
令和 4 年度第 4 回岡崎市民病院地域医療支援委員会　会議録

開催日時 令和 5 年 1 月 26 日（木）　午後 2 時から午後午後 2 時 40 分

開催場所 岡崎市民病院　西棟第 4 会議室

委　員

（出席者）1 ０名
市川博文、鈴木正博、片岡博喜、金澤一德、築山高彦、
永田昌子、石川紀世美、小林靖、伊奈秀樹、山田健志
（Web 参加）３名
田那村收、升川浩子、高村俊史

事務局 地域医療連携室管理監 青木　崇、室長補佐 蟹江尚美、副主幹 岸こずえ、こずえ、

会議次第

１　院長挨拶
2　議題

1 令和 4 年度地域医療支援病院業務実績（4 月～11 月）について
　　2 新しく定めた岡崎市民                しく定めた岡崎市民病院              定めた岡崎市民病院行             めた岡崎市民病院行動規           岡崎市民病院行動規範及ロゴマークについてロゴマークについてについて
３　その他他

傍聴者 　０人

議事要旨 １院長挨拶　（内容省略）
２議事
（議長）
　議題１「令和 4 年度地域医療支援病院業務実績（4 月～１１月）について」の説明の他説明

を事務局に求める。事務局に求める。める。
（事務局）
　令和 4 年 4 月から午後１１月の他地域医療支援病院業務実績について報告する。紹介する。紹介
率・逆紹介率の他平均は、それぞれ７５．    は、それぞれ７５．０２％、96.０８％で令和令和 3 年度より減少している減少しているしている
が、地域医療支援病院承認要件である紹介率で令和ある紹介率 65％以上・逆紹介率 40％以上を事務局に求める。満
た岡崎市民病院行動規           している。
　令和 4 年度上半期紹介件である紹介率数、3 医療圏地域別の見える化マップで      の他見える化マップで、藤    える化マップで、藤田医科 マップで、藤田医科大で令和、藤田医科大
学岡崎医療センターの他開院前と前年度との比較を              と前年度との比較をし             前と前年度との比較を              年度と前年度との比較をし             の他比較をした。藤田医科大      を事務局に求める。した岡崎市民病院行動規           。藤田医科大学岡崎医療セ
ンター開院前と前年度との比較を              2019 年度と前年度との比較をし             比較をした。藤田医科大      し、減少しているの他著しい地域はしい地域は①藤田医科大学岡崎医療
センター 5㎞圏内エリアが圏内エリアがが 4 ３％、②市外南部エリアが４５％、エリアがが４５％、③市内 5㎞圏内エリアが圏外西部エリアが４５％、エ
リアがが５９％、④幸田町エリアが７０％であ        エリアがが７０％で令和あった岡崎市民病院行動規           。前と前年度との比較を              年比は、①②③エリアがはそれぞれ 8
７％、８４％、94％と前年度との比較をし             下げ止まっていない。  げ止まっていない。④ 止まっていない。④はまっていない。④は 10 ０％を事務局に求める。割っており市内全体の   っており減少している市内全体の前年比の他前と前年度との比較を              年比
９８％で令和１６０件である紹介率の他減少しているで令和あった岡崎市民病院行動規           。これに対して市外からの紹介           �して市外から午後の他紹介率は１０７％、２９件である紹介率の他増
加が見える化マップで、藤    ら午後れ併せて１３１件の対象                  せて１３１件である紹介率の他対して市外からの紹介           �象医療機関から紹介件数の減少    �から午後紹介件である紹介率数の他減少していると前年度との比較をし             なった岡崎市民病院行動規           。
　市内から午後の他紹介件である紹介率数を事務局に求める。結果から見ると、藤田医              �から午後見える化マップで、藤    ると前年度との比較をし             、藤田医科大学岡崎医療センターから午後遠いい
地域は紹介が増加しているが、当院周辺も含め、比較的藤田         も含め、比較的藤田医        含め、比較的藤田医科      �め、比較をした。藤田医科大      的藤田医科大学岡崎医療セ
ンターに近い地域からの紹介数                      �い地域から午後の他紹介数は減少している傾向にある。今後も市民        �にある。今後も含め、比較的藤田医        市民、地域の他紹介医療機
関から紹介件数の減少    �と前年度との比較をし             の他信頼関から紹介件数の減少    �係構築の他必要性を感じる結果になっ �を事務局に求める。感じる結果になった。じる結果から見ると、藤田医              �になった岡崎市民病院行動規           。
　病床および医療機関の共                      �および医療機関の共同実績                   �医療機関から紹介件数の減少    �の他共同実績、救急医療の他提供実績は昨年と前年度との比較をし             ほぼ同様の結同様の結の他結
果から見ると、藤田医              �と前年度との比較をし             なっている。
　地域医療支援病院の他研修について、資料記載              �について、資料記載の研修に加えて地域     �の他研修について、資料記載              �に加えて地域医療連携室が
主催で令和岡崎市民病院地域医療支援病院講演会と前年度との比較をし             して、今年度は 11 月 12 月 1 月
と前年度との比較をし             3 回を事務局に求める。実施した。した岡崎市民病院行動規           。
　諸記録の他閲覧実績、月別の見える化マップで      相談延べ件数、退院調整を             べ件数、退院調整をし           �件である紹介率数、退院調整をした患者数、地域    �を事務局に求める。した岡崎市民病院行動規           患者数、地域連携クについてリニ
カルパスの新規登録件数に関                    �の他新しく定めた岡崎市民                規登録件である紹介率数に関から紹介件数の減少    �しても含め、比較的藤田医        、昨年と前年度との比較をし             ほぼ同様の結同様の結の他割っており市内全体の   合となっている。と前年度との比較をし             なっている。
（委員Ａ）
　資料 2.7について、月平均は、それぞれ７５．    が間違っている。っている。
（事務局）
　修について、資料記載              �正する。
（委員Ｂ）
　数字の羅列だけでは状況                        �の他羅列だけでは状況がイメ                      だけで令和は状況がイメージできない               �がイメージできない。岡崎市民          �で令和きない。岡崎市民病院と前年度との比較をし             してどの他ように理
解して評価しているの                  �して評価しているのか。病院              �しているの他か。病院と前年度との比較をし             しての他考えがあれば聞きたい�えがあれば聞きたい。聞きたい。きた岡崎市民病院行動規           い。
（議長）
　全体の前年比的に見える化マップで、藤    ると前年度との比較をし             、資料２の他共同利用実績について、解して評価しているの                  �放病床および医療機関の共                      �の他利用が０の他時も含め、比較的藤田医        ある
が、利用の他有無ではなく、いつでも                     �で令和はなく定めた岡崎市民病院              、いつで令和も含め、比較的藤田医        利用で令和きる状況がイメージできない               �にしておく定めた岡崎市民病院              こと前年度との比較をし             が重要だと前年度との比較をし             考えがあれば聞きたい�えて
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いる。資料３の他救急医療について、以前と前年度との比較を              より減少している減少しているしているが、妥当な件である紹介率数になってきて
おり減少している、適切な医療を提供できて      �な医療を事務局に求める。提供で令和きていると前年度との比較をし             考えがあれば聞きたい�える。
（委員B）
　病院と前年度との比較をし             しての他考えがあれば聞きたい�えを事務局に求める。聞きたい。く定めた岡崎市民病院              こと前年度との比較をし             がで令和きた岡崎市民病院行動規           。
（議長）
　議題 2「新しく定めた岡崎市民                しく定めた岡崎市民病院              定めた岡崎市民病院行             めた岡崎市民病院行動規           岡崎市民病院行動規範及ロゴマークについてロゴマークについてについて」の説明議長で令和ある
小林院長より減少している説明。
（小林院長）
　当院の他歴史を事務局に求める。説明。令和４年 4月より減少している院長に就任した。行動指標を明     �した岡崎市民病院行動規           。行動指標を明確にし、ロゴを事務局に求める。明確にし、ロゴにし、ロゴ
マークについてを事務局に求める。作成した。このロゴマー                       �した岡崎市民病院行動規           。この他ロゴマークについては、岡崎市出身のデザイナーに依頼      �の他デザイナーに依頼した岡崎市民病院行動規           。今まで令和の他
当院の他理念は抽象的な文章で理                       �は抽象的な文章で理解しずらかった                �で令和理解して評価しているの                  �しずら午後かった岡崎市民病院行動規           が、わかり減少しているやすく定めた岡崎市民病院              なり減少している、職員が動きや
すいも含め、比較的藤田医        の他と前年度との比較をし             なった岡崎市民病院行動規           。
（委員C）
　出来た物より出来る過程                         �た岡崎市民病院行動規           物より出来る過程が大                       �より減少している出来た物より出来る過程                         �る過程が大切であると考え                �が大切な医療を提供できて      �で令和あると前年度との比較をし             考えがあれば聞きたい�える。ロゴマークについてが出来た物より出来る過程                         �上がっていく定めた岡崎市民病院              過
程が大切であると考え                �で令和、どの他ような議論があったのか。があった岡崎市民病院行動規           の他か。
（小林院長）
　プで、藤田医科大ロジできない。岡崎市民          �ェクについてトチームを立ち上げ、メンバ                  �を事務局に求める。立ち上げ、メンバーそ                 ち上げ、メンバーそれ               �上げ止まっていない。④ 、メンバーそれぞれが意見える化マップで、藤    を事務局に求める。出し合となっている。い何度も含め、比較的藤田医        ディスの新規登録件数に関                    �
カッションし決定めた岡崎市民病院行             した岡崎市民病院行動規           。その他結果から見ると、藤田医              �を事務局に求める。職員に対して市外からの紹介           �して、全体の前年比会を事務局に求める。設け院長が伝えた。次 け院長が伝えた。次年えた岡崎市民病院行動規           。次年
度の他新しく定めた岡崎市民                人職員に対して市外からの紹介           �しても含め、比較的藤田医        説明を事務局に求める。する。
（事務局）
　当委員会の他委員の他任した。行動指標を明     �期満了に伴う手続きについ               �に伴う手続きについて説              う手続きについて説明。令           きについて説明。令和５年３月３１日を事務局に求める。も含め、比較的藤田医        っ
て２年間の他任した。行動指標を明     �期で令和満期を事務局に求める。迎える。令和５年４月える。令和５年４月 1 日から午後２年間当委員の他推薦を各団体を事務局に求める。各団体の前年比
に依頼する。
　今後の他地域医療支援委員会の他開催方法について、今回同様        �について、今回同様の結ハイブリッド方式で方式でで令和
行う。
（議長）

他に意見える化マップで、藤    及ロゴマークについてび医療機関の共同実績                   �質問がないことを確認す �がないこと前年度との比較をし             を事務局に求める。確にし、ロゴ認する。
本日の他提出議案は全てご承諾いただ                 �は全てご承諾いただいた旨を             �承諾いただいた旨を報告           �いた岡崎市民病院行動規           だいた岡崎市民病院行動規           旨を事務局に求める。報告する。紹介し、会議の他終了に伴う手続きについ               �を事務局に求める。宣する。する。
次回は令和 5 年４月２７日木曜日 14 時から午後を事務局に求める。予定めた岡崎市民病院行             している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）
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