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平成３０年度第２回湖南広域休日急病診療所運営委員会会議録〔概要版〕 

日時 平成31年3月22日（金）14時00分～15時20分 

会場 湖南広域行政組合総合庁舎３階市民防災ホール 

出席者 委員 草津栗東医師会・中嶋委員、草津栗東医師会・宇都宮委員長、守

山野洲医師会・福田副委員長、びわこ薬剤師会・有田委員、守山

野洲薬剤師会・間下委員、滋賀医科大学・多賀委員、草津総合病

院・松村委員、守山市民病院・野々村委員、近江草津徳洲会病

院・鈴木委員、滋賀県草津保健所・荒木委員、草津市民代表・田

川委員、守山市民代表・土井委員、栗東市民代表・宮城委員、野

洲市民代表・平田委員 

事務局 

 

草津市・山田課長、守山市・吉田室長、栗東市・宮田課長補佐 

湖南広域行政組合・貝村部長、救急医療事務局・加藤事務局長・

奧村診療所長・佐々木副参事 

（オブザーバー出席）消防局救命救急課・武村課長 

会議資料 別添のとおり 

 

◎次   第 

 

１開   会 

事務局   委員の皆様には、何かとご多用の中ご出席を頂きましてありがとう御座

います。只今より、平成３０年度第２回目の湖南広域休日急病診療所運営委

員会を始めさせて頂きます。 

開会に当たりまして、委員長から御挨拶をお願い申しあげます。 

２委員長挨拶 

委員長   皆様方、本日は年度末のお忙しい中、御出席を頂き誠にありがとう御座い

ます。本日は３０年度の診療状況、３１年度の診療体制、その後、３１年度

の予算にも触れさせて頂きます。皆さん、何卒宜しくお願い申しあげます。 

事務局   委員長ありがとう御座いました。なお、本日は半数以上の委員の御出席を

頂いておりますので、運営委員会規則第４条第２項の規定により、本日の委

員会が成立致しましたことを、ご報告申しあげます。 

それでは、只今から運営委員会規則第４条第１項の規定により、宇都宮委

員長に議事進行をお願いしたいと思います。委員長、よろしくお願い致しま

す。 
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３議事 （１） 平成３０年度の診療状況について 

委員長   本日の運営委員会の開催に当たり、円滑な議事進行につきまして、委員の 

皆様方の御協力をどうぞよろしくお願い致します。 

では、議事に入る前で御座いますが、当委員会で発言された内容は、発言

者や個人情報を除いて、後日、組合のホームページに概要が掲出されますの

で、御了承頂きたいと思います。 

では、只今から議事に入ります。 

議事第（１）の「平成３０年度の診療状況について」を、事務局より説明

願います。 

事務局   それでは、平成３０年度の診療状況について事務局から説明を申しあげ

ます。 

        お手元資料の１ページを御覧頂きたく存じます。 

        平成３０年度の受診者数の状況で御座います。資料については３月１７

日までの第 70 診療日までの受診者総数ということで、計数をとらせて頂い

ております。第 70 診療日までの受診者総数は 9,429 名で 29 年度に比べ 994

名の減、内科が 3,663 名、前年度比 158 名減、小児科が 5,766 名、前年度

比 836 名減、いずれも総数では受診者数は減少しましたが、小児科の受診

者数が大幅に減ったということで、詳細は下記の表のとおりですが、1 月は

2,615 名の受診者があり、前年度に比べ少し増加しましたが、これ以外の月

は少しずつ減少しました。1 日の平均受診者数は 135 名で、前年度比 14 名

の減少です。 

        中程の欄は、内科医師のオンコールの状況で、繁忙期において年末年始か

ら 1 月末までの間で 8 回内科の先生に出動頂きました。12 月 30 日に 3 時

間 30 分(内科 147 名受診)、1 月 1 日 6 時間（内科 134 名受診）、1 月 2 日 4

時間 30 分（内科 171 名受診）、1 月 3 日 3 時間 30 分（内科 151 名受診）、

1 月 6 日 5 時間（内科 127 名受診）、1 月 13 日 7 時間 10 分（内科 203 名受

診）、1 月 20 日 6 時間（内科 160 名受診）、1 月 27 日 2 時間 45 分(内科 129

名受診)となっている状況です。 

        下段の地域別受診者数の状況ですが、当組合管内の受診者数は、7,798 名

で前年度比 878 名減です。全体で 82.7％ですが、これ以外の地域では湖南

市、大津市の順です。特に、各市町の受診者数が減少するなか、湖南市前年

度比 16 名の増、甲賀市前年度比 24 名の増というところが、特筆すべきと

ころです。 

        2 ページをお開き頂きたいのですが、まず、インフルエンザ患者の受診状

況です。平成 30 年度は 12 月から 1 月に掛けインフルエンザが全国的に流
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行しましたが、当診療所管内においてもインフルエンザ患者が急激に増加

した状況です。特に 1 月に急増しまして、第 70 診療日現在では、3,604 名

のインフルエンザ患者がおられ、インフルエンザＡ型 1,913 名、インフルエ

ンザＢ型 9 名、インフルエンザの疑い 1,682 名となっております。前年度

446 名の減です。11 月位から順次増えてくるのが例年ですが、平成 30 年度

は、1 月の突出しているところが顕著です。 

        また、中程の年末年始の診療状況では、年末年始 6 日間で 1,524 名で、前

年度比 182 名の減ですが、小児科 722 名、内科 802 名で、小児科よりも内

科の受診者が多かったところです。1 日平均受診者数は 254 名で前年度比

30 名の減です。12 月 29 日の受診者数が少し少なかったのですが、それ以

外は 250 名から 300 名ということで非常に忙しくして頂いたところです。

12月 29日から 1月 3日までは 4回のオンコールをお願いしたところです。 

        3 ページですが、上段のグラフは、前列が 30 年度、後列が 29 年度の年末

年始の診療状況で、中程のグラフは上段が 30 年度の内科、下段が小児科の

それぞれ受診の状況で、内科が小児科を少し上回っている状況です。 

        下段の繁忙期の受診状況ですが、12 月 29 日から 2 月 24 日までの 16 日

間の受診者総数は 4,311 名で前年度比 215 名の減ですが、小児科が少し減

り 2,351 名、内科が前年度並みの 1,960 名です。1 月 13 日 462 名、1 月 14

日 407 名、1 月 20 日 401 名と受診頂いた患者様に多くの時間待ちを頂き、

担当頂いた先生方にもほとんど休憩を取らずに対応い頂いたところです。

このような状況で、大変なご苦労を頂いたところです。 

        4 ページ 5 ページの見開きをお開きください。年間 73 診療日の内、3 月

17 日までの第 70 診療日までの受診者総数は 9,429 名で、内科が 3,663 名、

小児科が 5,766 名で、年齢別に見ていきますと 0 歳児が 572 名、0 歳から 1

歳が 1,450 名、2 歳から 5 歳が 2,343 名、時間帯別にいきますと、9 時 30

分に受付を開始いたしますので、診療開始までの 10 時までに、1,015 名、

10 時から 11 時までの時間に 1,463 名という事で朝一番の待ちきれない受

診者が来られます。1 月 13 日や 1 月 14 日には、診療所内の廊下について

も歩く場所がないほどの受診者が来られ、対応するのに大変ご苦労頂いた

ところです。また二次転送というところがありますが、診療所で受診いただ

いて二次当番病院へご紹介頂いた数値で御座います。済生会さんには 211

名、草津総合病院 41 名、近江草津徳洲会 8 名、済生会守山市民病院 4 名、

野洲病院 15 名等々に紹介を頂いております。もう一点右側に救急搬送件数

が御座います。合計 3 名なのですが、草津総合病院に 2 件、済生会に 1 件

です。草津総合は、8 月に 60 代の高血糖の男性を内科に、10 月に 40 代の

急性腹症の男性を内科に、済生会は、9 月に 40 代の狭心症の疑いの男性を
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それぞれ二次対応頂きました。 

        大変有難う御座いました。平成 29 年度は 9 件の救急搬送が御座いました

が、平成 30 年度は 3 件に留まったということです。インフルエンザの患者

数については、平成 29 年度は 4,050 名で、平成 30 年度は 3,604 名と 減

少はしましたが、1 月の患者数でみると 1,995 名と非常に多くの数であった

と言えます。 

        6 ページ、7 ページについては、平成 30 年度の診療状況について、内科

診療時間帯別、小児科診療時間帯別に出させて頂いていますが、後ほど、御

高覧いただければと思います。 

平成 30 年度の診療状況については以上で御座います。 

  委員長   ありがとう御座いました。以上平成 30 年度の診療状況について、御質問 

御座いませんでしょうか？ 

A 委員   21 歳以上 39 歳未満の患者数が多いのはどうしてか。子供ならわかるの

ですが。 

B 委員   インフルエンザなどになるとその家族が一緒にくるので多いということ

です。 

        子供が多く受診するとその年代の父母が受診するということです。 

C 委員   これは年齢の幅が大きいことが影響していませんか。10 歳分とか、20 歳

分とか。 

各委員   20 年分ですね。 

委員長   他に御座いませんか。 

D 委員   たくさんの患者さんを先生方が診て頂いております。1 診、２診と、許容

範囲を超えているのでは？・・・ 一日に診察できる数というのはどれくら

いが妥当なのですかね。 

委員長   これは難しい。 

  E 委員   小児科の数が一杯で、これに内科の受診患者が増えて、繁忙期は、キャパ

を超えていたと思います。医者の数とか、体力とかもそうですし、診察室、

待合室のところとか、事務、薬剤師のところもそうです。トータルで考える

ととんでもない状況です。待合では入りきらず、一度家に帰ったとかもあり、

問題だと思いますが予想がつかないので、どう対応すべきかは、難しいとこ

ろです。 

F 委員   大変な時に私の友人がインフルエンザに罹り個人医院に休日診療に行っ

て、9 時に行って、診て貰ったのが２時だったということで、その間どうし

ていたのと聞いたら、一旦家に帰ってください。順番が来れば、こちらから

連絡します。と言われたとのことで、家で寝ていたので、待合で待たなくて

よかったので自分は楽できたとのことでした。そのことをお伝えしたくて
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発言しました。 

委員長   ありがとう御座いました。今の御意見について、追加発言はございません

か。 

A 委員   テキストの 6，7 ページですが 2 時間の延長というのがありますが、全体

の場合と、内科、小児科にわかれているが、9 時 30 分から 2 時間という解

釈でいいでしょうか。 

事務局   只今の質問にお答えします。２時間延長と言うところですが、過去に草津

市でやっておられた当時に一時期、20 時までの診療時間の設定をしておら

れたのでその時期からすると 2 時間延長させて頂いて、20 時から 22 時ま

での 2 時間延長の数字を挙げさせて頂いております。 

委員長   そういうことで御座います。他に御座いませんか。 

G 委員   ○○です。1 月の多い時に休日急病診療所で診て貰えないと、○○に流れ

て来る傾向があります。最初から○○に来る人もいます。トリアージをして、

軽症の患者さんは休日診療所に案内をします。案内するも向こうが一杯な

ので、またこちらに戻ってこられる患者さんがあります。このようなことが

繰り返されているとういのが現状です。結局こちらとしては案内しても、ど

うしても診て欲しいとの要望があれば、診ているというのが実情です。その

点に関して私達は、はどうしようもない。最初から休日診療所で長く待たれ

る方と、途中からこっちに来られてこっちで診ている場合とがあります。 

委員長   というように○○病院さんは、こういうことで困っておられると言うこ

とです。これについて御意見御座いますか。グッドアイデア御座いませんか。 

H 委員   ○○で待たれる受診待ち数等を電子表示版（ディスプレーなどで表示）

で同時表示して、ある一定の比率を超えてきたら、ここは、一次病院ですが、

二次病院に切り替える。逆の場合もそうなんですが。それぞれに表示するな

どをヒントに考えられないですか。 

G 委員   当院は一応原則一次患者さんは休日診療所、救急車に関してもすべて受

けておりますので。1 月の休日急病診療所の受診者数が多い時に内科、小児

科をこちらにどうかという相談が御座いましたが、こちらも大変立て込ん

でおりましたのでそこはお断りしております。軽症患者さんは申し訳ない

が、休日診療所の方で何時間待っていただいても診て貰わないと、こちらで

軽症を診始めたときに、重症患者さんを診れなくなると、本末転倒と言わざ

るを得ないということを御理解頂きたいと思います。 

E 委員   病院が受け口を広げるのではなくて、インフルエンザは病院で薬を貰わ

ないとダメという病気ではないので、ドラッグストアで解熱剤買って飲ん

で家で寝ていれば治るので、待ってまで病院に行かないといけないと思っ

ていることがそもそもおかしい。診療所に行ってきちっと診断をして貰っ
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て休みを確保したい等の思惑があるとは思いますが、それさえ無ければ夜

中に 3 時間も待って行かなくとも全然良いということが認識されていない

のが、この状況が問題だと思います。間口を広げて待つ時間を早くするとか、

病院を誘導するとかでは、問題は解決しないと思います。 

H 委員   それでは、行政組合ないしは市役所が広報をもっと市民にインフルエンザ

の時期に土日には寝ていなさいとか月曜日に来なさいとか促す広報をでき

ないですか。 

事務局   私どもの方も広報で、翌日まで診療が待てない比較的軽い急病患者を休

日急病診療所で診る、という広報はさせて頂いております。その当たりが徹

底できてないというのが課題です。 

委員長   他に質問とか御意見は御座いませんか。 

D 委員   昨年度に比べると大変患者数が減っているとお聞きしましたが、どうい

う風に今後対応されるのかをお聞きしたい。小児科などがどんどん減って

きているようですが。子供が減ってきているのか。たまたまこのような状況

なのか。どういう判断をされているのか。 

E 委員   あくまで推測でしかないですが、子供が減ってきているから患者が減っ

てきているとは私たちは余り無いかなと思っています。むしろ、4 市の小児

科の先生方で出前講座というのをやっておられる。保育園とかで、休日急病

診療所はこういった場合に受診するんですよ、などのアナウンスをしてい

るので効を奏して受診者が減っている可能性があります。ほんの一寸した

鼻水、咳などで来ていた方が今まで非常に多かったのですが、休日急病診療

所は熱とかそれなりの患者さんが多く来られるようになったと思われます

ので、ある程度その仕分けが出来てきているのかなと思っております。良い

ことだと思っています。休日急病診療所は営利目的のための組織ではあり

ませんので適切な患者さんが来られる方が理にかなっていますので、いい

傾向だと思っています。 

委員長   ありがとう御座います。他に御座いませんか。  

     

（２） 平成３１年度の診療体制について 

委員長   なければ、次、議事第（２）の「平成３１年度の診療体制について」を、

事務局より説明願います。 

事務局   資料 8 ページを御覧頂きますようお願いします。   

平成 31 年度湖南広域休日急病診療所の診療体制について、説明をさせて

頂きます。平成 31 年度におきましても、診療待ち時間の短縮、重症患者の

見逃しやリスクの軽減を図るため、今年度と同様の診療体制を組まさせて

頂きまして、通常期は 2.5 診制、繁忙期は 3 診制の体制を取らせて頂きたい
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と考えております。4～5 月の連休や年末年始の連休、冬期の繁忙期(1 月～

2 月)においては、内科のオンコール体制を取らせて頂きたいと考えており

ます。 

一番目は診療時間に関してですが 22時まででこれについては変更はござ

いません。 

二番目は診療体制及び勤務体制ですが、今年度と変わるところは、ＧＷと

年末年始、冬期繁忙期のオンコール体制として事業化し、予算措置を行い、

このような体制を取らせて頂きたい。 

来年度は診療日数が 76 日になります。新天皇の即位によるもので、例年

72 日なんですが、4 日間増え 76 日となるものです。 

下の表については、通常期、ゴールデンウィーク、年末年始、冬期繁忙期

の各医療スタッフの勤務の状況について掲載しております。 

三番目は想定患者についてですが、休日が 4 日間増えたことを考慮し

10,000 人を予定しております。 

        引き続き 9 ページをお開きください。ここでは、新年度予算についてで

御座います。 

        まず歳入で御座いますけれども、分担金及び負担金と致しまして診療所

管理経費負担金として 4,534,000 円、診療所施設整備経費負担金として

7,724,000 円を計上させて頂いております。なお、診療所運営負担金につき

ましても前年度当初予算額から 943,000 円の増額となっているものです。

続きまして使用料及び手数料で御座いますが、まず使用料については先程

説明申しあげましたとおり受診患者数を 10,000 人とさせて頂き、一人当た

りの単価を 11,100 円という形で計上させて頂いております。このことから、

前年度の当初予算額から 6,488,000 円増額し 111,000,000 円として計上致

しました。続きまして手数料ですが、106,000 円、内訳として診断書発行手

数料として単価 1,000 円の 91 件、証明書発行手数料として単価 500 円の

30 件を計上致しております。また、繰越金は平成 31 年度分として 500,000

円を計上させて頂いております。これは、1 月のインフルエンザ患者が相当

増加がみられた状況から医薬材料費などに経費がかかりましたことから繰

越金について年度当初から 500,000 円の予算を見込ませて頂きました。歳

入合計といたしましては 123,864,000 円で前年度当初予算に対して

7,937,000 円の増額となっているところであります。 

        続きまして歳出ですが、保健衛生管理費として職員に係る給料、職員手当、

共済費、災害補償費、負担金補助及び交付金を記載のとおり計上致しており

ます。 

        次に、診療所運営費の主なものですが、報酬として診察等に尽力頂いてい
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る先生方の報酬を始めとして薬剤師の先生方、医療請求事務の方、看護師等

の報酬として 72,891,000 円を計上させて頂きました。前年度当初予算から

比べますと 4,734,000 円の増額です。再任用職員に掛かります給料、職員手

当等、共済費等については記載のとおりで御座います。報償費は診療所管理

者の謝礼として計上させて頂きました。また、旅費は嘱託職員等の交通費の

合計です。続きまして需用費ですが、16,101,000 円を計上させて頂いてい

るところであり、今年度予算額に比して 1,989,000 円の増額です。内訳の主

なものとしては、消耗品費につきましてはインフルエンザ検査キット、医療

用消耗品資材等の購入などに充てるため、5,129,000 円を計上、医薬材料費

につきましては、医薬品の関係ですが 9,392,000 円を計上させて頂いてい

るところであります。今年度 1 月にインフルエンザ患者が増加し急激な増

加が見られた中で、かなり単価の高い医薬品が処方されていることから、本

年度と比較すると 2,304,000 円の増額をしたものであります。過去 4 年間

の医薬材料費、さらに急激なインフルエンザ等感染症関連の医薬品の増加

に対応できるよう増額をしたものです。役務費については 1,571,000 円を

計上させて頂いております。つづいて委託料として 3,414,000 円を計上さ

せて頂いておりまして、使用料及び賃借料につきましては 3,715,000 円を

計上しており、これにつきましては、前年度当初予算額より 833,000 円増

額となっているところでありますが、増額の主な理由としましては、医事シ

ステム、診療報酬等の計算を頂く機器ですが、システムの保守料が、委託料

であったものが「節替え」によりまして、使用料及び賃借料に変わりました

ので、そちらに節替えしたことにより増額したものであります。負担金補助

及び交付金については、記載のとおりであります。公債費については、償還

元金として 7,578,000 円、償還利子として 146,000 円を計上し、予備費と

して 1,000,000 円を計上したところです。今年度はインフルエンザ等感染

症の急激な増加が見られたことから、補正予算措置をして対応致しました

が、今後はこのような措置を講ずることなく対応できるよう予算措置を行

うよう努めます。歳出合計は 123,864,000 円でございまして、前年度に比べ

まして、7,937,000 円の増額となったものであります。 

以上簡単では御座いますが、平成 31 年度湖南広域休日急病診療所特別会

計の歳入歳出予算について説明申しあげました。 

委員長   ありがとう御座いました。平成 31 年度の診療体制について、御意見など

御座いましたらお願いいたします。 

G 委員   少し、質問なんですが、診療して頂く医師と看護師の数というのは、前の

年と一緒だったんですか。31 年度の医師、薬剤師、看護師のところですが。 

事務局   体制の表のところですよね。表に挙げさせて頂いております医師、薬剤師、
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看護師の数については、今年度と同数です。 

E 委員   人件費の予算が 400 万円強増えているのはどうしてですか。 

事務局   1 月 2 月の繁忙期におけるオンコールの体制を引く時に、今年度は、既設

予算の範囲内で対応致しましたが、31 年度については、事業化致しまして

新たにオンコール分の医師の待機料および最長 6 時間分の出動報酬を予算

措置したために増えたものであります。診療日が 4 日間増え、一日約 100

万円の人件費がかかります。 

委員長   ありがとう御座います。他に御座いませんか。 

E 委員   ついでに、確認をさせていただきますが、4 市から負担頂いている管理運

営負担金と施設整備経費負担金がありますが、歳入の施設整備経費負担金

が歳出の償還金に充当されるということですよね。運営経費負担金という

のが、診療所を運営するのに不足する分を出して貰っているということで

すよね。 

事務局   今、○○委員の御意見、お問い合わせの関係ですが、施設整備負担金につ

いては多賀委員の御理解のとおりです。管理運営費負担金に関しても多賀

委員の御理解頂いている内容のとおりで御座います。 

A 委員   インフルエンザが非常に流行ったと聞いております。10 ページの消耗品

なんですが、インフルエンザ検査キット代と書いてあります。インフルエン

ザが流行しているにも拘わらず予算が減額されているのはどうしてですか。 

事務局   只今の御質問ですけれども、今年度のインフルエンザ検査キットと来年

度のインフルエンザ検査キットは、単価がかなり安く入るようになったこ

とが大きな要因です。 

委員長   ありがとう御座いました。他に？ 

C 委員   ９ページの公債費の償還金、利子および割引料は建築の分ですよね。 

事務局   先程御質問の件ですが、施設整備負担金は診療所を建設した時の借入金     

     の償還金として 7,578,000 円の元金と 146,000 円の利子という事で御座い

ます。 

C 委員   医師賠償責任の保険料はどのような掛かり方をしているのか解わかりま

すか。 

        何か起こった時に、診療所に掛るものなのか、医師個人に掛かるものなの

か、どちらですか。医師個人が対象になった時に、その補償もしているもの

なのか。  

事務局   来て頂いている先生方の賠償が起こった時の対応と、診療所の施設の中

で起こった時の賠償が含まれています。 

G 委員   確認なんですが、平成 31 年度は年末年始、ＧＷ等はオンコール体制を強

化するということですが、今年あったように○○病院に診療依頼などは、無
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いと解釈してよろしいんですよね。休日急病診療所の位置づけというか、外

来で待てない急病患者が休日急病診療所に行くのであれば軽症の患者さん

は何時間も待ってでも休日急病診療所で診るという事にしておかないとい

けないと思う。先程○○委員からお話しがあったように間口は広げないこ

とに賛成ですが、○○どうにかしてくれというのは無いですよね。有ると言

うのであればこちらではそれ相当の対応を考えますし、無いのであればそ

ういう風に考えます。患者さんは長時間待たされたなら、○○に診てくれと

必ず来ます。こちらは断ります。でも患者の中にはどうしても診てくれと言

う人もいる。 

I 委員   ○○委員のおっしゃったように、そのような場合は救急体制全体に話しを

持って行って整理しなければならないのではないですか。そうでなければ、

○○も大変だし、休日急病診療所も大変です。連絡体制をどうとるとか、誰

にとるとか、事務系はどうするのかとか、これ以上医者を増やすことは不可

能なのではないかと思います。 

委員長   貴重な御意見をありがとう御座いました。○○委員からは、この診療所の

位置づけについて役割分担をしっかりしておかなければ、この冬のように

ごちゃごちゃになるので、位置づけについては、我々としてはしっかりやっ

ているつもりなんですけれども、調整会議等で徹底的に詰めていきたいと

思います。 

        それから○○委員の御意見も湖南地域全体のことですので、保健所でや

っていますよね、会議を。その辺でも議論して詰めていけたらと思います。

ありがとう御座います。他に診療体制、予算について御意見御座いませんか。 

E 委員  少し論点が変わるんですが、御存じのように滋賀医大小児科は休日診療所

の午後と夜（応援）を担当していますが今年のＧＷは 18 人の応援に行かな

ければいけないが、大学の当直もしなければいけないし、休日急病診療所の

勤務も行かなければならないので、更に今年は、大学は、4 月 30 日と 5 月

6 日は通常の診療もしますので、通常診療日も休んで休日急病診療所の応援

に行かなければならないというので、なぜそこまでする必要があるのかと

私が怒られたんです。ずうっとそういう話になっているからと説明したの

ですが、なぜ、湖南地区ばかり応援するんだとの一部意見もあり、色々事情

があるんだと説明したのですが私達医業者の間では共有できていますが、

市民の方や行政の方はご存じないので医者が余っているから応援に来てく

れているのだと思っているんじゃないのか、という厳しい意見も御座いま

すので我々人が多い病院ではありますが働き方改革に対する苦情が出てい

るので議事録に残して頂きたい。 

委員長   はい、ありがとう御座います。他に御座いませんか。はい、○○委員さん。 
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J 委員   極端に繁忙期の開業についてどう割り振って対応するのか、検討していか

なければならない。繁忙期の状況は異常で、特異なんですね。一年を通して

言えば開業医の会員の先生方は、休日急病診療所に対する負担が非常に大

きくて内科の先生方は年齢も重ねて休日急病診療所に出動する人も減って

きている。内科系以外の整形外科の先生などは、繁忙期に受けた場合は対応

できないという状況があったりもする。非常に負担感が大きく、休日診療所

の負担を減らしたいという意見が以前から根強い。2 時間延長の内科という

のは、10 名ないし 15 名程度なので、きちんと整理すれば、この時間を短縮

してもその時間に来てくださいということで調整すれば対応できるんでは

と考えます。午後 10 時までやっているから午後 10 時まで来られるのであ

って、午後 7 時までしかやらなければ午後 7 時までに来ると思っています

ので、繁忙期については他の病院に迷惑の掛からないように体制をきちん

と作って対応すべきとは思いますが、それ以外の時期については診療体制

を見直したいというのが私達の意見です。来年度の診療体制調整会議の中

でも検討させて頂きたいと思います。今後ともその方向でお願いしたいと

思います。 

委員長   ありがとう御座います。はい、○○委員。 

K 委員   救急医療体制とは直接関係ありませんが、今年度、麻しん患者さんが休日

診療所を受診されたという事案があった。感染防止対策をしないまま、外来

受診されたということで、外来患者さんへの二次感染の危険性があった。当

初、麻しん患者さんと同時に受診された外来患者を特定できないというこ

とだったので、県の方で公表することになった。公表するに当たっては、個

人情報や診療所の了解などクリアしなければならない課題も多く、時間を

要することになる。休日診療所は常設医療機関でないので、難しい点はあろ

うかと思いますが、感染拡大の防止の観点から近隣の医療機関や関係医師

会などに積極的に情報提供して頂く姿勢が大切ですので、今後御留意頂き

たいと思います。 

委員長   麻疹が大阪とか東京で出まして、こちらにも一人来られたのかな。やはり

蔓延すると大変なので、十分注意してくれとの御意見でした。 

B 委員   先程○○委員がおっしゃったことと重複するんですが、○○医師会も同

様な状態で、今年度、お一人お辞めになります。その後が、先生方が高齢化

してきており仕方ないことなんですが、埋めるのが出来ない状態で、先般の

400 名も超える患者さんが来られる状態の時にはもういやだという先生も

おられ、強制的に出来ませんので、自ずから高齢の先生は辞めていって、若

い開業医の先生は、少なくなってきています。他の、眼科、皮膚科、耳鼻科

等の先生方が開院されても内科の開院がない状態では、（内科全体が）少な
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くなってきているという状態が一つと、湖南・甲賀両市の患者さんが増えて

きております。野洲市とほぼ肩を並べる状況になっておりまして今年受診

者が少なくなっているのに、この両市が増えていっている状態です。その辺

のことを行政の方からも何らかの対応を取ってもらわないと、我々の負担

が他の市の負担になる、お金も援助も何もない状態であるということです。

我々だけが他の市の皆さんを診ているという状態です。これは行政的な問

題です。医師会ができる問題ではないので、行政からしっかり声を掛けて頂

きたいと思います。以上です。 

委員長   ありがとう御座いました。両医師会の方から診療体制について一考する

余地があるということで、これからの課題ですが、両医師会のこれからの御

努力を期待いたします。他に御座いませんか。 

D 委員   予算の方で御座いますが、繰越金 500,000 円を来年度増える可能性があ

るので増やしましたとの話でしたが、これは平成 30 年度のお金が繰越せる

だけのものがあるということではないかと思います。少し説明が違ったの

かなと思いました。それに併せて、去年の患者数が多かったということです

が、来年度については、今年度の方が少ないけれど、日数が増えるのでこう

いう形になるのかなと思います。 

委員長   これについては、事務局どうですか。 

事務局   説明に不足が御座いました。申し訳ございません。○○委員のおっしゃっ

たとおりで御座いますので、今後は注意をさせて頂きたいと思います。 

委員長   他に、31 年度診療体制について予算について御座いませんか。 

        なければ、一応予算について皆さんの御了承を戴きたいと思います。 

        承認頂ける方は挙手をお願いいたします。 

各委員   （挙手全員） 

委員長   ありがとう御座います。全員ですね。 

 

４その他 

委員長   以上をもって本日の議事は終了いたしましたが、「４ その他」について、   

       もしありましたら事務局よりお願いします。 

事務局   事務局からは何も御座いません。 

委員長   最終的に何か質問等ございませんか。それでは、私事ではございますが、

私は休日急病所の管理者で委員会の議長をしております。年齢の事等、健康

問題も考えまして、今年度限りで一応引退したいと考えております。大変お

世話になりました。次、運営委員会の議長及び管理者として私は福田正悟先

生を推薦したいと思います。これについて、医師会の承諾を得ていることで

も御座いますが念のためここの委員様の御承諾を頂きたい。これについて
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御承諾いただける方は挙手をお願いします。 

各委員  （挙手全員） 

委員長   ありがとう御座います。全員ですね。私の任期は 5 月 31 日ですか。それ

まで務めさせて頂きます。皆様方、大変お世話になりました。それでは、事

務局にお返し致します。 

 

５閉会 

 

事務局   ありがとう御座いました。それでは、閉会をさせて頂きたいと思います。

閉会に当たりまして、副委員長から御挨拶を頂きます。 

副委員長  ○○委員の後を継げということで私微力ながら務めさせて頂きます。た

だ、私達医師会の方も大変な事態で御座います。纏めるというのはなかなか

大変なことで御座います。 

この診療所そのものを作ることになったのは、病院の先生方の二次救急・

三次救急をスムーズに回していけるというのが大きな目的で作らせて頂い

ております。○○先生もおっしゃいましたように、○○先生のお力無くして

は成り立たないことで御座います。御出席の先生方のお力添えを頂きます

ように今後とも休日急病診療所をうまくやっていきたいので、よろしくお

願いします。   

今日は、ありがとう御座いました。 

事務局 

これをもちまして、平成３０年度第２回湖南広域休日急病診療所運営委

員会を終了します。 

       皆さん、どうもありがとう御座いました。お帰りの際にはお気をつけてお

帰り下さい。 


