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平成２８年度第１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２８年６月２９日（水）１４時００分～１５時００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・樋上委員、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、守山野洲医師会・衞藤委員、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、済

生会滋賀県病院・中村委員、草津総合病院・松村委員、守山市民病院・

野々村委員、滋賀県草津保健所・代理 佐藤次長、湖南広域消防局・藤

村委員、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・田中委員、野洲市民代表・岡田委員 

事 務 局 

草津市・田中課長、守山市・小川課長、栗東市・三浦課長、野洲市・藤

田課長、湖南広域行政組合・徳田部長、救急医療事務局・大西事務局長・

奧村診療所長・加藤副参事、消防局救命救急課・太田課長 

会議資料 別添のとおり 

 

 １ 開会 

  事務局長の進行により開会、委員長挨拶 

 

 ２ 委員及び事務局紹介 

  委員の就任については平成２７年度に就任以来変動がないため、紙面による紹介とし 

た。 

 

３ 議事 

（１） 平成２７年度湖南広域休日急病診療所の運営実績等について 

○事務局長  資料に基づき説明 

 

 

○委員長   ありがとうございました。今までのところで、御質問などはござい 

ませんか。 

○Ａ委員   質問ではないんですが、例えば６ページに記載の内科・小児科時間帯

別診療状況ですが、月別の合計ではなく、曜日別、日にち別に、これを棒グラフに

して比較したら構成比率がより明確になると思うんですね。まとめてしまうと中身

が見えなくなります。もっと詳細に分析して比較いただくと傾向が分かり易くなる

と思います。 

○事務局長  今のところ診療日は日曜日と祝日のみ、７２日間になっております。 

○Ａ委員   土曜日はなかったのですか。 

○事務局長  土曜日診療はしておりません。 

○Ａ委員   日曜と祭日の区別だけはつかないといけないのでは？ 

○事務局長  日曜日と祭日よりもどちらかというと、連休になるほうが患者数は増
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加傾向にあります。それぞれ。 

○Ａ委員   差はないんですか。 

○事務局長  大きな差はありません。 

○Ａ委員   大きな差の部分を見ればこれでわかります。 

○事務局長  そうですね。 

 

（議事承認   議了） 

 

（２）２８年度湖南広域休日急病診療所の運営計画について 

○事務局長  資料に基づき説明。 

 

 （３）平成２８年度の診療体制について 

  ○事務局長  資料に基づき説明。 

 

 

○委員長   只今説明のあったところで、御質問などはございませんか。 

○Ｂ委員   医師会ですけれども、医師会のメンバーの中では、内科はもう１０ 

時まで診療しなくてもいいんではないかという意見もあるんです。それと１つは、 

開業医も高齢化してきてますので夜遅くまで診療するのは大変だということがあり

ますので、その当たりの御意見がございましたら、お願いしたいと思っておりま 

す。  

○委員長   これについて、御意見ございませんか。 

夜の９時半までは受けつけるということになっておりますけれど、特に内科のほ 

うは８時を過ぎると、月によって違うのですが、非常に患者さんが少ないというこ

となんですが、インフルエンザシーズンはそこそこ来ますので、なかなか難しいと

ころですけども、これについてどうでしょうか。 

    これについては、市民の方から御意見いただきましょうか。 

○Ａ委員   私も先ほどからお聞きしておりまして、先生方とちょっと違う見方か

もしれませんが、先生方のおっしゃる内容はわかっているのですが、合計で１７６

人をどうみるか、内科が３１名ですかね、この３カ月だけで３１名、内訳はないん

ですけれど。オンコール体制になっていたら、制度的な負担を減らして、地域の人

にも何か（メリットが）なかったかなみたいな話ですけれども、そんなことができ

たらいいんじゃないかな、いないのにじっとパソコンを見る先生方も大変だし、病

気は、予約とかする訳にはいかないので、そのケアをふやしていただきたい、悩ま

しい問題です。 

○委員長   ありがとうございます。ほかに、これは市民サービスのことでござい
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ますので、率直な御感想どうですか。市民の方から御意見いただきたいと思いま

す。はい、どうぞ。 

○Ｃ委員   今、説明がありましたように、できるだけ市民のための診療していた

だきたい。たとえ患者さんが少なくても、いつ来るかわからないけれども、インフ

ルエンザというと、そのような人がおりますので、できたらやはり今までのどおり

の体制で夜の１０時ですか、そのくらいまではぜひ待機していただきたいと思いま

す。  

できるなら今までどおりでお願いします。 

○委員長   ありがとうございます。医師会側からは、退屈なのにいてもしょうが

ないかなという意見もあるんですけれども、市民サイドから見ると、１０時までは

いてほしいという御意見でございますね。 

   ありがとうございます。他に、どうですかね。はい、どうぞ。 

○Ｄ委員   今回、 初めてなので、あんまり深く解っていないのですが、例え 

ば、１０時までに休日診療に掛かられる方っていうのは、おうちからタクシーとか

車を使っての方ということで理解をしていいんでしょうか。もしそれで、これがあ

んまり少ないので８時とか９時にした場合に、反対に今度救急車を使って、夜遅い

ので１１９して使う方がふえてくるのは、どうなのかな。ちょっと今、疑問に思っ

たんですけれども。 

○委員長   はい、ありがとうございます。休日診療所を途中で打ち切ると、そう

いう患者さんが救急車を要請するようになるかもわからないですね。 

○○委員、どうぞ。 

○Ｅ委員   すいません。私は、その逆で、これだけ長時間、休日急病診療所を開

けてなければならないのかなと思います。どこの病院も大体、平日でしたら７時ご

ろに終わっていると思います。それで次の一週間が待っているということですよ

ね。そうすると休日についてもある程度、それでやっていけるのではないかいう気

がするんです。ただちょっと今、見比べてるんですが、どの程度の人が夜間に来ら

れるのかとか、あと、何を間違えて来ているのかというのが、まだ確認できてない

ような気がするんです。確かに市民側としては、いつ行ってもこの時間ならばまだ

開いてるという風になってくると、コンビニ受診までいかないけれども、普通の時

間帯やったら混むだろうから、やっぱり夜の遅い方が空いているのではないかとい

うような考えが出てくるということもあるでしょうし、結論を急ぐのではなくそん

なこともあわせてゆっくり検討していったらいかがなものかなと思いますが。 

○委員長   ありがとうございます。はい。 

○Ｆ委員   ○○です。小児科やってまして、夜、診療所も月１回くらいの頻度で

行くんですけれど。小児科側のサイドからすると、１０時までやってるのにすごく

意味があります。これは何故かと言いますと、早く閉めると、休日診療所が閉まっ
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た後の時間から、輪番病院と言って、救急車等の対応している病院に、軽症患者が

殺到するという事態があります。もともと休日診療所は夜８時までだったんです

が、８時から１０時の間に救急病院の小児救急の患者さん、軽症患者さんがすごく

多い事例がございまして、休日診療所は１０時まで延長したという経緯（いきさ

つ）がございます。その結果、輪番病院、いわゆる救急車の対応をしている病院

は、すごく診療がやり易く、重症患者、救急車の患者さんに集中できるようになっ

たという経緯（いきさつ）がございます。小児科に関していいますと、１０時まで

やってることにすごく意味があります。 

   実際私、１０時まで夜残っておりますけれども、８時も９時も最近は、患者さん

が来られますので、開けてる意味というのは小児科サイドとしては、少なくともあ

るかなと思います。 

ただ、内科サイドの問題は、確かに患者さんはその時間には多くないとか、ある

いは救急病院がその分、負担がふえても十分やっていけるというのであれば、絶対

に必要ということではないのかもしれません。ただその小児科と内科で勤務時間が

違うのは、大きな体制、つまり人の体制、薬剤師、看護師、その他のこともありま

すし、また今まで歴史的にも小児科だけ長くとかいうことは、やってきていないと

いうこともありますので、○○委員が言われることはすごくよく解るんですけれど

も、慎重になっていくべきではないかと思っております。 

○Ｇ委員   ○○です。うちの医師会のほうは、○○先生と同じ内科のほうからの

臨床医なんですが、ゴールデンウィークとか年末年始にオンコール体制というのを

やるんですが、これは１人の医者が朝の１０時から夜の１０時まで自宅で待機しな

ければならないような、要するに３０分で駆けつけられる位置にずっといるという

こと。正月休みでも酒も飲まずにずっと家にじっとしていなければならない。しか

も報酬がすごく安いんですよ。出勤する場合は報酬がいいのに、待機の医者はほん

とに、安い待機料で１日１２時間縛りつけられるっていうのはいかがなものかとい

う意見も出ていますので、体制を少し考えながら、みんなの負担が同じになり、持

続できるような体制を、考えていただいたらと、思っていますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長   はい、なかなか難しいですが、市民目線からはどうなのかなというこ

とと、それからやはり、医師だけではなくて他の職員さんのこともあるでしょうか

らね。その辺のこともいろいろ考えなければいけないと。だから難しいんですけれ

ども、只今、○○委員が言われたように、夜の１０時まで診療するということは１

０時以降はできませんよということですので、それ以降は湖南４市の輪番病院にお

願いしているわけです。その辺がバトンタッチの時間が１０時なんですね。早く切

り上げてしまうとその分、病院のほうに負担があるだろうということで、もともと

決められた時間なもので、これはすぐには結論は出すのは、難しいかもわかりませ
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んけれども、まだまだ課題として続くんではないかと思いますけれど。早急な結論

は出せないと私は考えますが、ほかにどうですか、病院の先生方、これについて御

意見ないですか。 

○Ｈ委員   ○○ですけども、先ほどオンコールの話が出ていましたが、オンコー

ルというのは結構厳しくって、会社でなんか呼び出しがあったらすぐに行かないと

いけないという指定日に、ずうっと１日中電話かかっただろうかと心配しなければ

ならないなんてことがありますし、逆に、現地にいたほうが気持ちが楽になると思

うんですね。だからオンコールもものすごく、気持ちのうえで負担になりますの

で、同じような立場でこられたとしても、結構しんどいかなと思います。その時間

帯なら、医者にとっては、皆さんが考えてるオンコールとはちょっと違ってプレッ

シャーが大きいものです。それが１つです。 

    それからもう１つは、今の○○先生が言われたことと重複するかもしれないんで

すけれども、小児科の夜１０時までと言うのは、結構検討されてまして、行き着く

ところというと、この外来が担当したときに、以前８時で終わってしまうとそこか

ら１０時までどどっと患者さんが増えて、その数って言うのは１０時過ぎるとスッ

と減ってくるんですけども、１０時って非常にいいタイミング言いますか、そこに

入って頂くと、そこまでは一次救急と救急車で対応し、それ以降は割と少なくなる

ので、救急車等の救急対応に専念できるっていうことで、小児科としては１０時と

いう時間については、ほんとに考えてられているんです。 

    内科サイドの話で言うと、小児科医が親にとっては子供の病状っていうのは、な

かなかつかみにくいですね、だから９時でも１０時でも、何かこう赤ちゃんがおか

しかったらやっぱり病院走らなければならない場合に、休日診療所でやってくれた

らいいんです。大人っていうのは、自分で病状わかるわけで、別に１０時にならな

くても、７時８時に調子が悪かったらその時に受診してもらったらいいので、何も

１０時まで待つ必要ないと思うのですが、８時から１０時の間に急に悪くなった人

がどれだけおられるか、それからその期間に、もし本当に悪く、非常に重症であり

ましたらすぐに二次救急病院へ連絡して使えるでしょうし、ですから今、内科の先

生次第と思います。 

    そこのところを、ほんとに小児科と合わせるかどうかっていうのは、実際問題ど

こかの高齢化も含めてなかなか難しい問題です。今、委員長がしばらく検討という

話ですけども、内科の先生にとっては早くにそれを解決してほしい問題かもしれま

せんので、どこかの場で十分議論していただき、方針を決められたらと思っており

ます。わかりやすいのはやはり１０時までがわかりやすいですが、一緒の方がわか

りやすいと思いますし、科の特性もあると思いますので、難しいと思います。ちょ

っと曖昧な答え方ですみません。 

○委員長   これは、医者の体力の問題でもあるということですね。 
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   今、私としては、どっちにしろとは言えないですけれども、ちょっと心配なのは、

例えば内科が８時で帰っちゃう。すると内科の人が駆け込んで診てくれって来る。

じゃあ小児科のほうで診てくださいというようなことも、予想としてはあると思う

んですね。 

   どうでしょうか。ほかに御意見はないですか。 

○Ｉ委員   そもそも病院の休日急病診療の負担が大きかったので、その一部を医

師会の先生方に担って頂くため、現在の湖南休日急病診療所の体制が立ち上がった

と理解しています。しかし、実際にこの体制で稼働してみると逆に開業医の先生方

に多大な負担がかかってしまっています。 

従って、現状からみれば、内科の診療は病院が援助すれば良いと思います。休日

急病診療所の内科は午後８時で終了、その後は病院で対応するというルールでも良

いのではないでしょうか。この資料を見せて貰いますと、確かに午後８時、９時以

降は、激減しています。開業医の皆さんは、翌日も診療があるのですし、その負担

も考えると、今後は病院が逆に協力することが大事と思いますがいかがでしょう

か。 

○委員長   ありがとうございます。次は、○○委員です。 

○Ｊ委員   内科のこの数なら病院のほうは８時以降も対応できるんじゃないかと

思っております。それは、内科に関してであって、小児科は、８時と１０時では総

合病院の負担が大きく変わります。 

○委員長   ありがとうございます。９時以降の内科患者の受診患者さんの数から

言うと、これぐらいだったら病院のほうでしてくれてもいいかなというところでご

ざいます。つぎに、オンコールについてはどうですか。オンコールのことで、ちょ

っと正直な気持ちを教えてほしいんですけども。 

○Ｇ委員   オンコールは今年の分はほとんど、動いてないです。去年は、インフ

ルエンザがかなりあったんで、何件か応援に行ってますが、オンコールと言いなが

らオンコールで縛られてるだけで、全然出動しておりません。 

    できたら内科は、オンコールの時間を短くするか、もしくは、病院のほうに応援

にきてもらうか、そんな感じでもいいんじゃないかと、個人的にはそう思ってま

す。一番いいのはやはり、オンコールが必要であれば、もう朝から患者の数が増え

ていると思うんですよ。例えば、インフルエンザのときなんて開けるときに待って

るくらいの受診者数なので、それならば夜遅くまでオンコールで、縛りつける必要

はないのではないかと、夜の６時くらいの状態を見れば、もうオンコールが必要か

必要でないか判るんではないかなと、思っているので、時間帯を短くするか、必要

なところにオンコールをおくだけにするか、それだけでいいんではないかと私は思

いますが、いかがでしょうか。 

○委員長   内科のオンコールは時間短縮でいいだろうということで、ついでに小
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児科のほうはどうなったかというと、小児科は１．５診制といいまして朝の１０時

から４時まで勤務するわけですね。２人目の医者は、夕方４時から１０時までなん

ですけれども、しかし、もう１人応援に来るんです。いつごろ来るかというと、お

昼の１２時に来ます。それで、６時に帰られます。要するにこれは、１日にすると

１．５診制で、年末年始は小児科のほうは、午前中１０時から４時までは２人、後

半も２人というふうに２診制とっていまして、オンコールの必要はないのです。内

科だけ、オンコールということで。 

    ただこれはどうですか。現場に行って、内科の先生方がインフルエンザのとき

は、非常に忙しく、トイレにも行ってませんね。６時間ぐらい、内科の先生は。食

事もしてない。かなりややこしい患者さんがあって、なかなか苦労されてます。ど

うでしょうか、御意見。○○委員どうですか。 

○Ｋ委員   一年も過ぎて、先生もおっしゃったような事例もあるわけなんですけ

ども、やっぱり読めないところはありますので、私は１０時から内科の診療が始ま

っても、１０時からのオンコールはやらないと、思っておりますので、真ん中のと

ころを、しかも予測をある程度、オンコールの先生にはきょうはオンコールのワン

ナップメニューでいきますよくらいにすれば、ものすごく楽になるかと思います。

ただ診療が必要なときは、早めにそれ言ってあげて、ある程度で切り上げる、オン

コールの方を切り上げるいうのも一つの手法ですので、そういうアナウンスもして

あげると、もっと効率良くいくんじゃないかと思うんです。１０時からオンコール

が始まるっていうふうなことと、２２時までいないといけないという合計１２時間

の拘束は、これは余りにも大きいと思います。必要なときの判断は、○○先生もお

っしゃったようにやはり、午前中の込みぐあいで、ある程度、正確に予測できると

思いますので、それをきめ細かに情報を提供すれば、上手くいけるんじゃないかな

と思います。 

○委員長   わかりました。輪番に行った医者、内科の医者に、適当に判断を任せ

るということでいいんですか。 

○Ｋ委員   それは、どうでしょうか、事務方に影響される傾向がありまして、主

に来られてる先生のほうからしっかりと意見を言ってもらえるようにしないと、躊

躇されてるともう１人いるかなという時でも、なにか主導権をもっておられない先

生がおられて・・・そこは事務方が寄り添っていただいて（オンコールの判断をお

願いしたい）。 

○委員長   はい、わかりました。オンコールについてどうですか。このまま同じ

ように継続っていう意見はないですね。 

○Ｆ委員   小児科の１．５診制をやる前に、私と○○先生で、小児科を応援に行

っていたという時期がありまして、それは今まさしく言われたように、朝、ぱっと

バタバタしてると、私たちがちょっと連絡をして手伝いに行ったほうがいいかとい
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う状況を見たり、或いはもう自主的に行って患者さんの多いときだけお手伝いし

て、さばけたら帰るっていう感じになってる。またそれを、行くのか行かへんのと

か、しんどいからもう直ちに行って応援しようというような流れになったんですけ

れども、少なくともそこも、行くか行かないかの判断をどうするかは、ちょっと明

確に決めておいたほうがいいのかもしれません。ただ実際、先ほど○○先生がおっ

しゃられたように、６時ぐらいまでで少なくともオンコールなり、応援はもう普通

は十分だと思うので、そこから先がすごくいるときは、その御本人がもう少し延長

するかどうかを決めてもらうぐらいにしておけば良いのではと思います。６時から

ずっと、お酒も飲まずに我慢して、拘束されるというのは、余りにもしんどい話だ

と思いますし、先ほど言っていただいたように二次輪番のほうもですね、実際応援

体制を持ってくださるわけですから、余りの状況であれば手伝って頂くということ

であろうかと思うので、そのようにされるのが良いのではないかと思います。 

○委員長   ありがとうございました。夕方、６時くらいまででいいんじゃないか

という御意見でございました。私が平成２２年ぐらいから休日急病（救急）診療所

とか、県全体の病院当直医の実態を見てみますと、それまで異常に当直医の先生方

の負担が大きくて、これはやっぱり医師会としては黙っていられないなということ

で、そのころはもう病院崩壊やらなんやらで非常に危機感として訴えておられまし

た。 

開業医、地域の医師会はこれについて、やっぱり黙っていられないなと、なんか

やっぱり医師会として病院を助けなくちゃいけないなということで、こういう朝の

１０時から夜１０時までは、医師会が頑張るぞと、年間７０日くらいの休日、日曜

日があるんですけれども、せめてそれくらいはカバーしてやろうじゃないかなとい

う発端でこういう時間設定がなった訳です。 

私の個人的な感想ですけれども、これは、２つの医師会がアンケート出すとかい

ろいろ調査して、いろんな御意見を集約していただきたいなと考えます。 

    追加意見として、市民のほうからどうですか。ありませんか。 

○Ａ委員   先ほども私のほうは、このオンコールの、実態を把握しなさいと申し 

上げたと思います。今、患者にも良し、医者にも良し、地域にも良しという三方良 

しの発想で終わらせたんです。オンコールいうのは、ドクター（医者）の立場に立 

ったら、実際ここに来たのと変わらんくらいの精神的な負担があるのならば、それ 

やったらあんまり、この提案はなくてもいいんじゃないかな。短い時間来るとか 

ね、今お話が出たように。 

    オンコールいうのを今聞いてたら、オンコールがあったら１０時から、今まで

は、１０時から１０時までですか、それをオンコールのＡオンコール、Ｂオンコー

ル、Ｃオンコールとかね、１０時から１２時くらいまでやるとか、そんな細かく見

通しが立つか、立たないかの問題もあるんですよ。昼から４時までで結構ですとか
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ね、患者の予測がそこそこだったら、オンコールで１日束縛じゃなくてね、時間帯

もいろいろにして、ある時間過ぎたら何回もボランティアみたいにおっしゃるけど

結果でお支払いする。オンコールは結果的にどうしたとか、診療も延長したら延

長、実際の診療で報酬を支払うとかね、なんかその辺の体制も、もう少し修正つけ

るものがあるように、ちらっと聞こえたんですけどね。オンコールいうのは、何時

から何時とか、そういう２時間ほど、もうちょっと様子見てあげようと思って。 

無償なんですか。どうなんですか、事務局は。 

  ○事務局長  いいえ。 

○Ａ委員   何時から何時まで、オンコールの時間あるんですか。それが、もうちょ

っと待ってたら無償でやってくれる？ なんとなく私の聞き方が悪かったのかな。 

○Ｇ委員   それは違います。１０時から２２時までは、幾らって決まってます。そ

の間、患者さんを幾ら診ようと、診まいと幾らってのは、それは決まってるんですが、

それはものすごくゴールデンウィークとか、正月のときの当直費っていうのはかな

り高いんですよ。 

○Ｇ委員   ５万か６万でされるんですね。 

○Ａ委員   高いですね。 

○Ｇ委員   オンコールで１２時間に対する報酬が１万円くらいだったと思います。

１２時間束縛されて、何もせずにいつ電話がかかってくるかわからんで、電話のそば

に待機しとかなきゃならない。トイレに行くのも、電話持っていくくらいの感じで対

応してる先生もおられるので、そういうことです。何もせずに１２時間ずっと、電話

番するだけで１日過ごすっていうのは、大変だということです。 

○Ａ委員   それはよく解ってるんです。 

○Ａ委員   そうなんや、そのオンコールの時間をもうちょっと短くＡパターン、Ｂ

パターンとかね、小刻みに。オンコールやったらもう１日じゃなくて、午前中のちょ

っとの時間待機してください、午後は待機してくださいとかね、夕方の４時から１０

時まで待ってくださいとか、そういうオンコールっていうつくり方はできないです

か。 

○委員長   そういうのありますのでね。 

一応、御意見として、Ａ案Ｂ案Ｃ案とか、いろんな感じ方あります。 

○Ａ委員   当直２人ですよ。先生のオンコールもね。 

○Ａ委員   もっとオンコールに対する単価をあげて、ちゃんとしてあげて下さい。 

○委員長   確かに実際は、内科でも２診制のほうがいいなというふうなときもあ

りますよね、どうですかね。 

○Ｂ委員   私、最近、休日に診療所はあんまり行かないんですけれども、やはりお

手伝いしたほうがいいんじゃないかなっていうときもありました。 

○委員長   はい、これはやはり、医師会の中での問題なのかな、もうちょっと２つ
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の医師会でいろいろな方法で、検討していただきたいなと思います。 

それでは、（３）はもう終わってるんですよね。 

○事務局長  そうですね、（２）とあわせてもう、終わらさせていただいております。 

 

    (議事承認  議了) 

 

 ４ その他 

 

○委員長   ４番その他は、特にないですか。 

○事務局長  事務局といたしましては、特にございません。 

 

 ５ 閉 会 

  副委員長  閉会の挨拶 

 

 ・・・ 議 了 ・・・ 


