を平成２５年から

平成３０年分でまとめたものでございます。 

 なお、消防署の統計は年度ではなく、１月から１２月までの年分となります

ので、よろしくお願いします。 

また、平成３０年分の数値は速報値でありますことから、今後修正する可能

性がありますことをご了承いただきたいと思います。 

それでは上段の（１）埼玉県内、消防組合の出動件数についてです。 

ご覧のとおり、両方とも出動件数のグラフは右肩あがりとなっており、埼玉

東部消防組合の平成２５年と平成３０年で比較すると出動件数が、約１５％増

加しています 

下段にあります（２）消防組合の構成市町別の状況につきましても、各市町

とも出動件数が右肩上がりの傾向であります。 

次に２ページ目にございます、埼玉東部消防組合管内の年齢区分別救急搬送

割合と傷病別救急搬送割合をご覧ください。 

上段の（３）消防組合管内年齢区分別の構成割合を見ますと、全体の搬送人

数が増加しています。 

また、乳幼児・少年・成人の割合が減少している一方で高齢者の割合が大き

く伸びていることから、高齢化の影響が見られるところでございます。 

下段の（４）消防組合管内救急搬送の傷病別の割合でございますが、外来受
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診と判断される軽症が約５割を占めている状況であり、長期の入院を要する重

傷者や死亡者は全体の１割程度の状況であります。 

 次に３ページをご覧ください。 

 （５）埼玉県内における搬送困難事案発生状況でございます。  

 重症以上傷病者の搬送について、照会回数が４件以上であった割合につきま

して、東部地域全体と久喜市が構成市町である埼玉東部消防組合の割合をまと

めたものでございます。 

次に（６）と（７）の表につきましては、新久喜総合病院からご提供いただ

いた資料でございます。 

 救急車で新久喜総合病院に搬送された患者数と診療時間外に直接病院を来

院された救急患者の人数をまとめた表でございます。 

 ４ページ以降については、消防庁が作成しました「救急車を上手に使いまし

ょう」というパンフレットの内容を一部抜粋したものでございます。 

 この資料につきましては、市ホームページにも掲載を行っております。 

また、「広報くき１１月号」におきまして、救急医療の特集ページを組んで

おり、この資料の内容を抜粋して一部掲載を行っているところでございます。 
次に資料４「地域医療フォーラム」についてをご覧ください。 

 地域医療フォーラムは、市民に医療の現状を認識していただき、限られた医

療資源を有効に活用してもらえるよう市、市民、医療機関等の３者が一体とな

って地域医療を考えていただくため、平成２９年度から開催しております。 

平成３０年度につきましは、平成３１年１月２６日（土）、久喜総合文化会

館小ホールにおいて『高齢者医療の現状や課題を考える』をテーマに講演会を

実施しました。 

フォーラムでは「在宅医療の現状」をテーマに久喜在宅クリニック院長の熊

懐先生と「超高齢化社会における地域医療の役割」をテーマに茨城県西部メデ

ィカルセンター病院長の梶井先生からご講演をいただき、当日の参加者は  

１１２名でございました。 

当日の参加者にご回答いただいたアンケート結果は、後程ご覧いただきたい

と思います。 

今年度につきましては、令和２年１月１８日（土）ふれあいセンター久喜に

おいて開催予定でございまして、「救急医療の現状等」について、埼玉東部消

防組合職員の方と新久喜総合病院の医師のお二人からご講演をいただく予定

でございます。 
資料の説明は以上でございます。 

本日この議題の内容につきまして、委員の皆様から頂いたご意見などにつき

ましては、後日、埼玉東部消防組合にもお伝えさせていただきます。 
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資料の説明は以上でございますが、本日は岡崎院長先生にお越しいただいて

おりますことから、引き続き先生には救急医療の現状等についてご説明をお願

いしたいと思いますのでよろしくお願いします。  
岡崎院長 

 

 

 

 

 

まず、配布させていただいております資料Ａ－１、Ａ－２をご覧ください。

Ａ－１ですがこれは、新久喜総合病院２０１６年（平成２８年）４月以降の 

救急車搬入件数の棒グラフでございます。 

先程の資料３（１）の救急出動件数は右肩上がりですが、当院は、初年度大

変多くの救急車を受け入れさせていただき、多い日は１日４０台ほどで、県内

トップになることが何回もございました。 

そういった状況ですと、手術をする人や難しい検査をする人がなかなか確保

できません。 

ウィークデーの昼間はなるべく近隣の医療機関で診ていただけたらありが

たいということでお願いをしたところ、それまで集中していたのが近隣でも診

ていただけるようになり、手術に人手を割くことができています。 

その下の円グラフでございますが、日勤に搬送される人数は３割でありまし

て、平日夜間が４１パーセント、休日が２９パーセントとなっており、７割は

夜間か休日に救急車を受け入れさせてもらっております。 

次のページをご覧ください。Ａ－３でございますが、救急患者で入院が必要

な方がおられるのですが、入院数、実数も搬送件数が少しずつ集中が減ってい

ることから若干少なくなってきているかなという印象を持っていますが、重症

度は明らかに上がっております。 

救急入院率のＡ－４をご覧ください。折れ線グラフの右側を見てもらうと、

年々入院率が上がって重症率も増えている、即ち当院では搬送件数そのものは

減っているのですが、重症の方をできるだけ診させてもらうというのが地域の

システムとして成り立ちつつあり、さらに近隣の先生方と協力して、救急を断

らずに済むような状況ができておりまして、市からもご紹介がありました。 

資料３（５）でございますが、重症以上の患者さんの４回以上の搬送照会で

す。 

平成２７年度は埼玉東部消防組合が４パーセントありましたが、平成２８年

は１．８パーセント、平成２９年は１．３パーセントと徐々に減っております。 

これは私達のみならず、近隣の先生との共同作業の結果と考えております。 

救急の最後ですが、Ａ－５をご覧ください。ウォークインですが、週末や祝

日に関しましては、医師会の先生が輪番で休日夜間急患診療所の運営にご尽力

されています。 

平日の夜間、日曜日の昼間等、当院にウォークインで来られた方は、旧久喜

総合病院のときはほとんどお断りしていたのですが、私どもに代わりましてせ

っかく困ってきていただいているのだから、お断りせずに受け入れています。 
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毎日３０～４０人来られている状況でして、重症度も高く、１割強は入院対

応が必要な方です。 

この中で最低５名の方が自力で救急外来へ来られましたが、医師が来る数分

の間に心肺停止になり、心肺措置をして何とか緊急措置をして帰られた方が含

まれているという状況であります。以上、救急についてご説明をさせていただ

きました。 

西崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からは、資料３で主に救急医療の現状等についてデータ等に基づき説

明をしていただきました。 

次の資料４、地域医療フォーラムの昨年度の実績、本年度の予定、またアン

ケート結果などについて説明がありました。 

これらの内容を踏まえながら、委員の皆様にはそれぞれの立場から救急医療

の在り方を含めて、久喜市の医療に関する現状やご自身の意見、また、今年度

開催しますフォーラムの内容等についてもお話しいただきたいと思います。 

なお、フォーラムについては、皆さんの意見がそのままフォーラムに採用さ

れるわけではございませんがその点はお願いしたいと思います。 

今日の説明を踏まえながら、久喜市の医療の現状を含めて皆様からご意見を

いただきたいと思います。 

それでは齊田委員さんから順番にお願いします。 

齊田委員 

 

資料３の久喜市の医療の現状の中の（５）の照会回数４回以上の割合ですが、

なぜ、照会回数４回以上の割合が取り上げられているのでしょうか。 
事務局（真坂参

事） 

 

 

 

岡崎院長 

 

 

 

 

 

 

 

 

西崎会長 

 

 

照会回数というのは、救急車を要請して受け入れてくれる病院を探すわけで

すが、受け入れができない場合、別の病院に照会します。 
その回数が４回以上になる割合ということになるのですが、岡崎院長よろし

いでしょうか。  
回数がかかるほど行き先がなく、時間が経過します。皆さんの記憶にあると

思いますが、３６回受け入れがなく、３７回目でやっとという収容困難事例が

ありました。 
理想は１回で受け入れることなのですが、現状ではなかなか難しいです。 
私は東部のメディカルコントロール協議会に参加しているのですが、それを

いかに減らすかということに取り組んでおります。 
そういった中で、埼玉東部消防組合東部北地区については東部地域全体に比

べると改善をしているという数値でございます。  
この表（５）を見ますと埼玉東部消防組合は１．３パーセントで、東部地域

全体の５．８パーセントと比べて低いと読み取れます。  
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齊田委員 

 

 

 

事務局（真坂参

事） 

新聞で地域完結型の医療が限界にきており、在宅医療への転換が必要である

という記事を見ましたが、在宅医療を推進していくために、久喜管内で取り組

んでいる実例はございますか。  
 在宅医療の推進ということでしたが、淺川先生、関谷先生のお二人が参加し

ている在宅医療の多職種の連携の会議などを開いておりまして、地域での体制

づくりをしております。  
野田委員 

 

新久喜総合病院になる前は、東京や大宮などの病院に行かないといけないと

思っていましたが、この状況が改善していらっしゃる。 
これはすごいなと思って勉強させていただきました。 
私自身、１００歳で点滴を受けながら、その日を生きるということを考えて

しまうところもありまして、自分で掃除や洗濯、食事がでできる老後であれば

いいなと考えています。これからの医療に期待したいと思います。  
濱田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私の職場は茨城県の古河市の病院で、地域には近い範囲で救急病院は４つあ

ります。 

古河市の状況については理解していますが、久喜市の救急医療はどうなのだ

ろうと思い、今回参加しました。 

資料３（６）新久喜総合病院における救急患者数ですが、年間約７，０００

人もの救急患者を受け入れると伺いましたが、当院では７，０００人もの救急

患者を受け入れることはできない状況です。 

今日こちらの資料を見て、救急搬送の患者数が減っているというのは、先生

方の指導があると思いました。 

軽い症状で救急車を呼んだりする患者さんもいますので、こういった症状の

際は近隣の病院や早めに外来での受診を指導された成果なのかと思いました。 

また、岡崎先生がおっしゃったように、救急患者の受け入れが減っていると

いうのは平日、近隣の先生方が患者を受け入れられるように連携を図っている

ということで、本当に重症の患者が救急車を利用しているということが分かり

ました。 

重症患者がウォークインで来る状況で、医療側も適切な処置ができるような

訓練をされているということも分かりました。 

 １つ質問ですが、救急隊員との情報交換・連携はされているのでしょうか。

やはり、救急隊員のほうのレベルも上げていかないと、適切な病院に患者さ 

んを収容することはできないと思いますので、新久喜総合病院と救急隊との連 

携はされているのでしょうか。 
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岡崎院長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濱田委員 

 救急隊とは勉強会を行っているほかに、病院の人的不足等もあることから、

搬送の際にストレッチャーに乗せて、ＭＲＩやＣＴに運ぶのを協力していただ

いたり、画像診断の際も説明をさせてもらっており、情報交換をしています。 

また、救急隊のほうから依頼を受けまして、現場での再実習・再教育という

ことで、病院の職員と一緒に救急車の受け入れを実際に体験してもらったりし

ています。 

気管内挿管実習も積極的にやらせてもらっています。救急搬送患者数が減っ

ているというのは、近隣の先生方の協力の賜物でして、実際は地域としては増

えているということが資料の（１）のとおり、埼玉県全域でも埼玉東部消防組

合でも増えているという状況です。 

 

 ありがとうございました。 

 

本島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

久喜市の医療がどういうものか関心を持ちまして参加しました。 

岡崎院長からお話を伺いまして、高齢者の救急搬送が増加しているというこ

とや新久喜総合病院が、重症の方の受け入れが県内トップの実績ということ

で、心強く思っております。 

また連携に関しては勉強会をされているということで、ますます心強く、身

近にそういった病院があることはありがたいなと思っています。 

さらに、自分がどこに搬送されるのかといった不安があると思いますが、受

け入れてもらえるということに大変安心しました。 

病院には重症の方も益々受け入れてくださるように、東京の病院に行かなく

ても久喜で大丈夫だというように、医療の質を高めて欲しいと思います。 

そういった病院が近くにあるのは久喜市民の誇りにも繋がると思うのでよ

ろしくお願いします。 

病床が満杯の状態ではせっかくいい医療があっても受け入れられないのは

残念だと思いますので、規模を大きくしてたくさんの方を受け入れてくださっ

たら、地域の方が安心していられると思います。 

 

小山委員 資料３と新久喜総合病院の資料を拝見しまして、救急医療を担う方の現場の

大変さ、ご努力に敬意を払いたい。 

資料３を拝見しますと、傷病別救急搬送割合の中の半数に近い方が軽傷であ

る、あるいは中等程度を含めると大半であるという状況は課題であると考えま

すが、現実的には、ご家族の立場になって考えた時に、どう判断するかという

所については難しい問題で、ある程度救急車の出動の要請はやむを得ない面が

あるのかなと思っております。 

それから資料３（３）の年齢区分別救急搬送割合については、高齢者が非常

に多いことが明らかに分かりますが、埼玉県は全国で一番高齢者の割合が増え
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ていると、絶対数が増えているのだから、高齢者の割合が多くなるというのは

当然だと思いますので、これだけを見て高齢者の搬送を論じるのは難しいので

はと思っております。 

さきほど院長からテーマとしてお話がありました、フォーラムについての考

え方ですが、やはり健康な生活を送るためには、日々の健康管理であったり、

それに必要な身近な地域の医師との関係が大事だと思います。 

私事ですが、父が３年前に誤嚥性肺炎で亡くしておりまして、こういった問

題は高齢者の中でも大きな問題だと聞いております。誤嚥がないような日常の

トレーニングなどは、医師・歯科医師だけでなく、地域の保健師を含めた広い

活動が必要かなと思いますので、地域医療全体のコ・メディカルを含めた取り

組みの強化が重要だと考えております。 

また、高齢者が増えるのが明らかですが、体力づくりや日常生活という意味

では、本日の資料にもございましたが、食育など、いろいろな形の健康づくり

が重要だと思いますので、フォーラムにつきましては、単に医療に集約するこ

となく、広い意味でテーマを掘り下げてほしいと思います。 

 

関谷委員  医療資源と医療の質という問題が先程から出てきていますが、久喜総合病院

から新久喜総合病院に代わって質が変わったと思っております。 

久喜にある病院は限られており、それで対応していければそれに越したこと

はないです。 

もっと病院を作ればいいのではという意見もありますが、すぐにできるもの

ではなく、今ある病院をどう回すかということが一番大事だと思います。 

 当初、新久喜総合病院は何でも診てくださいましたが、新井病院も東鷲宮病

院も昼間の間はすぐ検査ができます。 

その医療資源を使っていただきたかったのですが、患者にかかりつけの医療

機関があっても、救急隊が新久喜総合病院に送ってしまうこともありました。 

私達は、昼間は動けるので、救急医療資源として活用してほしいとお話しし

ました。 

その結果、説明にありましたように、病院でも休日夜間は医者の数が少ない

とか１人で診なくてはならない状況であり、医療資源の確保は難しいので、そ

こを担っていただいているということは感謝しています。 

 いくつか言わせていただきますと、軽傷者が半分くらいという状況ですので

実際搬送されるのは、新久喜総合病院がすべてというわけではないです。 

救急現場におけるトリアージの質が高ければ、適切に救急医療機関に搬送で

きるということは大事なカギだと思います。 

軽傷であればこの病院、重傷であればこの病院ときちんと当てはめれば医療

資源を市民が有効に活用できると思っています。 
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新久喜総合病院だけに頑張ってもらおうというのではなく、ベッドの医療資

源を持っている病院が病病連携を取ろうということで、白岡中央総合病院や蓮

田病院、蓮江病院などの南埼玉郡医師会レベルで３回会議を行っております。  

病診連携という形は、今まで声は高かったのですが、病病連携というのはあ

まりやっていませんでした。 

病病連携を積極的に取り組むことで、各病院の特色を生かしながら、地域で

より良い医療の提供を病院で取り組もうとしています。   

新久喜総合病院は多くの患者を受け入れていただいており頼りになるので

すが、資料Ｂ－１のように満床になり、病院のベッドが回らなくなります。  

軽傷患者やほぼ治療が完了している方は他の病院に転院していただくので

すが、在宅や施設に行くための準備の期間がどうしても発生してしまいます。 

その場合は東鷲宮病院や新井病院などの他の病院に協力していただきたい

と思います。 

医療資源は限られているので有効活用するためには「転院なども考えていか

ないといけない」ということを病院部会で話しており、それを市民の方にも分

かってもらいたいと思っております。 

吉田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関根委員 

 

 

 

 

 

 

 

 市内で内科の診療所をやっております。 

市内の病院にある医療資源を活用しようということで、病院での精密検査で

一番多いのは大腸カメラの検査です。 

こちらとしては、少しでも早くやってほしいのですが、検査までの期間が分

からない状況です。 

検査の予約が１か月半先になったというのは結構ありまして、済生会栗橋病

院は１か月半待ち、新久喜総合病院は３週間くらいでやってくださるようだな

どの噂がありますが、紹介はさせていただいています。 

検査が大体このくらいのスピードでできるといったことが分かると市民の

方にとってよろしいのではないかなと思います。 

 

市内で歯科医院をやっております。歯科の仕事をしていますので救急に頻繁

に触れるわけではないですが、先程ありました在宅医療のことですとか誤嚥性

肺炎のことをお話しします。 
在宅医療では、医師の治療だけではなく、口の中を清潔にし、治療もしてい

かなければなりません。 
先程事務局からありましたが、他職種の医療連携などは何回か会議があり私

も出席させていただいておりますが、医科と歯科の連携は重要だと思っていま

す。 
誤嚥性肺炎に関しては、接触嚥下機能がどんどん衰えていきますので、在宅

でも施設でも高齢者に対して予防の運動を広く実施するようにして、なるべく

誤嚥性肺炎が起こらないようにしていくということです。 
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 それから２、３か月前にテレビでやっていたのですが、フレイルという言葉

が老化などの意味で使われるようになりましたけども、オーラルフレイルとい

う口の中の老化が、必ず全身のフレイルの前に起こっていることが調査で分か

っています。 
調査は東京大学が千葉県の柏の辺りで正確な数字ではないですが、 
３，０００人規模の高齢者を対象にして３～５年間追跡調査を行っています。 
口の中の具合が悪いとか衰えがきっかけとなって全身のフレイルが起こる

前にオーラルフレイルが高い確率で起こっていることが分かっています。 
その番組を私も関心を持って見ていたのですが、早めにオーラルフレイルを

改善することで元に戻ることができ、介護にならずフレイルから健康な状態に

戻すことができるという話もあるので、歯科も医科と連携してやっていかない

といけないと思っております。  
小松委員 私は調剤薬局で薬剤師として働いているのですが、調剤薬局は地域の元気な

方が来られます。健康で、元気でやっていくためにはということを念頭におい

てお話したりご相談に乗ったりしております。 

在宅では、薬剤師も訪問をさせていただいております。それぞれの役割とい

うことでは、病院にずっとという時代ではなくなってきています。 

ご自宅に帰るとみなさん不安です。私たちは医師の指示のもと色々行うので

すが医師の数も限られています。 

私たち薬剤師や看護師及びヘルパーと連携を上手く取ることによって、少し

でもご自宅で過ごせるようにサポートをさせていただくような仕事をさせて

いただいているのが現状です。 

薬剤師は「薬が上手く飲めずにたくさん残っている、何とかしてくれないか」

ということで声をかけられることが多いのですが、薬のことまで医師が調整し

ますと、他の大事な患者さんを見ることができません。 

看護師やヘルパーと連携を取りながらご自宅での生活を維持できるような

ことを地域連携ということで、色々と取り組んでおります。 

久喜の皆さんが病院が必要なときは病院にかかっていただき、ご自宅で過ご

せるときはご自宅で過ごせる、そこには私たちのような存在もあるということ

をご理解いただけたら嬉しいかなと思います。 

  

柳澤委員 

 

 

 私は保健所に所属しております。資料３（１）を見ますと、救急出動件数が

どんどん増えています。 

高齢化の影響もあるのですが、マスコミなどでも問題になっていますのは、

緊急でない方が救急車を呼んでしまうということです。 

ひどいものになりますと蚊に刺されたから救急車を呼んだとか、虫が出たか

ら呼んだとか、考えられないケースもありまして、実際救急の三分の一くらい
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は救急でなくてもよかったという統計もございます。 

ただ、一般の方が救急かどうかを判断するのは難しいと思いますので、例え

ば頭痛がした場合放っておいていいのか、救急車を呼んだほうがいいのか、な

かなか判断が難しいところがあります。 

救急以外の場合は我慢して呼ばないようにして大変なことになってしまっ

たら困りますので、それをどうしたらいいのか考えるのが今後の課題と考えて

おります。 

 埼玉県では医療相談を受け付ける電話をしておりまして、症状を伝えると判

断してくれるというサービスを始めているところです。 

こちらは２４時間３６５日対応ですが、電話に出るのは医療関係者なので、

人数の関係上なかなか電話が繋がりにくいところもあります。 

 もう一つ県で考えているのは、ＡＩの活用です。 

患者の症状でＡＩを使って判断するということをやっていますが、今の段階

では実験段階的なところがありまして、ＡＩで重症度を判定するのは難しく、

人間が判断しているのですが将来的にはＡＩでも自動的に症状を判断して重

症度も判定するという時代が来るのかなと考えているところです。 

 

西崎会長 

 

 ありがとうございました。 

皆さんからご意見等をいただきましたが、いわゆる病院・診療所・行政との

連携が十分に図られていないところはもう少し考えていく必要があるだろう

ということが一つです。 

患者とかかりつけ医との関わり、診療所と病院との関わり、それから病病連

携も今後必要になってくるのではないでしょうか。 

また、地域にある医療資源をどう活用していくかということを患者も考えて

いかなければなりません。 

何でも大きい病院に行けばいいというのではなく、地域にある病院が私たち

の命を守っているのだと理解し、自分のかかりつけ医と地域の病院、第二次医

療の総合病院との関わりをもう少し考え、地域の医療資源をもっと大事に使っ

ていくというのが市民の大切な仕事なのかなと私は思います。 

今ある資源をどう活用するかということは患者とかかりつけ医もそうです

し、かかりつけ医と病院との関係もこれから考えていかなければならないでし

ょう。 

 それから高齢化が進むことによって、在宅医療の関わりが出てきます。 

在宅医療は久喜市全体ではどのようになっているのか、どのように進むべき

か考えていかなければならない時代になってきています。 

関根委員からもあったように口の中の老化は意外に知らない、口に対する意

識があまりない、そういう点からも見ていく必要があります。 
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また、医療の専門家の立場で色々なご意見があるわけですから、それらを総

合的に審議して、市民に伝えるですとか、薬剤師の立場であれば残った薬をど

うすればいいかなど、それらも考えていかなければならないでしょう。 

また、救急搬送を利用する方で、軽傷の方が半分いるというのは地域医療を

活用するという意識が薄いということでしょう。 

本当に救急車が必要な人が利用できないということを起こらないようにし

ていくのも大事なことだと思います。 

それでは、岡崎先生、ご意見お願いします。 

 

岡崎院長 色々なご意見をいただき、ありがとうございます。 

職員も一丸となり助け合って取り組んでおります。 

資料Ｂ－１ですが、満床となる日が多くなりご迷惑をおかけしています。 

当地域は、医療資源の流出、例えば入院患者では県の資料を見ますと毎日 

５９０数名が医療圏外に出ています。 

東京まで行かなくても、きちんと治療が受けることができるように、という

お言葉が大変心に響きました。頑張ってまいります。 

関谷先生もおっしゃっていたのですが、病病連携を通じまして比較的軽傷な

方を近隣の先生方が見てくださって、重症な方を救急病院に戻すといった工夫

をしながら地域の需要に何とか応えていきたいと思います。 

資料Ｂ－２の新規入院患者数内訳ですが、高度急性期が２００床以上ありま

して、１日２０人、月６００人を目標としております。 

ただ、平均在日数が１０日を超えたらそれよりも少ない患者さんしか入院で

きず、１０日を下回ったら６００人以上入院しているという状況で、現在はほ

ぼ順調に入院いただいております。 

資料にあるグラフの色分けでございますが、青がご紹介いただいた患者さん

の入院でございます。 

近隣にかかりつけ医がおりますが、重症でさらなる治療が病院で必要という

ときに、近隣の先生からご紹介いただく入院が増えておりまして、開院当初は

紹介入院が１０パーセント台前半でありましたが、今は３７パーセントであ

り、入院の理由の中で一番増えております。 

この中には関谷先生がおっしゃったように、地域の病院で救急患者を一旦受

け入れていただいて、そのあと重症ということで送られてくることもございま

すし、あるいはがん等の患者さんが以前は都内や埼玉都心部や越谷近辺に行っ

ていたのを、地元での診療ということで、来るケースが飛躍的に増えている状

況でございます。 

救急入院は赤で示されていますが、大体ほぼ横ばいで２００名ほどの方が毎

月来ていただいており、重症度という意味では飛躍的に高くなっています。 
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Ｂ－３をご覧ください。外来患者地域別内訳ですが、率ではなく実数でござ

います。 

青が平成２８年度、赤が平成２９年度、緑が平成３０年度です。 

久喜市民の方の中には都内の有名病院や大きな病院にかかるのをステータ

スだと思っている方が数多くおられまして、平成２８年度、がんを見つけまし

ても都内大学病院を紹介してほしいという方がかなり多かったのですが、最近

はだんだんと当院を選んでくださる方が増えています。 

入院患者さんも同じような状況で、当院で入院して治療を受ける方が着実に

増えています。 

Ｂ－５をご覧ください。病床利用率・平均在院日数ですが、旧久喜総合病院

の時は、５０パーセント台、平成２８年度の平均が９６．６パーセントで、そ

の後改善してきまして、最近では９８パーセント前後という状況です。 

９８パーセントというのは大変厳しい病床の運営でありまして、救急患者さ

んもＥＲのベッドでお待ちいただいて何とか関谷先生のところに搬送させて

いただき、新たに重症の方を受け入れさせていただく取り組みによりベッドを

回している状況でございます。 

Ｂ－６の重症度、医療・看護必要度です。 

赤は集中治療室なので高い数値が当たり前ですが、集中治療室は一番厳しい

判定であることから重症度が下がりがちになるところを、当院では大変高い数

字で維持しております。 

重症度７０パーセント以上が要求される中で、概ね９０パーセント前後で推

移しており、ＩＣＵ８床が満床の状況です。 

利根医療圏ではフルのＩＣＵ２対１看護、つまり看護師１人で２人までしか

診ないという病床が大変不足しています。 

近々一般の急性期医療病棟を減らして、重症のＩＣＵを増やす工事にも取り

掛かる予定にしています。 

緑のグラフがＨＣＵで、一人の看護師が４人まで診るというのを１２床追加

したのですが、それでも間に合っておりません。 

一番下の青のグラフが一般病棟で看護師１人が７人まで診る病棟ですがこ

れは３０パーセント以上が要求されています。 

当院では４０パーセント前後ということですが、ＩＣＵ８床、ＨＣＵ１２床

でも、なかなか重症患者さんを吸収しきれないという状況であります。 

Ｂ－７をご覧ください。こちらは手術室で行う手術件数でございまして、内

視鏡室やカテーテル室で行う手術は含んでおりません。 

開院当初は毎月１５０件程でしたが今は３００件に届いておりまして、先程

も申し上げましたが、がんの患者さんは以前は都内や埼玉都心部を希望される

方が多かったです。 
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しかし現在では、例えば大腸がんは当初年間４０例に届く位でしたが今は 

１００例を超えており、開心術という心臓の大きな手術だけで１００件ペー

ス、心臓血管外科合わせまして３００件ペースで年間手術をしております。 

そういった積み重ねにより手術件数が増えておりまして、地域の方が地域で

手術を受けていただける体制を、整備途中ではありますが職員一丸となって取

り組ませていただいています。 

また、小児の受け入れについては、小児科はないのですが、どうしても外傷

の小児は受け入れ先がなかなか見つからないということで、新生児の方含めて

グラフにございますように毎月１５０～２００人ほど受け入れをさせていた

だいております。 

小児科医を確保できれば小児も頑張りたいのですが、なかなか人的医療資源

が厳しく、募集はしているのですが見つからない状況でございます。 

産科につきましても同様ですが、当地域において、遠くまで行かなくても受

け入れられるような受け入れ態勢をさらに整備してまいりたいと思います。 

どうか引き続きご指導ご鞭撻賜りますようお願いいたします。ありがとうご

ざいます。 

 

西崎会長 それでは、議題（１）「久喜市の医療等の現状について」を終了します。 
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４ 議題 

（２）その他 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

西崎会長 議題（２）その他について、委員の皆さんから何かございますか。 

 （意見なし） 

西崎会長  事務局からは何かありますか。 

事務局（真坂参

事） 

それでは事務局からご連絡いたします。 

先程もご説明しましたが、資料４にございます「地域医療フォーラム」を来

年１月１８日（土）に開催します。 

当日の会場、時間ですが午後１時３０分から、ふれあいセンター久喜を会場

として開催する予定でございます。 

こちらにつきましては、委員の皆様には、改めてご案内させていただきたい

と存じますので、どうぞご参加いただきますようよろしくお願いします。 

次に本日の会議録につきましては、会長に確認をいただいた後、署名をいた

だき、確定とさせていただきます。 

委員の皆様には確定した会議録を送付させていただきますので、何かござい

ましたら、後日、ご連絡をお願いします。 

次回の会議につきましては、令和２年度を予定しておりますので、どうかよ

ろしくお願いします。 

なお、資料５の「とねっとについて」は、時間の都合で説明は省略させてい

ただきます。 

また、「食育づくり・健康推進大会」のチラシを配布させていただきました。 

その他、補足になりますが１１月は各病院主催のイベントが多く開催される

予定でございます。 

１１月９日は新井病院主催の「市民講座」、済生会栗橋病院主催の「健康す

くえあ」、１６日は新久喜総合病院主催の「健康まつり」が開催される予定で

ございます。 

各病院におきましても、市民の健康づくりの啓発等に努力されておりますの

で、機会がございましたら参加いただきますとともに、多くの皆様にご周知い

ただきますようよろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

西崎会長 他に無いようでしたら、以上で本日の議題は終了とし、進行を司会に戻した

いと思います。 
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５ 閉会 
発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（真坂参事） 

 

 

淺川副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会（真坂参事） 

西崎会長、ありがとうございました。 

 それでは閉会にあたりまして、挨拶を淺川副会長からお願いします、 

 

 皆様、慎重なご審議ありがとうございました。 

 私から一つ付け加えたいのですが、在宅医療に関しては久喜市と三師会で推

進会議を開催していて、色々な準備をしています。 

 これまで３年半位取り組んできましたが、今、南埼玉郡市医師会と国立東埼

玉病院に事務局を置きまして、患者さんからの要望や往診をどうしたらよいか

という調整を行っております。 

 我々も研修を積んで、何年後かには実践面で受入ができるかなと思っており

ます。 

 また、先程、濵田委員さんから古河の病院の話がありましたが、私は栗橋で

医院を開業しております。 

済生会の移転等の問題もありますので、今後は県をまたいで古河方面の医療

機関とも連携をとることもあるかと思います。 

 久喜市内でも地域によって事情は異なりますので、医療を充実させるために

もこのような会議が多く開催されることを希望しますし、皆さんの積極的なご

意見をよろしくお願いします。 

本日は大変ありがとうございます。 

 

 淺川副会長ありがとうございました。 

 以上を持ちまして、第１回久喜市地域医療推進協議会を散会とさせていただ

きます。 

 ご協力ありがとうございました。  
会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

令和元年１１月１１日 

 

久喜市地域医療推進協議会 会長   西崎 道喜  

 


