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平成 30年度第一回湖南広域休日急病診療所運営委員会議事録 
 

日 時 平成 30年 7月 20日（金） 

                        14;00～15:05 

場 所 総合庁舎３階市民防災ホール 

 

出席者 

委  員  中嶋委員、宇都宮委員長、福田副委員長、有田委員、間下委員、多賀委員、 

      塩見委員、松村委員、野々村委員、西村委員、荒木委員、木村委員、田川   

      委員、土井委員、宮城委員、平田委員      

構成４市  草津市健康増進課山岡副係長、守山市地域医療政策室吉田室長、 

      栗東市健康増進課宮田補佐、野洲市健康推進課藤田課長 

行政組合  貝村総務部長、加藤救急医療事務局長、奥村診療所長、佐々木副参事 

      武村救命救急課長（オブザーバー出席） 

 

 

１ 開会 

加藤事務局長の進行により開会、福田副委員長挨拶 

 

 

２ 委員及び事務局紹介  

委員の就任については、交代委員のみ紹介した。 

 

 

３ 議事 

（１） ①平成 29年度湖南広域休日急病診療所の運営実績等について 

 

会議資料に基づき説明（事務局） 

 

○委員長    ありがとうございました。以上の件につきまして、質問はおありでしょう 

か。 

○Ａ委員    今、最後に言われました件ですけれども、私、よくわからなかったんです。

二次転送の事につきまして、もう一度お話をお願いしたいと思います。 

○委員長    それでは、お願いします。 

○事務局    二次転送と申しますのは、当診療所に受診いただいている患者様で、検査

の必要性、あるいは入院等を必要とする患者様につきまして、担当いただい

た先生方が判断された方で、済生会滋賀県病院様、草津総合病院様等に紹介

させていただいている患者様の件数でございます。 

○Ａ委員    それの数を、もう一度教えてください。 

○事務局    紹介させていただいた患者様の数につきましては、274名の患者様になり

ます。 

○Ａ委員    内訳をお願いできませんか。 

○事務局    二次転送の科目別、いわゆる内科、小児科について、統計を取っていない

ためわかりませんが、紹介病院先につきましては、近江草津徳洲会病院様に

4件、草津総合病院様に 34件、済生会滋賀県病院様に 193件、済生会守山

市民病院様に 11 件、野洲病院様に 12 件、その他で滋賀医科大学、県立総

合病院等への紹介が 20件であります。 

○Ａ委員    わかりました。 
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○委員長    他にご質問ございませんか。 

○Ｂ委員    二次転送の際に救急搬送された方が 9 名ということでございますが、こ

の患者さんたちは、受診した時に、または、すでに窓口でかなり悪かった、

または診察を受けられて悪かったという状況であったのでしょうか。 

○事務局    先ほど説明しました 9 件の患者さんにつきましては、診療所で一度診察

いただき、先生方の判断により、救急要請が必要と判断された件数です。ま

た、診療所に来られた段階で、医師の診察無く救急要請した件数は 1件あり

ました。 

○Ｂ委員    休日急病診療所に救急車で運ばれたということですか。 

○事務局    いえ、違います。診療所に受診いただいて、診療担当医師が救急要請が必

要と判断した件数です。 

○Ｂ委員    どのような患者さんが受診されたかわかりますか。 

○事務局    小児科の関係で、てんかん発作や痙攣の方、喘息、熱性痙攣、内科系で急

性腹症、脳梗塞の疑い、心不全の疑い、ふらつきという方もおられました。 

○Ｂ委員    ありがとうございました。 

○委員長    他にございませんか。次に進みたいと思います。 

 

②平成 29年度湖南広域休日急病診療所特別会計歳入歳出決算概要について 

 

会議資料に基づき説明（事務局） 

 

○委員長    ありがとうございました。以上の歳入歳出決算概要について、ご質問は無

いでしょうか。 

○Ｃ委員    4ページの歳入の件で、2行目は使用料という表現になっていますが、こ

れは診察を受けての受診料ですよね。なぜ使用料という表現になるのでし

ょうか。法定的にこうなるのか。普通に見たら受診料にした方がわかりやす

いと思うのですが、理由を教えてください。 

2つ目は、歳出の中での給料と職員手当を 2段に分けていますが、給料と

いえばボーナス等も含まれる給料ですよね。手当といえば、出張や扶養家族

等を含むのですか。また、給料と職員手当がほぼ 1対 0.8位になっています

が、そんなに職員手当は高いものですか。給料と職員手当を合計して 1行で

表現できないものでしょうか。 

○委員長    お願いします。 

○事務局    使用料につきましては、法令等により定められた名称を用いることにな

っており、このような表記になります。 

2番目の質問の給料と職員手当等につきましては、給料は基本給です。・・・ 

○事務局    給料につきましては、職員の基本給という定額で毎月決まっているもの

であります。職員手当につきましては、住居手当、扶養手当等、それぞれ条

例で定まった手当を支給しています。これらの月別支払額の累積となりま

す。それから賞与というボーナスがでますので、職員手当に含んでいます。 

○Ｃ委員    ボーナスは下の欄になるのですか。 

○事務局    ボーナスは下の欄になります。そのようなものが計算され金額は拮抗し

ますが、それぞれ明確に、条例に従い支給しているものです。 

○Ｃ委員    そうなんですか。 

○事務局    期末、勤勉手当という名目です。 

○委員長    他にありませんか。 

○Ｄ委員    いつも同じようなことをお聞きして申し訳ないのですが、私の理解では

休日診療所の運営は 4 市から補助金が出て、助けていただいていたという
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歴史があったと思います。それに関係する事だと思いますが、多分来年度も

これくらいのサポートが必要であると見越して、それなりに患者さんが多

ければその分が黒字になるというような理解なんですが、1 行目の予算が

704 万円云々で補正額 300 万円云々というのは、患者さんが多かったから

途中で額が減ったという事ですか。補正というのは、どの時点で額が減るの

ですか。 

○委員長    お願いします。 

○事務局    補正につきましては、2月時点で実施させていただいており、患者数が増

えたからという訳ではなく、2月の時点で医師のオンコールの関係の時間外

等の歳出が不用額となることが見込めましたので、その額を減額させてい

ただきました。 

○Ｄ委員    それで 300万円、400万円という額が動く訳ですか。 

○事務局    はい。 

○Ｄ委員    もう一点、いつも聞いてますが、合計して 4,500万余りが黒字になった訳

ですが、このお金はどこに行って、誰の物になるのですか。 

○事務局    例年ご質問をいただいておりますが、4市の管理者と協議させていただき、

決定していきたいと考えております。 

○Ｄ委員    これを繰り越す事により、4市の額を、または負担を減らすのかというや

り取りがある訳ですが、市からの協力無しでもこの額だと運営できるぐら

いになっている、という理解でよろしいですか。 

○事務局    今年度につきましては、診療所運営負担金につきましては、平成 29年度

は 704万 7千円の当初予算でしたが、今年度は 360万円で当初予算を計上

させていただいております。 

○委員長    A委員さん、何か質問ありましたか。 

○Ａ委員    結構です。 

○委員長    あっ、どうぞ。 

○Ｃ委員    私も今の件を教えていただこうと思っていたのですが、毎年、ここに移設

してから何年かなる訳ですよね。このような減額が少しならいいのですが、

700 万円から 300 万円とか 4 割位の減額ですよね。来年も 700 万円してま

た、これを毎年やって実績がわかっている訳ですから、おおよそ収入が見込

めるとか、最初から 300 万円とか 400 万円とか予算を設定すべきではない

でしょうか。しかも、4,500万円余った分を来年度、繰越にして市の分担金

を減らすのか、相談して決めるのでしょうけど、事務局で余った分をこうし

たいという方向性を示さないと、各市から委託されて運営しているのに、具

合が悪いのではないですか。 

○委員長    事務局、回答をお願いします。 

○事務局    委員さんのご指摘でございますが、平成 30年度の管理運営経費負担金予    

       算につきましては、360万円で予算計上させていただいておりますので、平

成 29年度の収入済額とほぼ同額の見込みで予算編成をさせていただいてお

ります。 

○Ｃ委員    反映されているんですね。 

○事務局    はい。 

○Ｅ委員    続きで申し訳ないんですけど、平成 30年度の予算というのは、われわれ

委員は見せていただいているのでしょうか。 

○事務局    平成 29年度の 3月、第 2回診療所運営委員会の方で提示させていただい 

       ております。 

○Ｅ委員    そうですか。 

それと、もう一つなんですが、施設整備経費負担金というのが、10 年間
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で支払いをしていただいているという事であったと思うんですが、あと 5年

か 4年で返せるのかなあ、と思うのです。そうしますと市の負担に頼らなく

ても運営できていけるのではないかという思いをしますんですけれど、今

後どのようにされようとしているのか、もう一つ 4,500 万円程度のお金が

余っているので、このような施設費を先に返してしまって、利子とかそのよ

うなものを無くしてしまうというような事ができるのでは、という思いを

するんですが、そこらへんの考えはいかがかなと思います。 

○委員長    それでは、お願いします。 

○事務局    Ｄ委員がおっしゃった内容と連動するような経営的な部分でございまし

て、色々組織としても検討はさせていただいている中で、今おっしゃってい

ただいた案も一つの策であると考えています。経常黒字という考え方をす

るのかどうかは別と致しまして、金額につきましては、さらに首長を踏まえ

た会議の中で今後の方向性を定めてまいりたいと思います。また、提案でき

るものが策定できましたら、皆さんにご報告をさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長    よろしいでしょうか。E委員さん。 

○Ｅ委員    はい。 

○委員長    他にございませんか。 

○Ｆ委員    具体的に首長との会議というのは、年に 1回とかやっているのでしょう 

か。 

○事務局    私どもの会議は、組合議会前に首長の会議を毎回実施しておりまして、決

算に係る部分については 11月に、予算に係る部分については組合議会での

議決を含めまして 2月に一定の議論をさせていただいております。なお、平

成 29年度の今申してます約 4,500万円の件につきましては、受診患者さん

が増加すればその分の収入は増加するのですが、今後の診療状況の中で必

要経費を見直し、最終的には 2 月に補正予算を組み込んでいくという形で

行政はさせていただいておりますので、会議については年 3回、決算につい

ては 11月となっております。 

○Ｆ委員    開院して 4年、これから 5年目になるんですが、そろそろ一定の区切り 

       でしっかりとした意見を提示していただける時期だと思いますので、今年

の首長との会議の中である一定の方針を出して欲しいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○事務局    わかりました。 

○Ｇ委員    財産目録とかはついてない訳ですけど、今年度、単年度で 4,500万円の収

入があったのでしょうか。今まで何年かの分で、財産目録としてどこかに公

開されているんでしょうか。 

○事務局    年度ごとの決算で今おっしゃっていただいておるここに出てくる数字は、

それぞれ年度ごとに押さえております。ただ、毎年度の決算でご報告してお

りますので、去年は 1,976 万 7 千円の繰越額がございます。これに更に積

み上げになったという事で、年度ごとの累計数値はこちらの方で押さえて

おります。 

○Ｇ委員    去年の繰越と今年の 4,500万円ですか。 

○事務局    予算の歳入に 1,976万 7千円という繰越金というのがございます。 

○Ｇ委員    それが今年の利益の出た 4,500万円と合せて 6千数百万円という事です 

か。 

○事務局    いいえ違います。1,976万 7千円を加えて、繰越金は約 4,500万円という

事です。 

○Ｇ委員    現時点で口座に残っている金額が約 4,500万円という事ですか。 
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○事務局    決算上、そのとおりでございます。 

○委員長    他にございませんか。それでは、決算概要については委員の皆様方、お認

めいただけますでしょうか。では、お認めいただけると考えさせていただき

ます。 

（２）平成 30年度湖南広域休日急病診療所の診療体制について 

 

資料に基づき説明（事務局）の結果、特に質疑なし 

 

（３）平成 30年度の診療状況について 

 

資料に基づき説明（事務局） 

 

○委員長    ありがとうございました。これについて、ご質問はありませんか。 

○Ａ委員    私が考えておるのが、湖南市の方が段々、段々、受診患者が増えてきてい

ます。これを 4市の方に合併は出来ないものか、と考えた訳です。ただ、数

としては少ないですよね、湖南市の方が。このような状態ですけれども、こ

れは毎回のように話に出てきていますけれども、私としてはそろそろ湖南

市も 4 市の中に入れていただいて、広域の休日のメンバーにしていただい

たらどうかな、と考えるのですが、このような話は出てきませんか。 

○委員長    ありがとうございます。なかなか微妙な話なんですけれども、確かにこの   

       表では 6.9％、野洲市が 9.9％と段々近づいてきているのですけれど。これ

について、ご回答というかコメントをＤ委員の方からどうですか。 

○Ｄ委員    この問題は継続して討論されている問題です。 

今の休日診療所がある所が、湖南市の石部とかのすぐ近くですからアク

セスしやすいという事と、旧甲賀郡、湖南市と甲賀市に小児科を含めてです

が、休日に診療している診療所というのが公的な施設を含めて無いという

ことです。甲賀病院が少し診療されているようですが、圧倒的に済生会滋賀

県病院の前に行く方が近いという事で、このような事になっているのだろ

うと思います。一つは、行政が違うというか、湖南市は少なからず甲賀市の

休日急病体制に協力しているという事になるので、もし、こちらに協力する

事になると、甲賀市と縁を切るという事になります。さらに消防の単位や医

師会の単位とかが隣同士ではありますが全然違うので、ただ昨今、医師が必

ずしも多くないという事から合同でやりましょうということで、甲賀市を

巻き込んで一緒にやる体制を作らないといけないという事は以前から話し

合いには出ております。旧甲賀郡という区域までの話にまでなりますと、信

楽とか土山とかかなり遠方の方までが旧甲賀郡となっていて、その地域の

方の事を考えると、ある程度少しの医療体制を残した方がいいという意見

もありまして、非常に底が深くて簡単な問題ではありません。ただ、おっし

ゃられたような問題をずっと私たちも議論しておりまして、出来るだけコ

ンパクトにした方が患者さんや医療側もやり易いのではないか、と思って

おりますので、市民の方からもそのように言っていただいたという事は、あ

りがたいお話だと思いますし、この話については、これからも詰めて行きた

いと思います。 

○委員長    ありがとうございました。他にご質問はございませんか。今までのものを

ひっくるめてでもよろしいですけれども、よろしいですか。それではこれで、

議事を終わらせていただきます。 
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４ その他 

 

○委員長    続きまして、その他、という事で委員の皆さんからご意見、ご質問、提案

等ございませんでしょうか。Ｇ委員さん、何か無いですか。 

 

○Ｇ委員    草津栗東医師会の会員の意見等を聞いている中で、夜 10時まで休日診療

所で対応している訳ですが、非常に勤務時間が長くて負担が大きいという

意見が数多くあります。受診者状況を見ても 20 時以降の受診者は約 10％

程度あるのですが、小児科の患者受診も非常に多いので何とも言えない所

なんですが、会員さんからは、もう少し診療時間を短縮できないか、という

意見がよく聞かれます。これに関しましては、市民の皆さんの意見もそうで

すし、病院の先生方のご意見を伺っていきながら、という事になろうかと思

いますので、一度この場で提案させていただいて、現場で揉んでいただけれ

ばと思っております。小児科はどうする、内科はどうする、という別々にし

てしまうとややこしいという事もありますし、内科の夜 8 時以降の受診は

比較的少ない。医師の拘束時間は非常に長いので、なかなか担当する医師の

多くは、大変だという意見が数多くありまして、その点を一度ご検討いただ

けないかと思っております。 

○委員長    草津栗東医師会の中から、2回、3回とこのような意見はありました。こ

れについて受け入れ病院としては、日頃非常に忙しいとか、休日ぐらいは地

域でしっかり診てくれよとか、色々意見があると思うのですが、遠慮なくど

うでしょうか。 

○B 委員    夜 8 時に終わるか、9 時に終わるか、10 時に終わるかについては、周り

に議論がありまして、小児科医の立場で言わせていただきますと、病院です

けれども、夜 10時頃までが一般のウォークインを含めての患者さんの要望

が強いという状況です。夜 10 時を過ぎると患者さんの来院も減ってきて、

微妙な時間帯でありますけれども、小児科においては夜 10時までご担当い

ただいて、病院としては助かっている状況であります。その間は、ほとんど

軽症は来られずに救急車対応とかに集中できる、という事がありますので、

今の方がありがたいと思います。 

ただ、内科の方の病院の受け入れ体制とか診療状況は今日はわかりませ

んが、別々にすると大変ですし、内科の先生の回数が増える事になりますが、

時間帯をどうするか、勤務時間が長かったら分担を変えるとか、小児科は人

数的なことがありこれを 3分割、4分割にすると回数が多くなりとてもやっ

ていけない状況なんですけれど、内科の先生の数が多ければ分割方法を変

えるとかも一つの案です。ただ、内科と小児科の時間を少しずらして行くか

というのも、今後の検討課題に上がって行くと思います。運用の仕方がどう

なるかという事であります。 

○委員長    ありがとうございました。Ｈ委員さん、どうですか。救急の受け入れとし

て、病院の実態とか。 

○Ｈ委員    前にもこの話は出ていましたよね。小児科の先生方のご意見もあって、こ

れが出てますが、例えば内科系の済生会滋賀県病院も同じだと思うんです

が、時間的に夜 8 時、9 時、10 時で何か変わるかといえば、そんなに大き

な差はありません。その間の病院の負荷という事が、○○病院に関してです

が、もし、夜 10時が夜 8時になった途端に忙しくなるかという事に関して
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は、この件数をずっと見ているとパニックというか病院が運営が出来なく

なる程の事にならない可能性は十分にあると思います。病院もそれなりの

体制で、時間帯に併せて人数を調整しています。開業医の先生方が夜 10時

まで働いて、翌日診療があるんですよね。この労働環境が年に数回と言えど

も、やっていくのに、弊害があるという事であれば、前も私ども言わせてい

ただきましたが、内科系に関して協力できる面はあると思います。以前、逆

にうちが迷惑を掛けたことがありました。そういった意味では協力できる

とは思います。 

○委員長    はい。ありがとうございました。夜の 8時から夜の 10時ですね。その間

に来られるここの休日診療所の患者さんの数を考えると、病院側には一挙

に増えないであろうと予想できるという話でございますね。I委員さんどう

ですか。 

○Ｉ委員     恐らく少し早く終わられたとしても、多分、休日診療所の場所の関係か

ら、恐らくうちに来られると思うのですけれど、内科に関しては当院は休日

は、日中と夜間とを担当を分けており、内科医師 1 名が 1 日診察を行って

いる訳ではないので、夜間、少し早く休日診療所が閉まって、あとうちに来

られてもそんなに負担が増えるとは考えないかな、と思います。 

○委員長        Ｊ委員さん、どうでしょうか。 

○Ｊ委員     ○○病院の方は休日 1 人当直で、当直医の専門の科が、例えば外科系

の場合だと、内科の患者さんをお断わりする可能性が出てくるかもしれな

いです。そうなると、済生会滋賀県病院さんの方に、ご迷惑をおかけする事

になるかもしれません。 

○委員長       わかりました。小児科の方の立場として、Ｄ委員さんどうですか。 

○Ｄ委員      先ほど、Ｂ委員がおっしゃられたように、小児科の事情で夜 10 時まで

診療所の時間を拡げていただいたという経緯がありまして、二次病院にも

一次患者さんが当時集中していた訳なんですが、休日診療所が開院してい

ない日はそうなっていましたので、そうすると夜の 8時から夜の 10時とい

えども、一次の患者さんがあまりに多いと、いわゆる本来の救急の診療、二

次、痙攣、重症の患者さんの対応が出来ないという事で、一次の時間を可能

な限り拡げてやって欲しいという事で、現在、小児科に関しては、非常にう

まく一次と二次のすみ分けが出来ているかなと思います。小児科としては

幸い 1.5 診という体制をしているので、多少 2 人の時間があるという体制

からも考えて、確かに長いのは長いですけれども、後半は大学の医師が診察

をしていますし、そこでそのような苦情は出ていないという事を考えると、

現体制を継続していただきたい。ただ、京都とかは内科と小児科の診療時間

が違うので、別に小児科と必ずしも歩調を合わせる必要は無いと思います。

ただ、何年か前に委員会でこの話が出た時に、これは一方で市民に対するサ

ービスというか、医療者がやるべきサービスであって、しんどいからだけで

決めていいものか、というディスカッションが前にあって、内科の先生にご

負担が掛かっているのかもしれませんが、もうちょっとやらないといけな

いんじゃないか、という事になったように思いますので、私たちとしては内

科の先生が、二次輪番がちゃんと対応可能であれば、別に短くしていただい

て小児科と診察時間がずれる事に関しては、あまり問題はないと思います。

ただ、この前の委員会で話がでたのは、親子で来てインフルエンザの時期で

あった場合、子供は休日診療所で診てくれるけど親は診る事が出来ないと

なった場合、苦情が出る事が予想される。また、小児科医師に診ろといわれ

た場合、患者が多い時期にそれはつらい、という話はありました。このこと

に関しては、何か対策を講じないとトラブルの原因になると予想されます。 
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○委員長    ありがとうございました。これを、市民サイドの方からどうでしょうか。

正直な感想として。 

○Ｃ委員    去年の実績が、20 時から 22 時までで 213 名おられ、小児科と内科の区

別はしていないようですが。これが多いような、少ないような微妙な数字で

すけど、以前、オンコールで対応と言ったら、逆に怒られたんですけど、こ

こで。市民から見たら無条件で門戸が広い、時間が長い方が良いに決まって

いるんですけれど、このような話の中で開けて下さいと言うのは、なかなか

言いずらいです。 

○委員長    ありがとうございました。Ｋ委員さんどうですか。 

○Ｋ委員    先生方や皆様のお話を聞きまして、本当にこのような話を初めて聞かさ

せていただきまして、皆さんご苦労なさって、このような事をなさっている

のかと、本当に感心というのでしょうか、あ～あ～あ～と頷いております。

先生方大変だな。皆さん、このように市民のことを考えていて下さっている

んだと、感謝しております。今の段階ではまだまだ、この資料を見たところ

で私まだまだ判っておりませんので、ご意見申しあげるまでに至っており

ません。申し訳ございません。どうもありがとうございました。 

○委員長    ありがとうございました。繁忙期は結構忙しく、夜中まで診療を行ってい

た事はありますよね。夜の 11 時、夜の 12 時位まで。内科の方も居残って

いましたか。 

○事務局    平成 26 年度当時につきましては、夜の 12 時を回ったという経験がござ

いますけれども、昨年度につきましては、最終夜 11時までで小児科も内科

も診察は終了しております。 

○委員長    繁忙期は小児科はもちろん忙しいのですが、内科の先生方も多分トイレ

に行く時間が無いですね。そして昼食も食べていないですね。これは大変だ

なと思いながら見ていた時もありましたから。暇な時もあるけど、忙しい時

はめちゃくちゃ忙しいので、何らかの対策を錬ってからでないと、すぐには

時間の短縮は出来ないのではないかと、私の立場ではこのように感じるの

ですが、どうでしょうか。 

○Ｆ委員    守山野洲医師会の方では、そのような話しは出ていないのですが、ただ、

先生方の年齢がかなり高齢になってきています。というのも、新規に開業さ

れる方が皮膚科とか、いわゆるマイナーな先生方が多く、内科系で、特に循

環器系はほとんど開業が無い状態になってますので、そうなってくると 5年

前の意見と今の意見とでは、だいぶ様相が変わってきますので、ある一定の

繁雑期の時と空いてる時とのギャップのある所をしっかり考えて、対策を

練っていただいた方が良いと思います。まだ今年度はこのまま行きますの

で、やはり皆さんで良い案を考えていただいて、順調に回るようにしたいな、

と思っています。 

○委員長    わかりました。ありがとうございました。他にご意見無いですか。内科に

限りましては、短縮して欲しいという意見があって、これについては 1、2

回ここの場で議論しているのですが、まだ決着に至っておりません。まだま

だ、もう少し議論して状況を見極めながら、運営委員会以外に調整委員会と

いうのがありまして、調整委員会で何を決定するかと言いますと、診断書の

内容をどうするかとか、ここで決定するような事ではなくて、細々とした事

を決定する会議が年に 2 回か 3 回ありますので、もちろんそこでも議論し

ているのですが、結論に至るまでもう少し議論を固める必要があるのかな、

と私は考えます。 

○Ｂ委員    恐らくこの場で時間を決定するのは、なかなか難しいと思いますので、や

はりどこかで医師会の先生方の意見を聞きながら時期を決めた方が良いの
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では。Ｆ委員が言われたように 5年前と状況が変わって、小児科医も年齢を

重ねておりますので、大学の都合も段々変わってきていると思いますので、

具体的に決定する時期を設定しておいた方が良いと思います。どの会議で

どのように決定するかの道筋を決めておいた方が良いと思います。 

○Ｆ委員    今、先生方から病院の方のご意見を伺っておりますので、調整会議の方で  

       ある一定の指針を出せると思いますので、そのようにさせていただいたら

どうでしょうか。 

○委員長    Ｂ委員さん、ありがとうございます。医師会の中で議論をするというのも

大切ですし、草津・守山・栗東・野洲の 4市の共同でやろうと。薬剤師の方

も参加していますから、幅広く対応を考えていかなくてはならないと思い

ますが、Ｄ委員さんのお話では、京都は休日診療所では小児科と内科では診

療時間が違うという事も参考になりますし、これからもう少し調整会議で

も良い議論が出ますので、決定力もあると思います。最終的には運営委員会

でも詰めて行かなくてはならないと思います。他に何かご意見無いでしょ

うか。   

○Ｇ委員    今の件に関しては、行政のご意見もいただかなければ、補助金をいただい

ているという事もありますので、もちろん駄目だと思います。行政の意見も

聞かせていただけたらと思います。市民さんのご意見を聞けるのは、この場

ということですので。 

○委員長    行政の方も対応をしっかりと考えてください。我々としては、行政の方の

意見も聞きたいという事ですから。 

他にございませんか。 

無いようですので、最後に事務局の方にお返しします。 

○事務局    ありがとうございました。事務局の方からは、特にございませんが、構成 

市様の方からもございませんか。 

事務局、構成市様の方からは何もございませんので、本日これで、予定さ 

れておりました内容を全て終了させていただきたいと思います。以上です。 

○委員長    それでは、これで終了します。ありがとうございました。 

○事務局    ありがとうございました。 

 

 


