
第８回 県央地域の救急医療の在り方に関する検討会概要 
 
 
１ 日 時  平成２０年４月３０日（水）午後７時１５分から午後８時３分 
 
２ 会 場  三条市役所第二庁舎 １０１会議室 
 
３ 協議題 
 議題 

（１） 規約の改正について 
（２） 施設整備について 
（３） 今後のスケジュールについて 

 
４ 出席状況 
 （１）出席委員 
    草野委員、桑原委員、五十嵐委員、小池委員、田﨑委員、中嶋委員、古川委員、 
    青山委員 

（２）三条地域振興局 
    健康福祉環境部長 片桐幹雄 
 （３）医師会職員 
    三条市医師会事務長（事務局）、加茂市医師会事務長 
    見附市南蒲原郡医師会事務長、燕市医師会事務局 
（４）関係行政機関職員 

    三条地域振興局健康福祉環境部医薬予防課長 
三条市 福祉保健部長、福祉保健部健康づくり課長、福祉保健部健康づくり課主幹 

    燕 市 健康福祉部長、健康福祉部健康づくり課長 
    見附市 健康福祉課長補佐 
    田上町 保健福祉課長補佐 
    弥彦村 住民福祉課長 

（５）説明員 
   長建設計事務所 所長以下２名 
（６）傍聴者 

    報道機関 ５社 
 

５ 概要 
 ・開会  午後７時１５分 
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会長 
定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。 
いよいよ新年度に入りまして、今日が４月最後の３０日でございます。連休

の前後で非常にお忙しいものですから、副会長の五十嵐先生が患者さんの診察

が終わらないということで、少し遅れるということですが、始めさせていただ

きます。 
これより、第８回「県央地域の救急医療の在り方に関する検討会」を開催い

たします。 
本日の次第に沿って会議を進めさせていただきますが、オブザーバーで出席

の三条地域振興局、三条市、燕市の担当部課長が４月１日付けの人事異動によ

り交代しましたので、事務局から紹介をお願いします。 
事務局 

４月１日付けの人事異動によりまして、就任されました部課長の方々を紹介

いたします。 
三条地域振興局健康福祉環境部 医薬予防課長の坂本敏市さんです。 
三条市 福祉保健部長の高栁長一郎さんです。 
同じく三条市福祉保健部健康づくり課、課長の須佐茂男さんです。 
同じく主幹の清野敏郎さんです。 

     燕市 健康福祉部長の藤井吉紀さんです。 
     以上でございます。 
会長 
     出欠を報告いたします。委員８名中、現在、出席は７名であります。過半数

以上の出席でありますので、本日の会議は成立いたしております。 
     会議に入ります前に、ご報告をさせていただきます。 
     昨年４月の本検討会設置の際に、関係市町村長さんのご出席をいただき、県

央地域の一次救急医療施設及び救急医療体制の早期の整備の必要性について

のご理解をいただいた上で、新たな一次救急医療施設の建設整備、来年４月開

設の合意形成が図られた中で、三条市・燕市・田上町・弥彦村の３月議会にお

いて、施設整備に係る費用負担予算の議決をいただきました。誠にありがとう

ございます。 
     目標の新施設開設まで１年を切り、検討会も総仕上げの段階に入りましたが、

県央地域の市町村長・住民の救急医療に対する期待に十分応えられるよう、頑

張る覚悟でおりますので、ご協力をお願いします。 
会長 
     会議に先立ちまして、お手元に配付しております資料の確認をお願いします。 
     本日の議題であります「本検討会規約の両面刷り」・「（仮称）県央地域救急

診療所建設整備（概要）スケジュール（案）」と図面が３枚です。それから、
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「検討会スケジュール（案）」となります。よろしいでしょうか。 
会長 
     それでは、次第に沿って会議を進めさせていただきます。 
     最初に、「（１）規約の改正について」を議題といたします。 
     事務局の説明を、お願いします。 
事務局 
     規約の改正について、ご説明をさせていただきます。 
     資料２ページをご覧いただきたいと思います。現行規約でございますが、第

４条（委員）におきましては、「委員は、県央二次保健医療圏域内の医師会会

員のうち、各医師会が選任した者をもって充てる。」となっておりますが、平

成２０年４月１日付けで、第４次新潟県地域保健医療計画が変更され、見附市

が二次保健医療圏の「県央圏域」から「中越圏域」に移行したことに伴いまし

て、資料１ページの「改正案」といたしまして、第４条の「県央二次保健医療

圏域内」を「県央二次保健医療圏域及び見附市内」に改め、改正の施行期日を

県の計画変更日と同様、平成２０年４月１日とするものであります。 
     よろしくお願いいたします。 
会長 
     ただいまの検討会規約改正案の説明について、ご質問等がございましたら、

ご発言をお願いします。 
     田﨑委員、よろしいでしょうか。 
田﨑委員 
     よろしいです。 
会長 
     異議なしということで、よろしいでしょうか。 
   〈意見なし〉 
会長 
     異議なしということで、検討会規約改正案については、承認とさせていただ

きます。 
     併せまして、検討会規約第５条において、「委員の任期は１年とする。」とい

うことで、今月が任期切れでございますけれども、今後、施設の整備・運営や

懸案事項の病院・消防との相互連携の在り方、振り分け機能などの検討課題が

残っておりますので、是非、再任ということで、お願いしたいと存じます。よ

ろしいでしょうか。 
   〈意見なし〉 
会長 
     ありがとうございます。では、再任ということで、よろしくお願いいたしま

す。 
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     次に「（２）施設整備について」を議題といたします。 
     施設の建設・整備については、来年４月の新規開設を目標に、長岡市の長建 

設計事務所に設計を委託しており、現在、建築確認申請に向けて調整作業中で

ありますが、建設スケジュール及び設計概要について、説明をさせていただき

ます。 
 事務局の説明を、お願いします。 

事務局 
     それでは、資料３ページをご覧いただきたいと思います。「（仮称）県央地域

救急診療所建設整備スケジュール（案）」について、ご説明をいたします。 
     ４月に建設用地（三条市所有地）の借受申請をいたしました。 
     実施設計委託につきましては、長岡市 株式会社 長建設計事務所に業務を

委託しております。 
     地盤調査委託につきましては、新潟市 株式会社 新研基礎コンサルタント

に業務を委託しております。 
     ５月に設計協議・調整をいたしまして、６月に建築確認申請、７月に工事入

札・着工の予定でございます。同時に工事監理委託を締結いたしたいと思いま

す。 
     １０月に医療機器・什器・備品関係を入札いたしまして、来年２月には工事

竣工の予定でございます。 
     ３月に医療機器・什器・備品を納入いたしまして、４月１日「開設」と予定

しております。 
     建設資金の借入につきましては、三条信用金庫と考えておりまして、現在、

打合わせ中でございます。 
     次に、設計概要について、ご説明をいたします。資料の４ページ以降の図面

をご覧ください。 
     建設場所につきましては、三条地域振興局庁舎の西側でございます。なお、

救急診療所建設に併せまして、三条市の方で前面道路の拡幅、排水路整備等の

周辺環境整備が予定されております。 
     救急診療所の構造・規模といたしましては、「鉄骨造・平屋建」、「延床面積

４４２㎡」となっております。 
     建設整備費用につきましては、費用を負担していただく市町村との協議によ

り、工事費用・医療機器等の設備費用すべてを含めて、１億９，０００万円の

範囲内としております。 
     設計概要の詳細につきましては、実施設計を委託しております「株式会社 

長建設計事務所」から説明をさせていただきます。 
     本日、長建設計事務所の木村所長さんと担当の緑川さんが出席しております

ので、よろしくお願いいたします。 
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長建設計事務所 木村所長 
     只今、紹介にあずかりました、設計を担当しております長建設計事務所の木

村と申します。よろしくお願いします。 
     それでは、建築の概要について、ご説明をさせていただきます。 
     お手元に平面図がございますが、構造につきましては、今ほど、事務局の方

から言われましたが、「鉄骨造の平屋建」でございます。 
     平面的には、皆さんの中央に模型がございますが、「平屋建」で救急対応と

いうことで、車寄せキャノピーを設けさせてもらっております。 
     玄関の風除室を広めにとってございますが、これは救急対応ということで、

内科系・外科系の患者さんの両方がありますから、風除室からすぐ右側の救急

処置室に入れるように配慮してございます。内科系につきましては、待合ホー

ルの方に入るということで、この二通りの対応ができるように配慮させてもら

っております。 
     それから、内科系・外科系とも、エックス線を撮るケースがございますので、

両方から入れるようにエックス線室の位置をレイアウトさせてもらっており

ます。 
     施設の中央に、ナースステーションを設けまして、調剤を隣接させておりま

す。これは、できるだけ少ないスタッフで、この施設を運営できるようにとい

う配慮から、レイアウトさせてもらっております。 
     待合ホールにつきましては、畳の待合を含めまして、約３０名の収容を設定

しております。 
     風除室の左側には、一般のトイレがございます。男子・女子に分かれており

ます。 
     車いすトイレにつきましては、奥の方に設けておりますが、これは採尿トイ

レを兼ねまして、検査室に隣接させております。採尿トイレと車椅子トイレを

２か所設けるのは、非常に不経済なものですから、このようにレイアウトさせ

てもらっております。診察につきましては、とりあえず二診体制になっており

ます。第１診察室・第２診察室の隣に処置室がございます。いざという時には、

この処置室でも診察できるような広さをもたせてございます。 
     ナースステーションのバックスペースに点滴室、点滴ベッドを４台レイアウ

トしてございます。右側につきましては、管理部分、スタッフのバックヤード

でございますが、スタッフルームには休憩コーナーとして、畳のスペースを設

けておりまして、その下に休憩室１・２とございますが、これは当直用の部屋

でございます。その下に倉庫、休憩室のすぐ上に一般職員の通用口を確保して

ございます。なお、スタッフルームの裏の方に発電機を設置してございますが、

この発電機は設置義務はございません。救急対応ということで、最低限、救急

処置の電源を確保するとともに、待合スペースと診察室の電灯は点くように考
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えております。冷暖房につきましては、ガスヒーポンということで、ガス焚き

の空調機を設置するように考えてございます。 
     簡単ではございますが、概略説明を終わらせていただきます。 
会長 
     ただいまの「建設スケジュール」・「設計概要」の説明について、ご質問等が

ございましたら、お願いします。いかがですか。 
     時間延長それから深夜帯もやるときも来るかもしれないという両方を考え

てございます。 
     この模型を使って、説明をもう少しお願いできますでしょうか。 
     この大きさですと、県央全体が一つになったときも十分やれる大きさと考え

ております。 
   〈模型の見学・説明〉 
会長 
     後で、ゆっくり見てください。とにかく、この先、新たに造る必要は無いだ

ろうと、ぎりぎりのところまでしましたので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
     今、設計事務所さんにおいて、建築確認申請に向けて関係機関と協議・調整

を行っております。この施設整備について、基本的に「ご了解」ということで

よろしいでしょうか。 
   〈異議なし〉 
会長 
     ありがとうございました。 
     せっかくの機会と言いますか、一番大事なことになるのですが、ここで、施

設の名称を決定したいと思いますが。 
田﨑委員 
     外科系・整形外科系の診療スタイルというのは、よく分からないのですが、

ナースステーションというのは、何をするのですか。処置室があれば、それで

良い感じですが。 
長建設計事務所 木村所長 
     ナースステーションというのは、受付機能をもつ事務室を兼ねたものです。 
田﨑委員 
     事務室のことですか。 
会長 
     そうです。 
田﨑委員 
     ５・６人の看護師が居て、病院のナースステーションのイメージかと思いま

したが、事務室のことですね。分かりました。 

 

６ 



長建設計事務所 木村所長 
     事務室兼ナースステーションということで、スタッフが恐らく兼務せざるを

得ないだろうと想定しまして、このように中央に設けさせてもらっております。 
田﨑委員 
     事務室であれば分かります。 
会長 
     他にいかがでしょうか。 
古川委員 
     受付がナースステーションのところにあるのですが、黙って入って救急処置

室に入っていけるのですか。普通の診療所の場合は、玄関のところに受付があ

りますので、すぐ分かりますが、この場合は中にあるわけで、黙って出入りす

ることは、有り得るのですか。救急処置室と風除室がつながっているわけです

よね。 
会長 
     閉めておけば良いと思うのですが、何か方法はございますでしょうか。 
長建設計事務所 木村所長 
     救急につきましては、まず、救急車が来る前に連絡が入ると思いますが、常

時は、風除室の間のドアは、施錠をしておくことになるのではないかと思いま

す。 
古川委員 
     物騒な時代ですし、救急車で来るとは限らないです。 
会長 
     差し当たり二診体制でいきますが、外科系・内科系一診ずつということで、

奥の場所で診察できるかと実は思っております。 
     救急処置室は、救急車で来た重症な人を対象とすれば良いのではないか、普

段はここは使わないで良いかと思っております。 
     内科系が、県央地域全体で日曜日・休日やるようになりますと、患者さんの

数が大変になるだろうと思います。そうなると、奥の第１・第２診察室を内科

で使わなければならなくなると思います。そうした時に、外科系は救急処置室

に移らなければならないかもしれません。または、処置室となっている３番目

のスペースがありますが、ちょうど同じ大きさですので、もう一つの診察室が

作れるということで、どうにでも動けると思っております。 
古川委員 
     靴を脱いで入るのですか。 
会長 
     靴を履いて入るタイプです。 

他にございますでしょうか。了解ということで、よろしいでしょうか。 
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   〈意見なし〉 
会長 
     施設の名称でございますが、現在は、「県央四医師会夜間応急診療所」にな

っております。この診療所の名称について、何かご意見がございましたら、よ

ろしくお願いいたします。 
副会長 
     名称に関して常々思っているのですが、日本医師会はじめ、だいたい医師会

と名の付くのは、一般の市民・国民にとっては、非常にイメージが悪い。日本

医師会は、結局、自分たちのことしか考えていないとか、自分たちの利益を獲

得する団体だということを、いろいろなアンケートを取ると必ずそういうイメ

ージが付きまとっています。ですから、この一次救急は、医師会の会員が皆で

やっているわけですから、必ず、「医師会」を付けて、「医師会急患センター」

とか、「県央医師会急患センター」あるいは「県央四医師会急患センター」と

かにして、もちろん、医師会員だけでやっているわけでなく、薬剤師の人とか

いろいろなスタッフがいるわけですけれども、やはり、この際、医師会がやっ

ている急患センターに関しては、必ず、医師会を頭に付けるというふうにして

いただきたい。全国の急患・救急センターは医師会がやるわけですので、医師

会を付けた方が、付けるべきだと思います。医師会がそういうところに参加し

て、やっているのだと。今、勤務医が非常に疲弊して、病院医療は崩壊とか言

われ、勤務医が一生懸命やっているというのは、相当言われています。逆に、

開業医は遊んでばかりいるとか、さも何もしていないようなイメージが非常に

言われていますから、やっぱり、救急診療所は医師会がやっていることをアピ

ールする意味でも、「医師会」という名前は付けていただきたいと思います。 
会長 
     他に意見はございますでしょうか。 
古川委員 
     四医師会だと分かったのですが。 
会長 
    「県央医師会」としますか。 
桑原委員 
     四医師会だと少し長くなります。全部付けるようになると、だらだらとなり

ますので、例えば、「県央医師会救急診療所」では。県央地区、地域を入れる

と長くなりますし、医師会を入れるのであれば、「県央医師会救急診療所」で

は。応急診療所というのは、私が提案者なのですが、この建物を見ると、「応

急」では恥ずかしいような気がします。今の場所なら「応急」で良いと思いま

すけど、新しくなったのであれば、「県央医師会救急診療所」でいかがでしょ

うか。 
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副会長 
     名前から言うと、「急患センター」の方が呼びやすい。「医師会急患センター」

は、患者さんが言いやすいのではないですか。 
会長 
     今、内科系だけで応急診療所をやっているわけですが、整形外科も入ってい

るわけで、内科・小児科の知識が非常に乏しいわけです。応急診療所というの

は、非常に有難い言葉です。 
     一次救急診療所ではありますが、「応急」という言葉のニュアンスをどこか

で残したいと思っておりまして、「救急センター」、「急患センター」、「応急セ

ンター」に「県央四医師会」は良いと思いますが。 
中嶋委員 
     覚えやすい名前が良いと思います。「県央医師会救急診療所」で良いのでは

ないですか。「救急センター」というと、高次医療をするようなイメージがあ

ります。 
副会長 
     英語で訳して、県央は「センター」では。 
中嶋委員 
     「県央」と名前が付くので良いと思います。「県央」という大きい括りの方

が良いと思います。 
会長 
     どうでしょうか。県央医師会「応急診療所」・「救急診療所」ですか。 
古川委員 
     「急患センター」で、悪くはないと思います。急を要するわけですから。 
会長 
     急患というのは、一次救急であるという意味ですから、「救急センター」で

すか。 
桑原委員 
     「救命救急センター」になってしまいます。 
会長 
     「救急診療所」と「急患センター」で決を取ります。 
桑原委員 
     急に言われても。 
会長 
     次回にいたします。もう一度考えてください。非常に悩ましい名称ですよね。 
田﨑委員 
     漢字で書くときは、「県央地域医師会救急診療所」で良いと思いますが、急

ぐときは、「セントラルメディカルステーション」では。「ステーション」とい

 

９ 



う言葉が、いろいろと使われています。 
会長 
     非常にデリケートなところがありますので、次回まで是非考えてきてくださ

い。 
田﨑委員 
     予算措置をこの３月議会で講じられた各自治体の首長は、どのような名前が

良いとおっしゃっているのですか。 
会長 
     この検討会に一任ということになっております。 
田﨑委員 
     お聞きしておいた方が良いですね。 
会長 
     分かりました。 
小池委員 
     広く皆さんに分かっていただくために、広報が大事だと思うので、広報しや

すい名前が良いと思います。 
田﨑委員 
     三条市長さんの立場になれば、「三条急患センター」で良いのではないです

か。 
会長 
     市長は、全然思っていません。 
副会長 
     「医師会」は、外さないでほしい。やはり、開業医を中心とした医師会が一

次救急をやっているということをアピールしないと駄目だと思います。開業医

は、ターゲットになって評価を下げられているし、実際やっているのですから、

アピールするのは大事なことだと思います。 
会長 
     よろしくお願いいたします。 
     次に、「（３）今後のスケジュールについて」を議題とします。 
     次回以降の検討会では、建設整備に係る進捗状況の報告及び協議をさせてい

ただきますが、懸案事項であります病院・消防との相互連携の在り方、振り分

け機能や開設・運営における体制について、十分な検討が必要であります。 
     それでは、今後の検討会スケジュールについて、事務局の説明を、お願いし

ます。 
事務局 
     資料の７ページをご覧下さい。「県央地域の救急医療の在り方に関する検討

会スケジュール（案）」でございますが、主な検討課題について、ご説明申し
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上げます。 
     今回の４月の検討会では、検討会規約改正及び委員の再任、施設整備内容、

今後のスケジュール等について、今ほど検討いたしました。 
     次回、５月の検討会では、病院・消防との連携の在り方と振り分け機能の検

討をいたしまして、検討結果に基づきまして、６月以降の検討会では、病院長・

消防長を交えまして、一次・二次救急医療の在り方としての連携・協力体制に

ついてを検討課題といたします。一次・二次救急医療の在り方についての結論

には十分な時間が必要と考えられますが、８月を目処に検討してまいりたいと

考えております。 
     9 月には、医療機器・什器・備品類の内容及び看護師・事務員の補充募集を

検討し、１０月から年末においては、運営体制を確定し、来年２月に工事竣工、

施設の引渡しを受けまして、３月には完成施設の視察と予定しております。 
     今後の検討会スケジュール（案）については以上です。よろしくお願いいた

します。 
会長 
     ただいま今後の検討会スケジュール（案）についての説明がありましたが、

ご質問等がございましたら、ご発言をお願いします。 
副会長 
     １０月に新診療所運営体制ということで、参加医師数とありますが、加茂市

医師会は今、８名の参加です。来年度からは、原則全員という形で、皆さんに

参加していただこうと思っているのですが、この時点で決めておいた方が良い

ですか。 
会長 
     大まかで良いかと思います。最低何人いることが分かれば良いかと思います。 
     実際は、新しい診療所が出来た後、私も参加するという先生もおられるかも

しれないですね。１０月の総会議決の時は何も無いですね。１２月に入らない

と無理と思います。最終的な人数は、新年度の当番医を組む関係上、１月頃ま

でに分かれば良いと思います。大まかな人数ということで良いかと思いますが、

いかがですか。 
副会長 
     その位であれば、進められるかと思います。土曜日・日曜日の夜間は、三条

市医師会のみならず、他の医師会も協力することになろうかと思いますが、例

えば、在宅当番で、加茂の場合は午前 9 時から午後５時までやるのですが、在

宅当番が休みの日に連休の夜だけ急患センターへ行くとなると、連休がその夜

だけで途切れて、連休が取れなくなることもあるから、できれば、在宅当番を

やった日の夜は、急患センターに来て、連続で救急に当てるとか。もし、その

ような組み合わせの考慮がされるようであれば、割合に休みの夜も参加しやす
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いのではないかと思います。 
     逆に、疲れるから嫌だという人もいるかもしれませんが、希望を叶えられる

ようにしてもらえると、協力しやすいと思います。 
会長 
     よく分かりました。 
     三条市医師会の事務局が中心となって、動くしかないと思っております。各

先生の希望はあろうかと思います。実際、昼はやるが、夜は嫌だという先生も

おられますので、各先生のご希望に、ある程度合わせた方が良いと思っており

ます。 
     １月に入りますと、１年間の勤務表ができるようになると思いますので、１

２月いっぱいで医師の参加人数をはっきりさせることでよろしいでしょうか。

医師の部分だけ、そのように伸ばさせていただこうと思いますが、大丈夫でし

ょうか。 
古川委員 
     燕市医師会の救急当番は、１１月に作ります。 
青山委員 
     １１月か１２月で、年を越えないで作っております。１２月いっぱいです。 
古川委員 
     三条市医師会事務局に提出すれば良いですね。 
会長 
     参加人数ですから、基本的な参加だけが分かれば良いことなので、それが１

２月いっぱいです。 
古川委員 
     スケジュール表を作ると、今、副会長が言った土曜日・日曜日に参加する人

は、在宅当番に当てないでくれと言う人もいるかもしれないし、当ててくれと

いう人もいるかもしれない。三条市医師会事務局に提出の時に、当ててもらい

たい人に印を付けることにします。 
会長 
     三条市医師会は、１月に調整です。 
桑原委員 
     正月休みに組みますので、１２月までに出してもらえれば良いです。 
会長 
     １２月までに分かれば良いと思います。よろしくお願いいたします。 
     病院・消防との協力体制ですが、この話し合いを６月だけというわけにはい

かないと思っておりますので、７・８月と３回、念のために取っておこうと思

いますが、それでよろしいでしょうか。 
古川委員 
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     これが、なかなか厄介ですね。 
会長 
     エンドレスにならないようにしたい。 
古川委員 

消防隊よりも病院ですね。我々の理事会でも、ほとんど３０分位この話です。 
会長 
     話は聞いております。 
青山委員 
     ５月の検討会内での救急医療の在り方というのは、どういうことを検討しま

すか。 
会長 
     今まで話し合ったことの確認になるのでしょうか。 
古川委員 
     病院の先生方は来られるのですね。 
会長 
     はい、心の準備をしようかと思います。 
青山委員 
     病院の先生は、私たち理事会の中に県立吉田病院と労災病院の担当理事が来

ていますが、少し焦っている感じもあると思います。早くしないと、どんどん

歯が抜けていくみたいに抜けていきます。もっと、はっきりしてくれないかと

思います。 
古川委員 
     医師会が間に入って、病院・労災病院でもどんどん辞めていく先生が多いの

で、早く歯止めをつけないと、何か形をつけないと駄目だということです。宮

下先生が一生懸命、話をされるのですが、病院の中に我々が立ち入ることはで

きないことです。医師会が中心となって、三条の病院を含めて、間に入っても

らいたい。 
青山委員 
     救急のことだけでなくて、市なり医師会なりが中心になって、もう少し声を

上げてくれないかというのが、病院の本音みたいです。病院の先生の時間を、

早く簡単に言えば楽にしてほしい。１時間延ばすという私たちの決めたことを

もっとやってくれということです。とにかく、少し焦っている感じです。 
会長 
     病院・消防との検討を５月からにしますか。我々の基本的な態度は、十分話

し合っています。 
青山委員 
     その方が良いです。何か爆発しそうな気がします。 
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古川委員 
     理事会では爆発しています。 
会長 
     特に労災病院でしょうか。 
青山委員 
     そうですね。 
会長 
     実は、三条市医師会でも各病院がベッドを閉鎖しておりまして、医師・看護

師が足りないために、一旦ベッドを閉鎖して、本当に大変な状況になっており

ます。 
     ５月でよろしいですね。６月から病院・消防との協力体制について、話し合

うことにしておりましたが、５月からやることで、いかがでしょうか。 
     いよいよ本番ということで、５月からにしたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 
   〈意見なし〉 
会長 
     それでは、５月から病院・消防との協力体制について、一緒になって検討す

ることにし、４か月間取ったことにしようと思います。 
     よろしくお願いいたします。 
     いよいよ今年１年と言いますか、もう目前に迫っておりまして、大変な年に

なります。どうぞよろしくお願いいたします。 
     今日の予定しておりました議題は、全部これで終わりますが、何か他にご発

言はありますでしょうか。 
田﨑委員 
     名称の変更ですが、いきなり出ましたが、会長はどのように考えられていま

すか。どちらが良いかと言われても、あまりにも重い問題だと思いました。 
会長 
     実は、「県央四医師会応急診療所」と、あくまでも「応急」にこだわるつも

りでおりました。 
田﨑委員 
     それが良いのではないですか。 
会長 
     桑原委員との話し合いの中では、そうだったのですが。通すつもりはありま

せん。 
桑原委員 
     この図面・模型を見たら、出しづらくなりました。 
会長 

 

１４ 



     「応急」という言葉は、３番目の候補として入れてください。 
     次回に決めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
     本日は、今までで一番早かったでしょうか。１時間で話し合いが終わりまし

た。 
     ご活発なご審議をいただきまして、ありがとうございました。 
     次回の検討会の日程につきましては、早急に調整した上で連絡をさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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