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平成２９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２９年７月２０日（木）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・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、草津総合病院・松村

委員、守山市民病院・野々村委員、野洲病院・西村委員、  

近江草津徳洲会病院・鈴木委員、滋賀県草津保健所・苗村

委員、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・宮城委員  

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・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  

 

１  開  会  

加藤事務局長の進行により開会、徳田総務部長挨拶  

２  委員及び事務局紹介  

加藤事務局長より名簿順に各委員、事務局を紹介  

３  委員長及び副委員長の選出  

任期満了に伴い新たに委員長・副委員長の互選が行われた。  

委員長には、診療所管理者である宇都宮委員、副委員長には守山・野洲医師  

会長の福田委員が選出された。  

 宇都宮委員長は、就任の後、挨拶を述べ、議事の進行に移った。  

４  議  事  

（１）  平成２８年度湖南広域休日急病診療所の運営実績等について  

○委員長    それでは、議事第（１）の「平成２８年度湖南広域休日急病診

療所の運営実績等について」を、事務局より説明お願いいたしま

す。  

○事務局    

資料に基づき説明  
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○委員長    ありがとうございました。２８年度の運営実績等について御説

明をいただきましたが、御質問などございませんでしょうか。  

○Ａ委員    ○○です。決算のところの話なんですけれども、運営負担金と

して４市から補助を受けて当初運営されていた。  

そのために、８，５４８千円を必要とするだろうけれども、運営

がよかったので３，５４８千円の補助でよかったとの理解でよろ

しいのでしょうか。  

○事務局    はい、その御理解の方でよろしいかと思います。  

○Ａ委員    それと、もう一点、あと、余剰金というか繰越金が１４，６９

８千円、結局予算よりも多く繰り越されることになったというこ

とですよね。  

○事務局    はい、そのとおりです。  

○Ａ委員    結局そのお金はどこへ行くのでしょうか。予備費として来年度

に回るという理解で良いでしょうか。  

○事務局    構成４市と協議させていただきます。  

○Ａ委員    これだけ余剰金が出ていたら、市町から頂くよりたくさんの余

剰が出ているということですよね。補助なくても収支が経営でき

ているという理解でいいのですよね。  

○事務局    そのとおりでございます。  

○Ａ委員    私が記憶している限り、行政組合の前の診療所では、かなりの

額の補助が市町からあったと聞いています。  

○事務局    湖南広域行政組合に移管されてからは、そのような状況です。  

○Ｂ委員    ○○でございます。  

       非常に分かり易い資料をありがとうございます。しかしながら

少し読みにくいのでもう少し大きな文字で作成していただきたい。  

       また、インフルエンザが、今年は少なかったということでよろ

しいのでしょうか。利用者が少なかったということだと思うんで

すが、それでよろしいのでしょうか。  

○事務局    平成２６年度の時にインフルエンザがかなり増えた状況にある

訳なんですが、２７年度、２８年度につきましては２６年度に比
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較してかなり減ったという状況でございます。  

○Ｂ委員    それでも尚且つ、これだけの余剰金は発生したということです

か。  

○事務局    はい、そのとおりです。  

○委員長    他にございませんか。  

○Ｃ委員    何年か前にインフルエンザが流行った時に、薬を買い過ぎて困

ったことがあった。薬剤の期限切れとかあったでしょ。  

○Ｄ委員    インフルエンザの薬に関しては、診療所では３種類置いており

ます。イナビルとタミフルカプセル、ドライシロップとリレンザ

を置いております。その内、当初は、イナビルが出るまでは、リ

レンザが使用されていました。イナビルが新発売されてからイナ

ビル吸入薬ばかりが出るようになりました。リレンザも小児科の

一部の先生で処方されたり、私が一度小児科の先生に期限切れが

近くなった時にお願いして処方していただいたのですが、結果的

にリレンザが１００個ほど期限切れになりました。イナビルも当

初、期限が２年ぐらいしかありませんでしたがメーカーが期限を

のばすことによって今はまだ、期限切れをおこすことはないと考

えていますので、今後は年間使用量を考えながら今年度のシーズ

ンを対処したいと思います。  

      よって、リレンザだけ、１００個ほど期限切れがありました。  

○Ｃ委員    入札の時、契約時に在庫を持たず対応し、使用期限切れを持た

ないようにするとの話があったような気がするんですが、どうな

っているんでしょうか。  

○Ｄ委員    今シーズンは、年末年始が６日間あった訳なんですが、年末前

に大量購入しました。年間使用量に基づいて購入した訳なんです

が色々な先生が当番で入られますので薬の使い方が違いますので、

思うほど処方されなかった薬に関しては、行政組合の方が、返品

するということで対応頂きました。今後も対応できるということ

です。期限切れのリレンザについては、４年前くらいからあった

もので、草津の旧診療所の時代のリレンザを持っています。その
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後イナビルが新発売されたので、そればかり使われた結果こうな

ったということです。  

○委員長    はいどうぞ。  

○Ｅ委員   先程の４ページの収支決算のところ、剰余金というか、繰越金の

ところが３１，０３９，３６２円あり、来年度の調整という話、

４市の補助の話に反映されるとは思うのですが、固定費とか、設

備費とか、減価償却はどういう風にしてあるのか、細かいという

ことで外してあるのか、これだけ余裕があるのであれば、設備や

建物の減価償却を法律が許容する範囲の最大値まで行ういわゆる

加速前倒し償却すればいいんではないかと思うんですが。減価償

却の考え方というか。教えてほしいのですが。  

○事務局    予算・決算のことですので、私の方から回答させていただきた

いと思いますが、今やらせて頂いております会計については、そ

ういう減価償却の考え方についてはやっておりませず、単年度に

おいてこちらの会計でもっておりまして、減価償却の事に関して

はここには考慮されておらず、実は黒字になった部分は繰り越し

という形で現在３，１００万円あまりが残っておりまして、今ご

心配いただいております、庁舎の痛んできた部分や検査器具等は

そちらで対応させていただこうと考えております。企業会計では

ありませんのでこういった形になります。  

○Ｅ委員   ４市の共同というか広域行政としての資産としての説明があるか

なという思いで質問したんですよ。  

○事務局    建物は資産としての建物です。あと、組合の財産という形です。  

      あと、土地が実は、借地であり、済生会病院から借り入れさせて

頂いております。  

○Ｅ委員    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。他に御意見ございませんか。  

○Ｆ委員    私がお尋ねしたい件は、インフルエンザＡというのがあり、ま

た、インフルエンザＢというのがあります。ＡとかＢとかはどう

いうものなのか。また疑いが１，３６５件あるのですが、疑いと
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はどんな疑いなのか。素人ですから判りにくいので、質問したい

のですが。  

○委員長    これについては、○○委員の方から。  

○Ａ委員    疑いについては事務局の方からお願いできますか。  

○事務局    疑いについてはこちらから説明させて頂きます。Ａ型またはＢ

型の判定が出なかったものについては、医師の診断によりまして

先生の方が検査をしたけれど陰性であったもの。検査はしないけ

れど、熱があって恐らくインフルエンザの可能性が高い人が含ま

れるものが疑いです。  

○Ａ委員    Ａ型とＢ型は、ウイルスの種類が違う。インフルエンザにもい

ろいろなタイプがあって、ソ連型、香港型などのように大きくＡ

というタイプとＢというタイプがあるということです。ちょっと

病気の症状が違うということなんですね。検査では、Ａ型、Ｂ型

がどちらですかという判定ができるものですから便宜上Ａ型、Ｂ

型を分類しているという風に理解していただけるとありがたいで

す。  

○Ｆ委員    はい解りました。  

○委員長    他にございませんか。  

≪特に質問なし≫  

（２）「平成２９年度湖南広域休日急病診療所の診療体制について」  

○委員長    それでは、次に議事第（２）「平成２９年度湖南広域休日急病

診療所の診療体制について」を、事務局より説明願います。  

○事務局    

 資料に基づき説明  

○委員長    ありがとうございました。この件につきまして、御質問などご

ざいませんでしょうか。  

       はいどうぞ。  

○Ｃ委員    今年の２月かな、２７０名ほどの患者さんが来られて、混雑し

たとか。トラぶったとかそういうことは無かったですか。スムー

ズに流れていたのかお聞きしたい。  
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○事務局    今年の２月１１日は２９１名の２８年度としての最多受診日と

なった訳でございますが、トラブル等もなく、待合での状況につ

きましても、トラブルも無く、年末年始の中で２８年度につきま

しては、オンコール体制を実施いたしまして１月１日から３日ま

での間、内科の方でオンコール体制として先生方に内科１診の増

診をさせていただきました。  

○委員長    ありがとうございました。他にご質問とかございませんか。  

       はい、どうぞ。  

○Ｇ委員    駐車場の件なんですが。済生会の今まで使っていたところが使

えない状況です。どうされているのですか。それに対する案内が

ないようですが、そういう案内はどうですかね。  

○事務局    今、御指摘の駐車場につきましては、国道８号線のバイパスの

関係で済生会滋賀県病院の駐車場が契約により国の方に移管され

まして、我々が駐車場に設置しておりました看板も取り払われて

おります。まず、国の国道事務所と協議しまして現在フェンスに

従来設置しておりました看板の表面だけを設置させていただくよ

う申請させていただいております。  

○Ｇ委員    今止めていいのか全く分からない状態なのです。私自身が迷っ

たところがありましたので、完全に済生会の敷地の中になってし

まうので、もう少し (案内等 )何か出来たらいいなと思います。  

○事務局    また、検討させていただきます。  

○委員長    ほかにございませんか。はいどうぞ。  

○Ｂ委員    オンコール体制とはどういうことですか。  

○事務局    オンコール体制について説明させて頂きます。オンコール体制

と言いますのは、５ページの表を御覧いただきたいのですが、ゴ

ールデンウィークと年末年始につきまして、患者さんが増え、繁

忙期として多く来られることを想定しまして内科において、通常

内科は１診でございますが、患者数が多くなったときには、宇都

宮先生と御協議させて頂いて、午前１０時から午後６時までの間

に受診患者の増加に関して、先生１名の増員をお願いするもので
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すので、患者さんがその日多いと判断した時に私どもの方から宇

都宮管理者に御相談をしてオンコール体制の当番の先生を決めて

頂いているので、診療所に来て頂くような体制をとっております。  

○委員     待機の先生がおられるということですね。  

○事務局    そのとおりです。  

○委員長    ありがとうございました。他に無ければ次行きましょうか。  

（３）「平成２９年度の診療状況について」  

○委員長    議事（３）の「平成２９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   

 資料に基づき説明  

○委員長    はい、ありがとうございました。この件について、御質問等は

ございませんか。  

○委員長    無ければ、議事の１）２）３）を通じてまとめて何かございま

せんか。  

○Ｄ委員    ○○と申します。二次病院の担当の先生が５病院いらっしゃる

のでお尋ねしたのですが。  

       私達は一次病院として軽い症状の患者さんを診ているのですが、

一日１００名位がいらしているのですが、二次病院ではどれくら

いの患者さんが来られているのか。重症の患者さんばかりいらし

ているのか。軽症の患者さんもいらっしゃるのか。その状況を少

し教えていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。  

○委員長    どうしましょうか。○○委員お願いします。  

○Ｈ委員    ○○です。いつもお世話になっています。一日に来る患者数は、

休日でだいたい５０～６０人位です。うちは、小児救急はしてい

ませんので、ほとんどが内科・外科系患者です。救急車が一日に

十数件位来ますが、なかには重症患者が含まれます。そもそも二

次救急は忙しいから、現在の休日急病診療所にお願いすることに

なったのですが、現状は以前に比べかなり楽になりました。逆に

休日急病指診療所に多大な負担をかけることになり申し訳ないで
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すが。  

○委員長    よろしいですか。これで。次は、○○委員、続いて○○、○○

の順番でお願いします。  

○Ｉ委員    小児科の方は、二次救急日は、うちは数十人位の患者さんが○

曜日○曜日の月２回だけなんですが、以前恐らく数十人いた患者

さんが一桁位になりました。その分、来られた方が救急搬送、救

急車は熱性けいれん等が多いと思うんですが、そういう小児科医

は楽をさせてもらっていると言えば、楽をさせてもらっているん

ですが、集中して待たせることなく救急車が来た時に集中して治

療に当たります。成人に関しては、内科とか外科とかコンスタン

トに医師がおりませんので二次救急の○曜日には、対応できてい

ると思うんですが、内科当直をしていましてその時大人でもほと

んどは休日診療所へ行かれて二次救急には来られなかった。重症

は二次救急に行っておられるので日曜日は成人の方は多くはない

状況です。  

○Ｊ委員    ○○ですけれども休日の内科系・外科系当直の医師は人によっ

て受入患者の領域が変動します。休日診療所までが距離があるの

で一次救急の患者さんがほとんどです。  

      二次救急の患者さんは、１割・２割程度で患者数に関しては日に

よって様々ですが多い時で２０名少し超す程度です。  

○Ｋ委員    ○○です。昼間２人いて夜は１人ですが、たぶん、うちも大体

２０人位で、圧倒的にかかりつけの方が来られます。小児科の当

番をしていると、休日急病診療所のお陰で祝日とかやっても休診

で１００みていたら、救急隊の受け入れは４、５回です。  

○委員長    只今、４名の委員さんからコメントいただきました。他に御質

問ございませんか。  

○Ｆ委員   実はですね。済生会病院のドクターヘリの活躍はどのようになっ

ているのかお聞きしたいので、教えて欲しいのですが。  

○委員長    どうですか。事務局から説明できますか。  

○事務局    それでは事務局は、消防局から回答させます。  
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○消防局    ○○です。ドクターヘリの出動は湖南管内では、今年に入って

からでは、現在１件で、年６回程度であります。救急車の方が早

いのがわかっているので、管内ではそれくらいの数になります。  

○委員長    その他ございませんか。はいどうぞ。  

○Ｂ委員    今年の資料を見させていただいているのですが、２９年度の予

算案もあろうかと思いますので、どうかなと思いました。  

○事務局    ２９年度はもちろん予算が動いていますけれども運営委員会で

は決算の状況について報告させていただいていますので、添付し

ておりません。  

○委員長    予算の状況については、別の場であるんですかね。  

○加藤事務局長  当該年度の予算につきましては、前年度２８年度の委員会に

て協議頂いております。  

○委員長    他に意見等ございませんか。  

      以上議事は１）２）３）を終わったのですけれど、委員の皆様方

の御了承をいただきます。  

  ≪特に質問なく  １）２）３）の全て承認  議了≫  

５  その他  

○委員長    それでは、その他に行きたいと思いますが、事務局から何かご

ざいませんか。  

○事務局    事務局からは特にございませんが、委員の皆様方から何かござ

いませんか。  

○Ｉ委員    二次救急病院としては、土曜日から夕方からは開業医はほとん

どやっておられませんし、二次救急を担当していると、大学から

の応援を得て、２人体制でやっており休日診療所の働きを病院の

中でやっているようなもので開業医の先生のおられる４時、５時

になると、土曜日の運営も行える例とか可能性について何かない

でしょうか。  

○委員長    これについて御意見ございませんでしょうか。  

○Ｇ委員    開業医の方も大部分高齢化になってきておりまして、参加して

いただける先生もさることながらやめたいという先生もでてきて
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いる現状で今やっている中ではいっぱいいっぱいなところです。

非常に気持ちはよく解かるのですけれども、すぐにというのは、

なかなか難し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。どうぞ。  

○Ｂ委員    今の御意見と同じなのですが、休日急病診療所が栗東に来る時

に土曜日もというお話が出ていたと思います。先生方に御迷惑を

お掛けするのですがよろしくお願いしたいと思いますのと、私が

５月の連休の時に、６日だと思いますが、どうしてもしんどくな

りまして済生会病院に行った訳なんですが、急病診療所とかかか

りつけは休みだったので、済生会病院に診てもらった訳なんです

が、連休の中でポツンと空いた様なとき、どこも閉まっていると

すれば休日診療所に診療してもらいたいと思います。  

○Ａ委員   今の話ですが○○委員の話にもあります様に医師の問題でもある

訳ですが、二次病院は疲弊している。今すぐどうこうは言えない。

こういうことを考える、ディスカッション出来る場を作っていか

なければいけない。  

休日急病診療所は今の規約では、土曜日は出来ない。休日では

ない土曜日はという問題も含め、広い話で誰が舵取りをするのか、

今回、済生会の場所に来るにあたって、４市が合同で色々やって

皆が色々協力しあってやることになった訳ですが、誰かが舵取り

をしなければうまくいかない。こういうところで少し話が出て終

わっていくのではないかなと常にそういうことを考えます。現在

の休日急病診療所の体制も実際高齢化してしんどいのだから今の

あり方も考えていかなければいけないと思います。  

○委員長    はいどうぞ。  

○Ｉ委員    案とか色々だして、荒唐無稽の案かもしれませんが、勤務医も

定年があるのでしょうけれど、あともう少し働けるけれどという

医者を診療所に高齢医として、２人とか３人とか寄ってたかって

経験豊富な先生をドクターのストックを確保する。こういうのも

一つのアイデアかと思う。平日はやめて、休日のみ診るのだから。
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そういうことを考える場を持てばいいと思います。  

○委員長    ありがとうございました。奇抜なアイデアがでましたが、こう

いう意見を尊重しなければいけませんね。年に１回でも２回でも

いいから、そういうことをディスカッションする場を持たなけれ

ばいけないですね。同感でございます。  

その他、ございませんか。なければ事務局にお返しします。  

○事務局    委員長、どうもありがとうございました。  

      それでは、閉会にあたりまして、福田副委員長から御挨拶をいた

だきます。  

６  閉  会  

福田副委員長  閉会の挨拶  

 


