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平成 19 年度前期 鈴鹿市応急診療所運営委員会 議事概要 
 

平成 19 年 9 月 25 日（金）13：15～ 

                          鈴鹿市保健センター 2 階 健康教育室 

【参加者】 

（委員）松原委員，坂本委員，山口委員，西城委員，二井委員，金丸委員，藤本委員 

（事務局）渥美保健福祉部長，兼丸健康づくり課課長，近藤管理ＧＬ，渥美主幹， 

      伊藤主幹，渡邊 

 

1， 挨拶 

副市長 

    〇関係機関へのお礼 

    〇関係団体各位の協力のお陰で「鈴鹿市応急診療所」は市民の休日及び夜間の一次救急

医療機関として広く定着していること。 

    ○市としましても，安心して生活できるまちづくりを目指しております。 

    〇この会議は関係団体のご意見をお聞きし，今後の運営に役立てることが目的です。忌

憚のないご意見，ご指導をいただきながら，今後の運営に活かし、より市民に信頼され

る診療所づくりに取り組んでまいりたいと考えています。今後とも，よろしくお願い申

し上げます。 

 

  【会長，副会長の選任】 

    会長が坂本委員，副会長に山口委員が選任される。 

 

坂本会長 

   〇関係機関へのお礼 

   〇鈴鹿市の休日及び夜間の一次救急医療の核となっている施設としての役割を担ってい

ると自負している 

   〇小児救急の危機感を持っている鈴鹿中央病院院長より鈴鹿市応急診療所が一次救急と

して協力していることのお礼をいただいているとのこと。 

   〇応急診療所の管理者として、応急診療所のより円滑で万全な管理運営を目指し、市民の

利便にかなったものとして活用できるよう意見を賜り、今後の運営管理に役立てたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 

 

２、 平成 18 年度利用状況及び平成 19 年度中間利用状況報告〉 

   昼間の利用者数は、医科 3038 名（一日平均 42.8 名）、歯科 245（平均 3.5 名） 

夜間の利用者数は、3437 名（一日平均 9.4 名） 

昼・夜・医科・歯科 総合計 6720 名 

昼夜共、特に GW・年末年始の利用者数が増加してきた。 

診療科目別 小児科 76.9％ 内科 19.5％ 歯科 3.6％ 

年齢別 昼夜共 15 歳未満 78.7％以上 

地区別 おおよそ鈴鹿市 86％， 次いで亀山市 7.8％の方々が利用している。 

深夜帯 10 時以降の受診者は１年間で，211 件その内 15.2％にあたる 32 件が亀山市など

から利用している。 

受診者の数は年々増加している。 

   市民への周知につきましては、ＣＮＳ・広報掲載、1 歳６か月健診、３歳児健診、予防接

種のしおり交付時にはチラシを配って周知している。 

   19 年度については日報の写しを掲載しましたので，ご覧ください。 
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〈平成 18 年度決算報告〉 

 歳入，歳出については,全体的にはとんとんの数字となっている。 

 歳入については，利用者数が増えた関係で 540 万円ほど伸びている。 

 前年に比べて 610 人の増となっている。 

 支出については，例年と変わったところはなく,昨年とほぼ同額である。 

 報償費で 11 月から年末にかけてインフルエンザのキットの導入など事務処理を行うため，看護師

等を増員して対応した費用が増加となっている。修繕費の９万 6 千円は分包機，パソコンの修繕

を行った。 

備品購入費はコピー機が故障したため，急きょ買った。 

他のところについてはほぼ例年どおりとなっている。 

 

３、 運営における問題点 

   ＊応急診療所業務員の新体制になってからの報告 

    慣れない医療事務員たちの為，DR.をはじめ皆様方に迷惑をかけていること。また，今後も

協力をお願いしたいことを説明する。 

   ＊12 月 29 日の扱いについて 

    18 年度後期の運営委員会において，昼間の診療は休診という方向で，19 年度の前期の運営

委員会で決定することとなっていたので検討願いたい。 

   ＊医事コンコンピューター契約について 

    11 月末の期限に伴い，応急診療所の有益，薬剤師より要望を踏まえ調整している。 

 

４、 医療機器・治療材料・薬剤等について 

 パラオキシメーター（血中酸素濃度測定器）と分包機について先月導入したことの報告 

 

５、 新鈴鹿市応急診療所について 

（１） 工事の進行状況 

 11 月中旬頃，建物が概ね完成後外溝。 

（２） 引っ越しと診療開始 

 議会の日程の関係があり 3 月下旬竣工式・開始予定である。 

（３） GW・年末年始の体制の２診制について利用状況をみながら，協議したい。 

（４） 警備について 

 診療時間内の警察官の巡回のお願いをした。 

警察立寄り所の看板の設置を考えている。 

 防犯通報装置の設置を検討している。 

警備員については考えていない。県内でも松坂だけでそれ以外は置いていない。 

現在機械警備の委託料として 44,900／月 エリア増設する為 64,500／月必要とな

る。 

 

事項書全般に関連し、各委員よりの意見として 

 

A 委員：利用状況は，問題はないと思う。中央病院へ二次の方を送っているが，心筋梗塞の方が

みえて，すぐに中央へ送って事なきを得た事例があり，役にたっていると思う。 

B 委員：18 年度利用状況の説明の中で，深夜帯の 211 件は 10 時から 10 時半まで電話を受け付

けたか，それとも診療した件数か。 

事務局：10 時以降で，実際に来ていていただいて診療を受けた方です。 

B 委員：18 年度の収支ですが，これは 18 年 4 月から 19 年 3 月までの分ですね。役務費の保険

料というのは，何か？ 

事務局：従事者の保険と，医療事故に対する保険です。前者が 50 万程度で，後者が 7 万円程度

の掛け金となっている。 

B 委員：従事者の保険とは，何に対してのものか。 

事務局：従事者が仕事の際にケガをしたとかの場合の保険です。 
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B 委員：コストが高いのでは？従事者の傷害保険みたいなものか？はたして必要なのか？ 

事務局：われわれ職員と同じく，公共の場で携わる職員がケガをした場合必要であると考える。 

B 委員：歳入の 60，783，737 円は市のどこへ入っていくのか？ 

事務局：雑入という科目へ入っていく。 

B 委員：市議会の議事録を見ると，予算が 6，000 万何某で，経費が 5，000 万何某と答弁され

ている。あれを一般の市議が聞いていると，あたかも一次救急の応急診療所に対して 6，

000 万円，二次救急として中央，回生に何某かの金額を出していると受け取れる。 

B 委員：収入がこれだけあって，それに対して歳出がこれこれある，市から持ち出しなしという

点を強調してほしい。 

事務局：歳出の質問は，国からの補助金などの財源などの説明は別にしているので，財源の答弁

は常にすることはない。 

B 委員：このような質問があったら，市会議員にわかりやすく説明してほしい。市は，応急診療

所にこんだけしか出してない。黒字なのだから，もう尐し一次救急を充実してもいいの

ではないか。 

事務局：決算委員会はもう終わったが，応急診療所の質問はなかった。二次救急，一次救急で，

先日中央，回生の両病院を委員会で視察に行きました。継続審査となっているので，来

年の 3 月まで審議されます。その中で，文教福祉委員会の報告をさせていただけたらと

思います。 

B 委員：一次救急，二次救急の問題は，この前，行政と医師会の話し合いの中にもあったが，こ

れから重要な問題になってくる。いかに一次救急応急診療所を充実していくかと，議員

さんたちと一緒にもっと突っ込んだ話をしていただきたい。 

C 委員：特に若い議員さんは一次救急と二次救急の意味があまり分かっていない。医療現場は大

変だということがわかっていただいただけでもいいのですが。収入，支出がどれだけかあ

まりわかってもらってないのでは。収入をあげていることを，きっちり言ってもらわない

と，夜やっているものは報われない。 

B 委員：医師会から議員への説明の場（懇談会）を開いてほしい。 

事務局：議会に委員会があるのでその場にテーマとしてあげていただいたら良いと思います。 

       文教福祉委員会で医師会の方，中央，回生の方をお呼びして，お話を伺いたいとの申し出

がありました。今，議会のほうで手続き等を検討中です。 

 

A 委員：12 月 29 日の扱いですが，日曜日にあたると普通の日曜日扱いなのか，年末扱いなのか。 

事務局：29 日は平日の場合は，昼間は休診とし，日曜の場合は及び平日の夜間は年末扱いと考

えている。応急診療所の条例では，年末年始は 12 月 29 日から 1 月 3 日と定められてい

るが，市長の特に認めた場合は休診にすることができるので，今年から行っても差支え

ない。 

A 委員：今年は 12 月 29 日は土曜日で休日ではないので，昼間は休診とする。 

D 委員： 片頭痛のドーミックについて，有効期限の関係でドーミック RM に変更してほしい。 

    抗アレルギー剤についてメイアクトの要望が多いがいかがか。 

    タガメットは，ガスターでは対応できないか。 

B 委員： ドーミック RM については OK。 

抗アレルギー薬は，小児科 DR.から要望があったが不要である。 

    リンデロン VG は，リンデロン DP も置けばよい。 

    緩下剤を置いてほしい。 

    インフルエンザキッドを置いてもらうとありがたい。 

 AED の設置について，早急に診療所に設置すべきである。 

    保健センターに設置してあるが，診療所が開業している夜間休日は施錠してあり，使用

できない。増設しないのであれば，設置場所を考えてほしい。 

事務局：当初，AED は総合保健センターに 1 個設置ということであったが，診療所が新しくな

ると尐し離れるので，増設を予算要求していく。 

A 委員： 毎月のレセプト点検時，思うこと。 

    タガメットを使用し，病名と合致しない症例がある。（胃潰瘍など検査もしないのに病

名をつける。） 
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    リンデロン VG 軟膏を使用しているが，病名と合致しない症例がある。 

 

A 委員：２診制については，必要であるという意見はあったが，まだ詰めていない。 

B 委員：年末年始，ＧＷ以外の連休 9 月や 10 月の３連休はどうか。ここ２～３年のデータを見

て，判断するように。 

B 委員： 電話受付を 10 時 15 分までとかにするようにして，10 時 30 分には帰れるように考慮

して欲しい。 

   10 時 30 分までの受付だと帰るのが，11 時近くになってしまうことがある。 

   そうすると，翌日の診療に差し障りがあるという意見がある。 

   議長：終了時間ぎりぎりにくる人がいる。患者教育というのも必要ではないか。コンビニ

感覚だと困る。 

事務局：30 分以上の時間外のあった日は，この 1 年間で 26 件で，年末年始昼 3 件夜間 1 件 

    平常昼 7 件夜間 15 件でした。参考まで報告する。 

B 委員：昼間各病院で診療してきて，応急診療所で時間外まで診療するのは厳しすぎる。 

   応急診療所の受付時間を検討すべきでは。会員からそういう意見が出ている。 

A 委員：希望者のみでやっているので，会員の意見をくみ取ってほしい。 

事務局：運用面で対応させていただいて，尐し様子をみさせてほしい。10 時 15 分以降電話は，

DR.に指示を仰ぐという形でいいですか。 

B 委員：10 時 15 分以降は，DR.に確認してもらって，10 時 30 分までにきてもらえるようお願

いしてもらう。 

C 委員：そういう場合は，看護師に住所を確認し，大体到着時間を予想して待っているが，必ず

と言っていいほど，遅れてくる。そこでトラブルがおこる場合がある。真剣に考えてほ

しい。時間のことは，ことが起こっては遅いので，事務の人もうまく対応してほしい。 

   なかなか時間とおりに来ていただくことは尐ないように思う。 

 

 

    

   

 

部長挨拶 

   鈴鹿市応急診療所運営委員会終了の挨拶。 

 

   


