
 

 

平成 24年度前期 鈴鹿市応急診療所運営委員会 議事録 

平成 24年 10月 2日（火）19：30～ 

鈴鹿市保健センター ２階 健康教育室 

【参加者】 

（委員）大森委員，西城委員，二井委員，濱田委員，生川委員，藤本委員，上荷委員 

（事務局）森保健福祉部長，近藤健康づくり課長，江藤管理ＧＬ，中田副参事，伊藤副参事， 

馬塲副主査，酒井 

１，挨拶 

  副市長 

 本日は，お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。平素は，鈴鹿市医師会・鈴鹿

歯科医師会・鈴鹿地区薬剤師会の皆様におかれましては，応急診療所業務に携わっていただき，誠にあ

りがとうございます。本市は，「市民が真に必要な医療が受けられ，安心して暮らしていける地域社会の

構築」をめざしており，「鈴鹿市応急診療所」は市民の休日及び夜間の 1次救急医療機関として，まさに

その重要な役割を担っております。 近年の救急医療の問題，特に小児救急医療につきましては，本市と

いたしましても最重要課題として取り組んでいるところでございます。本会議においては,関係団体の皆

様の御意見を伺い，今後の運営に役立てる事を目的としております。忌憚のない御意見，御指導をいた

だき今後の運営に活かし，より市民に信頼される診療所作りに取り組んでまいりたいと考えております。

これからも御理解，御協力をよろしくお願いいたします。 

 

【会長，副会長の選任】 

  会長が西城委員，副会長が渡部委員に選任される。 

 

  西城会長 

   平素は，応急診療所の運営にあたり，歯科医師会，薬剤師会，医師会の御協力のもと，大きなトラブ

ルもなく運営いただきまして感謝申し上げます。２３年度につきましても，約 1 万人の利用があり，鈴

鹿市民の休日夜間の 1次救急を担ってもらっています。しかし問題点として年末年始，特に平成 23年度

はインフルエンザや感染性胃腸炎の流行があり，救急患者が多く押し寄せたということがありました。1

次救急も他の 1 次救急告示病院や我々の開業医も手上げ方式で，何らかの 1 次救急患者を受け入れられ

るようなものを立ち上げていただいて，2次救急を担っている，鈴鹿中央総合病院，鈴鹿回生病院の負担

を軽減し，本来の 2 次救急医療を実施していただけるよう，機能分担をしっかりできるような仕組みを

作っていきたいと考えております。それが市民のみなさんが病気になった時に，いかに助かるかという

ことかと思います。本日は今後の運営管理に役立てて参りたいと思いますので，活発な御意見を賜わり

たいと存じます。よろしくお願いします。 

 

２，平成 23年度利用状況及び平成 24年度中間利用状況について 

（事務局）鈴鹿市応急診療所の利用状況について，平成 23年度は患者数が 10,067名で，22年度と比べ

ると 291名の増加となっております。インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症が流行すると患者数



 

 

が急激に増加する傾向にあります。23 年度も，12 月 23 日からインフルエンザ・感染性胃腸炎の患者

が多くなり，2月前半まで，多くの患者さんが来院された結果だと思われます。 

2ページは平成 23年度の受診者です。昼間医科は 4,630名，平均 66.1名，歯科は 129名，平均 1.8

名です。夜間平日は 3,226名，平均 11名，夜間休日は 2,082名，平均 30名です。2次病院紹介数は，

357名でした。 

3ページは平成 24年度の 8月までの受診者です。患者数は 3,555名で，内訳は昼間医科 1,428名，

平均 52.9名，歯科は 43名，平均 1.6名です。夜間平日は 1,378名，平均 11名，夜間休日 706名，

平均 26名でした。年度の前半は患者数が少なめで推移していると思われます。2次病院紹介数は，168

名でした。 

4 ページ目は平成 23・24 年度月別の比較です。8 月末までを比較すると，医科で５２名の減少，歯

科で ６名の減少で，合計５８名の減少となっております。 

次に 5.6ページはゴールデンウィークと年末年始の利用状況となります。5ページ目の上半分はゴー

ルデンウィークの 23年度・24年度の比較となります。今回は 4連休となると昼間が 100人を超える日

も多くありました。夜間も平均 40 人を超え患者数は増加傾向にあります。5 ページ目の下半分は年末

年始 22年度・23年度の比較です。12月 29日夜間より 1月 3日夜間までの総数は，昼夜を合わせまし

て 1116名、詳細は，前回の運営委員会にて報告させて頂いておりますので資料でご確認ください。 

  12月 29日を除くと，1日平均の患者数が，217.4名となり，応急診療所で対応できる限度を超えて

いると考えられます。今年は 11月頃から，年末年始を含めた応急診療所の，適正受診等の啓発につい

て力を入れていきたいと考えております。 

  7 ページは，23 年度科別・年齢別・地区別利用者数です。少しずつではありますが，内科の受診者

が増加傾向にあります。内科では平成 21年度は 36％，平成 22年度は 38％，平成 23年度は 41％と

いうように，内科の患者数が多くなってきております。それに伴い，小児科患者数の割合が減少して

きていると思われます。 

  8ページ目は，平成 4年度からの推移表となっております。9.10ページは 2次病院への紹介者数で

す。今回は 2 次病院への紹介者数を一覧にまとめさせていただきました。小児科の紹介患者数で，本

年度 7 月以降の中央病院非当番日の紹介状況は右下の表のとおりですが，三重病院・県立医療センタ

ーにて対応していただき，小児の 2次紹介については，特に混乱なく対応されております。10ページ

は，内科の紹介状況です。若干増加傾向にありますが，やはり 1 次 2 次病院のすみわけが定着してき

ているために紹介者数が増加してきているのではないでしょうか。以上で，利用状況の説明は終わり

ます。 

続いて平成 23 年度鈴鹿市応急診療所関係歳入歳出執行状況を報告させていただきます。歳入 科目 

雑入 衛生費雑入 節 保健衛生費雑入として，本人負担分 2445 万 2320 円，診療報酬分医科として

6975 万 4551 円，歯科 70 万 2491 円，証明手数料 81 万 8400 円，合わせまして 9,572 万 7,762 円でした。 

歳出 科目 衛生費 保健衛生 応急診療所費として，運営委員会報酬費としまして 10 万 5600 円，医

師等報償費といたしまして 4821 万 3423 円，消耗品費，食糧費，医科歯科の医薬材料費等の需要費とい

たしまして 1036 万 4110 円，切手代，電話代，保険料等の役務費といたしまして 151 万 2633 円，医師

会，歯科医師会，薬剤師会，警備業務等の委託料といたしまして 2152 万 1264 円でございます。医事コ

ンピューターの借り上げや使用料及び賃借料が 89 万 64 円，イルミネーター等の備品購入費が 9万 6687



 

 

円でございまして，合わせて歳出合計が 8270 万 3781 円でございまして，差し引き 1302 万 3981 円のプ

ラスでございました。この中には応急診療所に業務しております正規職員の人件費は含まれておらず，

それは 100％応急診療所に従事している訳ではありませんので，市の予算の衛生総務費の人件費として

計上されております。 

（議長）応急診療所は鈴鹿中央病院と鈴鹿回生病院が 2 次を引き受けて，バックアップしてくれている

から，安心して診療できています。年末年始等はインフルエンザ等の感染症が流行らなければ，患者

は 3 割減くらいにはなるのではないかと思いますが，やはり他の病院が休みになるので，１次病院が

もうちょっと頑張ってほしいなとは思いますが。 

（委員）年末の平均をとると２４７名ということでしたが，２人体制でやっても一人当たり１２０人は

超えますね。普通の診療所でも大変忙しいと思います。 

（議長）３診にするかといっても，する場所もありませんしね。 

（事務局）昼間の診療で１００人くらい，夜間で５０人くらいの患者しか受け入れられる体制ではない

かと思います。診療スペース等も考慮しまして，これ以上多くなりますと，待ち時間も長くなります

し，先生の負担も大きくなると思います。できればこの範囲で受け入れられるといいのではないかと

は考えております。そのためには，まず出来ることは，早い時期から，応急診療所の開設日や２３年

度の待ち時間などのデータも示しながら，年末年始に入る前に，早めにかかりつけ医にかかっていた

だくように啓発をしていきたいとは考えております。 

３月の運営委員会のときにも，受け入れが多すぎるということで，１次病院に話してはどうかとい

うことになりましたので，まずは状況について３病院にはお話に伺いました。「来年には協力をお願い

するかもしれない」ということはお話しております。夜間は年末年始も当番でやっていただいており

ますので，昼間について，負担金のことと併せて，診療していただけるようにお話したいとは思って

おりますが，すぐには返事をいただけないかと思います。しかしまた再度お話には伺おうと思ってお

ります。 

（委員）応急にこれだけ患者数は殺到するということは，１次救急告示病院の方の患者数も多くなっ

ているのでしょうか。 

（事務局）日別の詳細の人数につきましては把握しておりません。 

（委員）それが分かれば，患者さんを少し誘導していく，ということができるのではないでしょうか。

年末年始に来る患者さんは軽症の人はそんなにないかと思いますので，診療が必要な患者さんは全員

でシェアしながら，診療をしていかなくてはいけないでしょうね。 

（委員）医療機関も地域ごとに当番制で，手上げ方式で，医師会として決めることが出来ればいいの

ですが…。それは早急には解決しないことですね。 

（事務局）３病院の患者の流れについて把握して，数を示して繰り返しお願いに行くというのも 1 つ

の考えとして持っております。 

（委員）応急診療所が開設している時間の患者状況のデータを確認することは決しておかしいことで

はないかと思います。 

（事務局）それにつきましては，１度状況について確認してみます。 

（議長）１次救急病院に対して，当番日にどのくらいの患者が来たか，報告はないのですか。 

（事務局）半年ごとには報告してもらっております。 



 

 

（委員）月別くらいで報告してもらってはいかがでしょうか。 

（事務局）それにつきましては確認させていただきます。 

（議長）１２月のことですので，早々にデータを集めてお願いいたします。 

 

３，薬剤等について 

（事務局）「平成 23 年度応急診療所薬剤使用量」一覧表です。内服薬・外用薬・注射薬・歯科の順とな

っております。この使用量について前回の運営委員会で内容を検討頂き，使用量の少ないものは削除し

ていただきました。24 年度薬剤につきましては，その時にご承認していただき，「平成 24 年度応急診療

所薬剤使用量」に記載してある薬剤へ変更となっております。8月分までの使用量等を記載しております。

赤字のものは期限切れのために廃棄となったものです。また薬剤師会から，薬剤変更について 2 点提案

をいただいております。まずナウゼリン錠 10 ㎎をナウゼリン OD 錠 10 ㎎への変更についてと，２点目は

パセトシン細粒 10％をワイドシリン細粒 200 への変更いうことでご提案をいただいておりますので，ご

検討をお願いします。 

（議長）この件については，鈴鹿市医師会で検討させていただきました。この変更につきましては，理

事会で了承されました。 

（委員）原則は使用量の少ない薬剤については削りましょうということですが，２４年度は何品目の薬

剤があるのですか？ 

（事務局）数えてはおりません。 

（委員）数が多いと，デッドストックにもなりますし，在庫が多いと借金しているのと同じですからね。 

（事務局）薬剤師会に御協力いただき，薬剤の在庫が少しでも少なくなるように，管理していただきま

して，今年度は９月末にも在庫チェックをしていただきました。 

（委員）最少梱包単位で購入しているのですね。 

（事務局）はい，そうです。一番小さな単位で購入させていただいております。 

  

４，その他 

（事務局）「鈴鹿市応急診療所医療安全管理指針」により，平成 24 年度 9月末までの「事例報告」（ヒヤ

リ・ハット）について 3件ございましたので，資料として付けさせていただきました。すでに，医師会・

薬剤師会へ報告させていただいております。内容につきまして，１件目は患者から連絡があり判明しま

した。処方された薬が患者に渡っていなかった件です。２件目は医療事務員の入力ミスがあり，薬情を

見て調剤したために，薬剤が処方量より少なく手元に渡ってしまった件でした。３件目も同じく入力ミ

スで，処方量より少なく入力されていたが，カルテ記載をみて調剤されていたため，患者の手元には処

方通りの薬剤が渡りました。翌日に薬剤情報提供書，お薬シール等を差し替えに，患者宅を訪問しお詫

びいたしました。事故防止に向けて，１０月１７日と１８日に従事者には研修会を予定しており，再発

防止のために，指導をしていきます。 

続いて平成２４年度出前講座事業の中間報告です。昨年度より応急診療所の適正利用を目的とした啓

発事業として実施しております。平成 24 年 9 月までの実績は別表のとおりです。この他にも，ＣＮＳ救

急医療特集や広報すずか 9月 5日号でも，救急医療の特集を組みました。今後も，1次，2次病院の適正

受診について，啓発を継続していきます。 



 

 

（議長）３例のヒヤリ・ハットですが，誰が悪いとかではなく，システム上どのように変えていったら

よいかということですね。どういうふうにシステム・チェック体制を変えたらよいと思いますか。３例

とも同じような事例ですね。カルテの流れについてもう一回見直す必要があるのではないかと思います

が。薬剤師はカルテを見ながら調剤しているのですよね。 

（委員）カルテを見ながら調剤するのは基本でありますから，３例のうち２例目は問題があると思いま

す。薬剤情報を見ながら調剤することはないので，調剤をするときはカルテを見るということを徹底し

て行かなくてはいけないことです。基本的な流れとしましては，入力してからカルテ，薬袋，薬情，全

てが回ってきます。複数の薬剤師がおりますと，調剤，投薬を別々にして，必ず一人はカルテを見ます

が，必ずカルテを見ながら投薬をするのかというと，もう一人違う者を通過したという安心感があるの

か，見落とすケースがあるようです。再度徹底していかなくてはいけないと思います。 

（委員）医療事務員の入力間違いが起こっているうえに，調剤している薬剤師を通過しているのに，間

違いがあるということは，入力したものと，調剤したもので突き合わせて確認できないものでしょうか。 

（委員）システム上，事務と薬剤師が突き合わせる時間もないですし，会計後に投薬という流れになっ

ておりますので。最後に確認するチャンスがあるのは薬剤師ですので，徹底して行きたい 

（委員）あんまり焦らずに，混雑しているときは待ってもらって，慌てるとミスが多くなりますので。 

（議長）やはり多くの目でチェックするというのが大切だと思いますので，監査と投薬をしてもらうよ

うに，徹底してもらいたいと思います。 

（委員）このような事例が起きたということで，各部門に警告の紙等を貼りつけてあるのですか。 

（事務局）薬剤師会さんの連絡ノートには，必ず入力内容とカルテは確認してくださいと注意喚起のも

のは，作っていただいてあります。なおかつ医療事務員には，毎日薬剤師さんは変わるので，入力内容

とカルテを確認してもらうように，声掛けをするよう指導はしておりますが，徹底はされていないよう

ですので，こちらも指導していきたいと思います。 

（委員）目に留まるようなところに，掲示するもの効果的ではないかと思います。 

（事務局）実際には薬剤師さんのところで，誤りを発見してもらうこともあり，未然に防げているとこ

ろもあります。当事者の事務員だけでなく，今度の研修会では全員に，危機感を持って事務にあたって

もらいたい，ということを指導して行こうと思います。 

（議長）他に何かありますでしょうか。 

（事務局）平成２３年度定期健康診断の結果についてご協力ありがとうございました。本年度につきま

しても，２月中頃までにはご協力お願いいたします。 

（事務局）鈴鹿市では，鈴鹿市男女共同参画基本計画に掲げる市政への女性の参画拡大を推進しており

ます。その中，鈴鹿市審議会等の設置及び見直しに関する要綱に規定する審議会等を対象とし，女性委

員の割合を基本計画の最終年度である平成２６年度末までに，４０％以上を達成するよう，積極的な登

用に努めております。当委員会も対象となっておりますが，女性登用率が 0%になっております。もし選

出が可能であればお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

部長挨拶 

鈴鹿市応急診療所運営委員会終了の挨拶 


