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［配付資料］ 

○次第・名簿・滋賀県地域医療構想検討会議設置要綱 

 ○資料１「地域医療構想に関する考え方の整理」 

 ○資料２「現状と課題・構想実現に向けた施策（案）」 

 ○参考資料１「滋賀県地域医療構想策定に向けてのご意見・ご提案について（大津圏域まとめ）」 

 ○参考資料２「滋賀県地域医療構想目次（イメージ案）」 

日時：平成２７年１１月１３日(金) 

午後２時～午後３時３０分 

場所：滋賀県大津合同庁舎７－Ａ会議室 



機関・団体名 職　名 氏　　名

1 大津市医師会 会長 吉徳　克仁

2 打出病院 事務長 朝田　晃司

3 大津市民病院 副院長 青木　悦雄

4 大津赤十字病院 院長 石川　浩三

5 大津赤十字志賀病院 院長 馬場　信雄

6 堅田病院 事務室長 中野　志登司

7 滋賀医科大学医学部附属病院 病院長
（代理：副病院長）

松末　 隆
（田中　俊宏）

8 地域医療機能推進機構滋賀病院 院長 来見　良誠

9 ひかり病院 事務局次長 高橋　　裕

10 琵琶湖病院 理事長
石田　展弥
（欠席）

11 琵琶湖大橋病院 理事長 小椋　英司

12 琵琶湖中央病院 管理副院長 荒堀　光信

13 琵琶湖養育院病院
理事長

（代理：地域医療連
携室相談員）

加藤　守彦
（代理：中原ちか子）

14 山田整形外科病院 事務長 橋本　　勲

15 大津市健康保険部 部長 菅原　弘一

大津圏域地域医療構想検討会議
病床機能分化・連携部会　委員名簿



滋賀県地域医療構想検討会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 将来の医療需要と各医療機能の必要量等に基づき、地域の医療提供体制の目指すべき姿

を示すことを目的に、滋賀県保健医療計画の一部として位置づけられる地域医療構想の策定に

かかる検討を行うため、構想区域ごとに別表に掲げる地域医療構想検討会議（以下、「検討会議」

という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 検討会議は、次の事項について協議、検討する。 

（１）病床の機能分化・連携に関すること 

（２）目指すべき医療提供体制を実現する施策に関すること 

（３）その他、検討会議が必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 検討会議は、それぞれ委員４０名以内で組織する。 

２ 検討会議の委員は、次の各号に掲げる関係者のうちから、各保健所長が依頼する。 

（１） 医療・介護分野の関係機関・団体 

（２） 医療保険者 

（３） 市町 

（４） その他、特に必要と認められる機関・団体・者 

 

（座長及び副座長） 

第４条 検討会議に、座長を置く。また、必要に応じて副座長を置くことができる。 

２ 座長は委員の互選により選出する。副座長を置く場合は、委員の中より座長が指名する者を

充てる。 

３ 座長は、検討会議を代表し、検討会議の会務を総理する。 

 

（会議） 

第５条 検討会議は、座長が招集し、座長が議長となる。 

２ 座長が必要と認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することが

できる。 

 

（専門部会） 

第６条 検討会議に、必要に応じて専門的事項を調査検討するために、専門部会（以下「部会」

という。）を置くことができる。 

２ 部会は、座長が指名する委員で構成する。 

３ 第４条および第５条の規定は、部会において準用する。この場合、「検討会議」とあるのは「部

会」と、「座長」とあるのは「部会長」と、「副座長」とあるのは「副部会長」と読み替えるも

のとする。 



（庶務） 

第７条 検討会議の庶務は、別表に掲げる保健所において処理する。ただし、大津区域について

は、滋賀県健康医療福祉部健康医療課および大津市保健所による共同処理とする。 

 

（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

 

 

別 表 

区 域 会 議 名 庶 務 

大 津 大津圏域地域医療構想検討会議 大津市保健所・滋賀県健康医療福祉部健康医療課 

湖 南 湖南圏域地域医療構想検討会議 草津保健所 

甲 賀 甲賀圏域地域医療構想検討会議 甲賀保健所 

東近江 東近江圏域地域医療構想検討会議 東近江保健所 

湖 東 湖東圏域地域医療構想検討会議 彦根保健所 

湖 北 湖北圏域地域医療構想検討会議 長浜保健所 

湖 西 湖西圏域地域医療構想検討会議 高島保健所 
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ガイドライン P25 

○ 都道府県は、構想区域ごとに病床の機能区分ごとの必要病床数と平成 26 年度（2014 年度）（又は、

直近の年度）の病床機能報告制度による病床の機能区分ごとの集計数とを比較し、病床の機能の分化

及び連携における地域の課題を分析する必要がある。 

その際、在宅医療・介護の充実、医療従事者の確保、介護施設等の整備の状況など、可能な限り、多

様な観点から分析することが望ましい。 

 

平成 27 年 11 月 

地域医療構想に関する考え方の整理 

 

滋賀県健康医療福祉部 

 

【病床機能報告について】 

○ 病床機能報告で報告された病棟単位の医療機能について、基本的には、選択された各機 

能区分に応じた患者の受け入れを可能とするため、必要な人員配置や施設設備の整備を 

していただくことになります。 

○ ただし、各病棟には様々な状態の患者が入院されている実態があり、区分間で完全に 

 分けられるものではありません。地域医療構想策定ガイドライン（以下、「ガイドライン」 

という。）では、現状として入院患者の状態像の幅が大きいのであれば、その幅をできる 

限り小さくして、患者の状態変化に応じたケアを各病棟で受けたり、病床機能の異なる 

関係機関との連携を強化することが求められています。 

 

〔参考〕ガイドライン P35「図８患者の収れんのイメージ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ガイドラインでは、将来の必要病床数と病床機能報告制度による集計数とを比較し、 

地域の課題等について分析するとされています。 

 

 

 

 

 

 

○ 現在の報告制度は、定性基準による自己申告によるものでありますが、今後、国におい 

て定量基準の導入に向けて検討が進められます。 

○ 当面は、現在の報告制度と将来推計の考え方を前提としつつ、構想策定後に設置する協 

議の場（「（仮称）滋賀県地域医療構想調整会議」。以下、「調整会議」という。）において 

大きな観点から地域の病床のあり方について検討していくことになります。 

 

資料１ 
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【必要病床数の考え方について】 

○ 地域医療構想の目的は、将来の医療需要の変化を明らかにし、その変化に対応した地域 

にふさわしい提供体制のあり方や対策を検討し、推進することです。 

○ そのため、構想では将来の医療需要に基づく必要病床数を推計しますが、この推計値は、 

人口減少や高齢化の進展などを背景に、機能分化・連携や地域包括ケアの取組を進める 

ことを前提にした必要量の見込みです。 

○ 推計値は、構想区域の将来の姿として関係者で共有し、医療機能ごとに病床の機能分 

化・連携を進めることになりますが、その方法は、医療機関の自主的な取組を基本とし、 

調整会議の場での協議を踏まえて行うものであり、決して強制するものではありません。 

また、行政には、稼働している病床を削減するような権限もありません。 

○ 調整会議では将来のあるべき姿を常に確認しながら、各医療機関がどのような役割を 

 担い、地域の需給バランスを確保していくのかについて継続的に検討を進めていくこと

になります。 

○ 地域医療構想では医療機能ごとに必要病床数を定めますが、調整会議で協議・調整して 

いく中で、必要に応じて柔軟に対応していくことは可能であると考えます。 

 

【必要病床数の推計について】 

○ 必要病床数の推計については、厚生労働省令により計算式が定められています。 

○ 滋賀県医療審議会保健医療計画部会で示された県全体の考え方としては、現在の府県間 

あるいは構想区域間の流出入が将来（2025 年）も続くものと想定し、病床を推計するこ

とになっています。 

○ 望ましい医療提供体制は、高度急性期や一部の急性期を除き、患者住所地ベースの医療 

需要に対応できることでありますが、現状の限られた医療資源の中では課題も多いこと

から、圏域相互に補完しながら医療提供体制を構築してきたこれまでの経過も踏まえる

ことが現実的ではないかという考え方です。 

○ ただし、地域ごと、医療機能ごとにみていくとそれぞれに課題もあることから、そうし 

た課題を明らかにし、その解決策等について地域医療構想に盛り込むことにしています。

○ 県内の構想区域間で供給調整を行う場合は、具体的な提供体制の充実策を示すなどし 

ながら、関係区域間の合意や医療審議会での意見聴取のうえ、必要な病床を確保してい

くことが重要であると考えます。 

 

【必要病床数の見直しについて】 

○ 将来（2025 年）の必要病床数の位置づけについては、地域医療構想が滋賀県保健医療計 

画の一部として定めるものですので、基本的には計画期間（現行計画の期間は、平成 29 

年度（2017 年度）まで）における推計値となります。 

○ ただし、毎年度、病床機能報告制度による病床数と比較していく中で、例えば推計の根 

拠となる患者レセプトデータや人口推計などが更新された場合、また医療提供体制が大

きく変化する要因が生じた場合など、随時見直しをしていくことが想定されます。 

○ こうした進行管理の中で、2025 年以降の需要把握と、それに対応した提供体制のあり方 

についても、継続的に検証していくことが必要であると考えます。 
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ガイドライン P21 

○ 限られた医療資源の中で住民が安心して地域医療を受けるためには、在宅医療等の整備が先行し

た上で、慢性期機能の必要病床数に係る目標に向けた取組が不可欠である。一方で、医療提供体制や

地域包括ケアシステムの構築のためには、目標の達成が不可欠であることから、住民の理解を深めると

ともに、市町村や地域社会を巻き込んだ、医療だけではない地域全体としての取組が求められるもので

ある。 

【慢性期機能について】 

○ 慢性期機能について、現在療養病床に入院されている医療区分１の７割の患者は、将来 

は在宅医療や介護施設で対応することを目指していますが、患者個人の状態や家庭環境、

地域の受入体制など状況は様々であり、直ちにこの政策目標を達成することは困難が予

想されます。 

○ しかしながら、将来に向けて地域包括ケアシステムを充実させることにより、これまで 

困難であった在宅医療等への移行を可能とすることは、すべての地域で求められる取組

であり、そのために医療・介護連携を一層進める必要があります。 

 

○ また、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもらえる「かかりつけ 

医」を持つことが重要であり、そこから専門の医療機関を紹介したり、逆紹介を受ける

システムを構築するなど、病診連携の推進も求められます。 

○ 現在、国の「療養病床の在り方等に関する検討会」において議論されているところでも 

あり、検討会のまとめも踏まえて、調整会議の場で地域ごとの慢性期病床のあり方や対

策を検討することが必要と考えます。 

 

【地域医療構想の策定について】 

○ 現在、国においては、病床機能報告制度の精緻化に向けた検討（「地域医療構想策定ガ 

イドライン等に関する検討会」）や「療養病床の在り方等に関する検討会」などの議論が 

進められていますし、また、平成 28 年度には、次期診療報酬改定も控えています。 

○ 今回の地域医療構想は、こうした国の議論とも並行して策定検討していますが、いずれ 

も地域医療構想が目指す大きな流れは変わることはないと考えます。 

○ 国で進められる各種議論を踏まえた取組については、調整会議での検討が可能でありま 

すし、むしろ早期に構想を策定し、地域医療介護総合確保基金の確保に努めていくこと

が有益であると考えています。 
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大津圏域地域医療構想検討会議 

現状と課題・構想実現に向けた施策（案） 

 

１ 現状と課題  

（１） 高度急性期 

○  高度急性期機能の区域内完結率は、80.5％と比較的高い状況にあります。 

○  大津区域には大学病院や三次医療を担う医療機関があり、これらの医療機関では、区域内

のみならず、区域を越えた医療を提供する役割を果たしています。 

○  高度急性期機能については、広域の病床機能という役割があるため、地域の病床とは別の

視点でとらえ、高度・専門医療の提供体制を維持・発展させていく必要があります。 

 

（２） 急性期機能 

○  急性期機能の区域内完結率は、79.9％と比較的高い状況にあり、他の区域からの一定数の

受入れにも対応しています。 

○  急性期機能は、大津区域全体として充実している状況にありますが、同様の機能を有する

病院間の機能分化をさらに進める必要があります。 

○  機能分化にあたっては、主な疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞・精神疾患等）や主な事

業（救急医療・周産期医療・小児医療等）など、必要な医療機能ごとに役割を明確にしなが

ら進める必要があります。 

○  「平成 25 年病院報告」によると、大津区域の一般病床における平均在院日数は 14.6 日と

なっており、全国平均の 17.2 日、滋賀県平均の 17.1 日に比べ短い傾向にあります。 

○  平均在院日数が短縮される中、急性期から回復期・慢性期・在宅療養等に移行する入院患

者や家族が安心して退院できるよう、退院調整機能を強化する必要があります。 

○  精神障害者や認知症患者で合併症を抱えている患者への対応を充実させるために、さらな

る病病連携が求められています。 

 

（３） 回復期機能 

○  回復期機能の区域内完結率は、79.1％と比較的高い状況にあります。 

○  将来推計では、回復期機能のニーズが増大することが見込まれることから、機能充実に向

けた対策が求められています。 

○  高度急性期・急性期を終えた入院患者の受入れや在宅医療等への円滑な流れをつくるため、

回復期機能の充実を図る必要があります。 

○  また、在宅療養患者の急変時の対応やレスパイト入院などの提供体制について、慢性期機

能との連携を図りながら対応していく必要があります。 

○  平成 27 年（2015 年）10 月現在、大津区域における地域包括ケア病棟を有する病院は１病

院です。今後増大する回復期ニーズに対応するためには、地域包括ケア病棟の整備・充実が

求められています。 

 

（４） 慢性期機能 

○  慢性期機能の区域内完結率は、67.0％となっており、区域内の一部の患者は、京都府や湖

南区域などへ流出している状況です。 

資料２ 
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○  「平成 25 年病院報告」によると、大津区域の療養病床の利用率は 94.4％となっており、

全国平均の 89.9％、滋賀県平均の 90.6％のいずれも上回っている状況です。 

○  療養病床の入院受療率（人口 10 万人あたり）について、大津区域は 170 となっており、全

国中央値でもある滋賀県の入院受療率 144 を上回っています。 

〔参考〕全国最大値：391（高知県）、全国最小値：81（山形県） 

○  平成 37 年（2025 年）の慢性期機能の医療需要の推計は、入院から在宅医療等への移行や

全国的な地域差解消という政策目的が反映されていますが、それらを踏まえても需要は増加

しています。 

○  慢性期機能の病床推計は、現在の流出入を踏まえた数値（医療機関所在地ベース）となっ

ていますが、本来の望ましい姿は、身近な地域で入院できる提供体制の構築です。 

○  特に、医療ニーズの高い患者など、慢性期機能の病床が果たす役割は、介護老人保健施設

などとともに重要となります。 

○  以上のことも踏まえ、大津区域の慢性期機能は、在宅医療等の提供体制と一体的にとらえ

つつ、必要な病床機能を確保・充実していくことが必要です。 

 

（５） 在宅医療等 

○  入院から在宅医療等への移行が進むことを前提とした推計結果では、大津区域の在宅医療

等の医療需要は、平成 37年（2025 年）には 1.65 倍に増える見込みとなっています。 

○  このうち、訪問診療分の需要は、同様に 1.57 倍に増える見込みです。 

○  平成 27年（2015 年）6月現在で、大津区域の人口あたりの在宅療養支援診療所数および訪

問看護ステーション数は、滋賀県平均を上回っていますが、今後増大していく需要に対応す

るためには、介護サービスともあわせて、さらなる充実が必要です。 

○  在宅医療、介護サービスの充実には、医療・介護の切れ目のない連携が重要であり、また

慢性期機能との連携・調整がこれまでに以上に重要となります。そのためには、多職種によ

る人的なネットワークとともに患者情報を共有するしくみづくりが必要です。 

○  在宅医療等には、認知症患者、がん末期患者、心不全・呼吸器末期患者など多様なニーズ

があることから、それらに十分対応できる体制整備が必要です。 

○  退院から在宅療養、在宅看取りに至るまで、また在宅療養患者の急変時の入院対応など、

スムーズな流れをつくり、患者のサポートができる体制を整備するためには、病院と在宅療

養サービス提供者、また、医療機関と介護事業者などが密に連携するとともに、行政による

調整機能の役割も必要です。 

○  安心して在宅療養できる環境を整備するためには、大津区域内に生じている地域間格差を

解消する対策も必要です。 

○  退院調整機能を充実させるなど、病院が地域の在宅医療等をサポートできる体制づくりも

求められています。 

○  サービス提供体制を充実させることとあわせて、住民の地域医療・介護に対する理解を深

め、かかりつけ医を持つことの普及促進を図る必要があります。 

 

（６） 主な疾患別 

○  主な疾患別（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、成人肺炎、大腿骨頚部骨折等）の区域内完結

率について、各医療機能別にみてみると、概ね 80％程度であり、全体的に区域内で対応でき

ている状況です。 
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○  将来の医療需要では、上記の主な疾患すべてにおいて増加傾向にあることから、それぞれ

のニーズに対応できる体制の確保が求められます。 

○  特に、患者数が多いがん、患者増加率が高齢化に伴い高くなる脳卒中、成人肺炎、大腿骨

頚部骨折などへの対応が必要となります。 

 

（７） 医療・介護従事者 

○  大津区域の医師、看護師などの医療従事者数は全国平均、滋賀県平均を上回っていますが、

他区域からの受入れも対応している高度急性期機能・急性期機能を維持・確保していくため

に、専門医師や認定看護師などを含む人材の確保・養成が必要です。 

○  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったセラピストの数は、いずれも滋賀県平均を

下回っています。 

○  回復期機能の充実や、在宅療養患者・介護施設入所者などの生活機能向上を図るためには、

リハビリテーションを提供する人材の確保が求められます。 

○  今後増大・多様化する在宅医療等の需要に対応するためには、在宅医療に取り組む医師、

訪問看護師など医療従事者の量的確保と資質の向上を図る必要があります。 

○  介護従事者は、慢性的に不足する状況の中、人材確保・定着対策をより一層強化する必要

があります。 

 

（８） その他 

○  大津区域では、平成 37 年（2025 年）以降も平成 52 年（2040 年）まで、75 歳以上人口は

増え続ける予測となっており、これに伴い各医療機能別の医療需要は平成 37 年（2025 年）

以降にピークを迎える見込みです。 

○  このため、平成 37 年（2025 年）以降の医療需要も見据えた提供体制を検討することも必

要です。 

○  区域内の医療提供体制を検討するにあたり、地理的状況も踏まえ、例えば南部地域と北部

地域の実態把握など、きめ細やかに分析することも必要です。 

 

２ 構想実現に向けた施策  

（１） 病床機能分化・連携の推進 

  広域的な高度急性期機能の維持・確保を図るとともに、疾患に応じた急性期機能の体制整備、

回復期機能の充実強化、さらに不足する慢性期機能については、在宅医療・介護サービスと連

携・調整をしながら一層の充実を図ります。 

  多様な、また今後増えていく患者ニーズに的確に対応できる体制づくりを進めるために、医

療機関の役割分担を明確にし、あわせて機能の異なる関係機関間の連携を推進します。 

〔主な施策例〕 

   ・不足する病床機能への転換を図るための施設設備の整備促進 

   ・回復期機能充実のための地域包括ケア病棟の整備促進 

   ・異なる機能を有する病院間連携、病診連携の取組 

   ・滋賀県地域連携パス（肝臓がんパス、緩和ケアパス、糖尿病パス・ＣＫＤパス・ＣＯＰ

Ｄパス・急性心筋梗塞パス・冠動脈インタベーション後パス等）の充実に向けた取組 

   ・医療機能や役割について医療機関間で情報共有できるしくみづくり 

   ・医療機関の機能等に関する情報発信、住民への普及啓発 等 
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（２） 在宅医療・地域包括ケアシステムの充実 

  2025 年に向けて高齢者の増加が著しい大津区域において、増大する在宅医療・介護ニーズに

対応できる地域包括ケアシステムの構築を進め、住み慣れた地域で安心して最期まで暮らせる

まちづくりを目指します。また、健康づくり、介護予防の取組を推進し、健康でいきいきと生

活できるまちづくりを目指します。 

〔主な施策例〕 

 ・在宅医療・介護サービスの基盤整備の促進 

    訪問診療・訪問看護・訪問リハビリテーション等充実のための機器整備、 

グループによる在宅医療支援チーム体制の整備、訪問看護ステーションの機能強化、 

介護施設の整備、在宅医療・介護連携拠点の整備など 

   ・医療福祉連携、多職種連携による地域包括ケア推進について協議する「（仮称）地域包括

ケア推進連絡協議会」等の設置検討 

   ・病院と医師会（診療所）・介護支援専門員等による入退院支援の取組 

   ・短期療養入院を目的とした「在宅患者登録制度」（あらかじめかかりつけ医師が連携病院

に対象患者を登録しておく制度）の実施検討 

   ・在宅療養・介護サービスや看取りのあり方に関する住民への普及啓発（在宅療養や地域

包括ケアシステムに関する手引き書作成など）、相談窓口の充実に向けた取組 

   ・精神科チーム医療と地域ケア包括ケアシステムの連携の取組 

   ・医療保険者と医療機関が連携した取組（重複受診者対策など） 等 

 

（３） 医療・介護従事者の確保・養成 

  効率的で質の高い医療提供体制を整備し、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築

するため、それらを支える人材の確保・養成を進めます。また、患者・利用者が安心してサー

ビスを受けられるよう、各専門職員の資質向上を図るとともに、医療・介護が切れ目なくサー

ビス提供できるための職種間の連携強化に取り組みます。 

〔主な施策例〕 

   ・総合診療医育成プログラムの作成・運用の支援 

   ・訪問看護師育成プログラムの作成・運用の支援 

   ・特定行為看護師研修制度の支援 

   ・リハビリテーションを提供する人材の確保 

   ・潜在医療従事者の就業登録窓口等の設置支援 

   ・医療・介護従事者が働き続けられる職場環境づくりの取組 

   ・多様なニーズに対応できる在宅医療・介護関係者の人材育成（介護支援専門員の教育・

研修の実施、介護職への教育支援プログラムの検討・実施など） 

   ・課題に応じた研修体系の構築（障害者サービスのマネジャーと介護支援専門員の合同研

修など） 等 



【大津圏域まとめ】滋賀県地域医療構想策定に向けてのご意見・ご提案について

１．2025年の必要病床数について

NO 病院・団体名
1 大津赤十字病院

2 大津赤十字志賀病院

3 堅田病院

4 滋賀医科大学医学部
附属病院

5 ＪＣＨＯ滋賀病院

6 ＪＣＨＯ滋賀病院

7 ひかり病院

8 琵琶湖病院

9 琵琶湖中央病院

10 山田整形外科病院

慢性期病床は大津医療圏では不足していますので、パターンBでいいです。
医療供給調整の考え方は、医療機関ベースでいいですが、2025年の必要病床数ということになりますと、急性期＋慢性期の総数は若干増やす（最低横ばい）必要
があります。急性期＋回復期の需要も増えますし、在院日数短縮で対応するにしても減らないと思います。これに慢性期を大津医療圏で賄おうとすると不足してき
ますので、若干の増加が必要と考えます。

大津保健医療圏においては、県内他医療圏域より高度急性期患者の流入数も多いため、高度急性期病床の削減はすべきでないと考える。

病床機能の分化推進の観点から、高度急性期医療の提供を主とする医療機関においては、回復期病床を設置する必要はないと思われる。

慢性期の患者の他医療圏への流失が多いとの事に関して、療養病床として当院では170床で運営しているが大津医療圏での当院の果たすべき役割から、入院の
際に入院期間が3ヶ月～6ヶ月と説明し、それ以上の期間（長期、例えば年単位もしくは終身）での入院希望者に対してはお断りをしている。入院された後にも在宅
復帰を最優先に、もしそれが無理な場合は患者家族の意向を尊重しながら施設入所や転院先を考えていただいている。しかし、他医療圏特に京都の東山区、山
科区ある大手の病院には終身希望の患者の受け入れを積極的に行っている病院があり、患者家族の希望でそちらを選ぶ方も多い、当院からも転院される。大津
から他の医療圏に流失する患者が多いのはその辺にも原因があるのではと考える。

慢性期の目標設定をパターンBとすることは妥当と考えます。但し、介護需要への対応と一体的に考えることが不可欠の条件です。
供給調整の考え方については「医療機関所在地ベース」を基本としつつも、「慢性期機能」については患者流出の現状、在宅への移行の観点から住み慣れた地と
の近距離に慢性期機能は存在すべきとの考えから、「患者住所地ベース」の供給調整を十分に考慮すべきと考えます。

在宅医療との一体化、地域包括ケアシステムとの構築といわれているが、在宅医療老老介護・独居高齢者、等を考慮するとどこまで可能か、医療機関所在地ベー
スで地域包括ケアシステムが具体的に組めるのか、もう少し詳細な計画が必要と思われる。

ご意見・ご提案

パターンＢについて異論なし。
供給調整について、「推定病床数」と「稼働病床数との平均」との差がどれくらいになっているのかが示されないと、各医療機関の理解が得られないのではないで
すか。

慢性期の目標設定（パターンＢ）や、供給調整の考え方（医療機関所在地ベース）で問題は無いと思われる。
ただし、慢性期については患者住所地ベースにしないと最終的に患者が県外へ流出してしまい、ひいては急性期からそれを見越して流出する可能性が出てくる。

慢性期の目標設定は、パターンＢでよいと思います。
供給調整の考え方ですが、高度急性期と急性期は、医療機関ベースでよいと思いますが、回復期と慢性期は、患者さんにおいては、自宅に近いところの医療機関
において診療が受けられることがより良いと考えられるので、出来れば回復期、慢性期の供給調整は、患者住所ベースが望ましいと考えます。

パターンＢ、医療機関所在地ベースで調整していただく中で、今後目標とされる病床数が調整困難な場合は、他地域圏との調節や患者住所地ベースによる必要病
床数も踏まえて考慮していただきたい。

参考資料１
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２．入院患者の受療動向および疾病別医療需要について

NO 病院・団体名
1 大津赤十字志賀病院

2 大津赤十字志賀病院

3 滋賀医科大学医学部
附属病院

4 ＪＣＨＯ滋賀病院

5 琵琶湖病院

6 琵琶湖病院

7 琵琶湖中央病院

8 琵琶湖中央病院

9 山田整形外科病院

ご意見・ご提案

大津圏域においては、すべての疾患（がん、心筋梗塞、脳卒中、肺炎、骨折、外傷等）においての2025年医療需要完結率は80％前後であり良好と考えられる。

患者の流出入については、京都方面への流出は急性期、慢性期いずれも生じていますが、この程度の数字は許容範囲です。高度急性期は京都方面に専門施設
が充実していることからこの数字は妥当です。問題は、慢性期の流出で、地域住民が2次医療圏で完結できる方がいいと、望むならその方向を示すべきです。もち
ろん戦後日本の発展と共に家族体系や居住地と郷里との関係、交通の便利さなどから「地域」を考える視点が、社会的、環境的にみて大きく異なって来ています
ので、慢性期の療養病床においても地域間移動をある程度許容する考え方も成立すると思います。疾患別にみると、5大疾病のいずれもが約80％の圏域内完結
率ですので、問題は少ないと思います。これは大津医療圏に大学病院を含めて基幹病院が3つ存在し、急性期医療に迅速に対応しているからです。

高度急性期と急性期の区別が曖昧である。

圏域完結率、患者流出の状況から、慢性期機能の充実が当医療圏においては必要と考えます。

療養病床医療区分１入院患者の７０％を含む在宅医療等の医療需要の増加予測が顕著です。この７０％の中には医療依存度の高い患者、かなりの介護力を必
要とする患者が存在します。医療・介護一体の在宅療養を支える地域のシステムが不可欠です。

今後の高齢化社会においては、高度急性期、急性期、回復期、在宅医療としての流れは各疾病の医療需要を鑑みても重要である。只、高度急性期は限られた必
要医療機関になると思われる。高齢化需要においては、急性期・回復期が必要で今後大津圏域では、湖西医療圏域と一つの医療圏として考える必要があると思
われる。

滋賀医大、大津日赤、大津市民の3医療機関は、地域医療という枠を超えた存在であり、その3者を除いた受療動向や疾病別需要に注目すべきではないでしょう
か。
回復期・慢性期の流出入の「望ましい」数値が算出されるとよいと思いますが、難しいでしょうか。

大津圏域から京都への流出が高度急性期に比べて、急性期、回復期、慢性期において多いが、その原因とは何か？
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３．将来の望ましい医療提供体制のあり方について

NO 病院・団体名
1 大津赤十字病院

2 大津赤十字志賀病院

3 堅田病院

4 滋賀医科大学医学部
附属病院

5 ＪＣＨＯ滋賀病院

6 琵琶湖病院

7 ひかり病院

8 琵琶湖中央病院

9 山田整形外科病院

今後、高齢化が進んでさらに医療と介護の需要増大が予想される中で、高齢者に係る医療、介護を取り巻く環境の充実が必要。そのためには、急性期医療から回
復期、慢性期、さらに在宅医療、介護まで一連のケアが切れ目なく提供される体制を構築していく必要があると思います。

急性期医療は全体としてみればほぼ充実していると考えられますが、同様の機能を持った基幹病院間の機能分化が課題です。高度急性期機能は、今後、診療報
酬上の点数だけでなく医師・看護師等人的配置体制、疾患難易度、高度先進医療などの量的なものも勘案されると推測され、大学病院、大津日赤病院（＋成人病
センター）を中心とした体制で県全体として取り組むことが医療資源の有効活用、質の担保、さらには京都地区への流出を最小限する観点から望ましいと考えま
す。回復期（＋急性期）機能の充実は、地域包括ケア病棟が担うのが相応しいかも知れませんが、診療報酬上の問題がどう動くかによります。
患者視点に立った望ましい医療供給体制は急性期・高度急性期機能の更なる分化と連携、回復期機能を担う病棟の増加が望まれますが、問題は慢性期の受け
皿の改革です。慢性期の患者の流れをどう作るか、こちらが大きな課題です。

患者及びその家族が望む医療提供体制を行政等が支援できる仕組み作りが必要。

現在の病床数を減らすことなく医療を提供すること。
療養病床についても同様であるが果たすべき役割については変えていく必要がある。救急車で急性期病院に運ばれた高齢者が入院の必要なしと診断され家に
帰ったが、又翌日もしくは場合により数時間後に再び救急車で運ばれる事態があると聞く　今後もこの傾向が続くなら後期高齢者が増加するに従い、救急医療体
制が崩壊する懸念もある。その際に急性期病院、在宅主治医との連携のもと療養病床での受け入れが望ましい。従来急性期機能を持たない療病病床では現時
点では難しいがその体制を構築していく事が必要と考える。

高度急性期・急性期医療機能を圧縮し、地域包括ケアと近距離に位置する回復期機能(例えば地域包括ケア病棟）の充実を図り、かかりつけ医機能と一体となっ
た地域の在宅医療を進める多機能連携、多職種連携による地域完結型医療供給体制を構築する。慢性期機能の確保、介護サービスの充実は不可欠である。

医療圏における医療機関機能別連携を疾病別・機能別の流れを明確に提供体制が構築される事を期待したい。

ガイドラインに示されているように、高度急性期、急性期の一部は、2次医療圏を越えて医療提供体制をつくり、慢性期、回復期、急性期の一部は、2次医療圏で医
療提供体制を構築するのが、患者さんのニーズから良いと考える。大津圏域の医療供給体制は、大津市は南北に長く、大津市北部と南部を分けて考える必要が
ある。

ご意見・ご提案
医療区分、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の医療機関と、在宅医療、訪問看護、ケアマネージャー、介護施設を、病態に合わせスムーズに医療サービスを
受けられる体制を構築し、地域完結型の医療圏が出来る事が望まれます。救命の必要な時にもこたえられる医療提供体制が大切です。

回復期、慢性期の定義を各医療機関ですり合わせる必要があれば、まずそれをしていくべきでしょう。そのうえで、両者合わせた流出入差が小さくなるようにする
と、大津に住む地域住民にとっては、大津から離れることなく治療・療養が続けられやすくなる。
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４．大津保健医療圏における課題について

NO 病院・団体名

①病床機能の分化・連携
1 大津赤十字病院

2 大津赤十字志賀病院

3 滋賀里病院

4 大津市医師会

5 大津市医師会

6 大津市健康推進連絡
協議会

7 大津市健康推進連絡
協議会

②在宅医療・地域包括ケアシステムの構築
1 大津赤十字病院

2 大津赤十字志賀病院

3 堅田病院

4 滋賀医科大学医学部
附属病院

5 滋賀里病院

6 ＪＣＨＯ滋賀病院

7 ＪＣＨＯ滋賀病院

8 ＪＣＨＯ滋賀病院

9 ＪＣＨＯ滋賀病院

10 ＪＣＨＯ滋賀病院

11 ＪＣＨＯ滋賀病院 医療依存度の高い患者であっても安心して在宅療養や介護を行なえるよう、夜間の介護サービスや訪問看護の体制充実が必要。

高島保健医療圏では、精神科ベッドがないため大津への流入が前提となっており、上記問題と同様のことが起こる可能性が高い。
精神科の地域サービスは、訪問看護や支援センター、デイケア等が拡大しつつあるが、精神障害者の介護サービスの利用については、個別に適応できる方を除く
と、ほとんど対応されていない。65歳で障害から介護にマネジメントが移ることの問題もある。

３６５日、２４時間の在宅医療を提供できるだけの人員や体制の不足。

訪問看護ステーション数、訪問看護師数の不足。

圧迫骨折やレスパイト入院など急性期で受け入れていただけない患者は、回復期で受け入れるのか、慢性期で受け入れるのか。

地域包括ケア病棟の取扱いはどうなりますか。

回復期、慢性期の病床が少ないため、在宅療養に向けての準備が十分にできないと思う。

病院が遠いと家族の身体的、精神的、経済的な負担が大きいので、近くで入院できる方がよい。

ご意見・ご提案

高齢化の急速な進展に伴い、精神障害者の合併症患者も増えているが、対応できる病院がほとんどない。認知症患者で重い合併症を抱えているケースでは、精
神科単科病院では救急の受入れを躊躇することもある。病病連携のさらなる充実が必要。

「後方医療機関の不足」…高度急性期と急性期の次の段階で、後方病院へ引き継ぐべく、今後は回復期と慢性期機能の充実と介護や老健施設の充実無くして
は、難しいものになると思われる。

医療介護連携においては、中、比叡の地域包括支援センターとの連携が多く、良好な関係が構築できているが、その他のエリアでは対応力に差を感じます。また、
ケアマネージャーの対応力にも差が有るため、困難ケースを依頼できる方が限られる。

急性期の充実した病院が3つあり、専門的医療・救急医療では住民は恵まれています。しかしながら、後方支援病院や施設が不足していると感じます。病診連携網
や診療科のネットワークを通じて転院先を探しますが、苦慮することも多いです。大津市医師会中心に在宅医療の推進が図られていますが、介護施設や慢性期病
床、地域包括ケア病棟等の受け皿の整備を進める必要があります。

地域の病院として在宅部門をもう少し充実させていきたい。

葛川学区の医療に対して、近くの病院として支援を検討したい。

患者の情報提供を共有する体制づくりが必要
　　・病診連携、地域包括支援センター、居宅支援事業所等の連携　　・在宅療養支援システムの活用

理想的な介護を提供するに足りる事業者の育成が必要。

医療依存度はさほど高くはないが、介護施設等では医療ケアが必要として受け入れてもらえないなど、医療と介護の狭間にある患者の生活の場の確保が必要。

在宅医と病院医間の連携（理想的な在宅医療像の共有）不足。
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４．大津保健医療圏における課題について

NO 病院・団体名

②在宅医療・地域包括ケアシステムの構築
12 ＪＣＨＯ滋賀病院

13 ＪＣＨＯ滋賀病院

14 琵琶湖中央病院

15 大津市医師会

16 大津市医師会

17 大津市医師会

18 大津市訪問看護ス
テーション連絡協議会

19 大津市健康推進連絡
協議会

20 大津市健康推進連絡
協議会

21 大津市健康推進連絡
協議会

③医療・介護従事者

1
大津赤十字病院

2
大津赤十字病院

3
大津赤十字志賀病院

4 ＪＣＨＯ滋賀病院

5 ＪＣＨＯ滋賀病院

6 ＪＣＨＯ滋賀病院

7 ＪＣＨＯ滋賀病院

8
琵琶湖中央病院

9
琵琶湖中央病院

医療依存の高い利用者さんの介護施設の不足。訪問看護との連携ができるサービスが不足している。小規模の介護サービス事業所が多く、各サービスとも拠点
となるような施設（小規模で対応できないところをサポートする役割を含む）がない。

入院適応の無い患者の在宅復帰に対する行政の支援が必要。

医療施設を退院してから在宅看取りに至るまでの過程において、医療施設・介護事業者等がシームレスな患者サポートを提供できるよう、行政の支援が必要。

患者を中心とした切れ目のない医療、介護サービスを提供できる人材や人員、仕組みの不足。

少人数のケアマネージャーであっても、十分なサービスが提供できる仕組みが必要。

（再掲）訪問看護ステーション数、訪問看護師数の不足。

在宅療養をする時に、きちんと対応してもらえる医療・介護のサービスが十分にあるのか心配に思う。

かかりつけ医をもつと言われても難しい。普段健康で、病院や診療所にかかることが少ないため決めにくい。かかりつけ医と思いにくい。

困ったとき受診できなくても、往診してくれる医師が近くにいてほしい。どこにいるのかわからない。

（再掲）３６５日、２４時間の在宅医療を提供できるだけの人員や体制の不足。

在宅連携については介護力不足による退院困難事例が多くあります。医療・介護のシームレスな連携は当医療圏の大きな課題と考えます。また慢性期機能との
連携についても当医療圏においては連携先が不足しています。

ご意見・ご提案

在宅療養支援診療所が少ない。

受皿としての特別養護老人ホームが少ない。

ケアマネジャーと主治医との連携がスムーズにいいていない。

専門医をはじめとする医療従事者の安定的確保に日々苦労しています。

介護施設、高齢者住宅を含めた在宅医療等の目標を共有する医療・介護ネットワークの構築が不可欠です。医療の見直しと介護の見直しを一体としてすすめる、
「医療福祉」施策のよりいっそうの推進が求められます。

がん末期の患者（疼痛緩和や栄養管理等が必要な方）の在宅看取りをお願いできる開業医の絶対数が限られる。

湖西地域の呼吸器科・泌尿器科・血液内科等専門医の不足を感じる。

病院機能と在宅部門を両立するためには、総合診療に対するmindを持った医師が必要
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４．大津保健医療圏における課題について

NO 病院・団体名

③医療・介護従事者

10

大津市医師会

11
大津市介護サービス
事業者協議会

④その他

1 ＪＣＨＯ滋賀病院

2 ＪＣＨＯ滋賀病院

3
ＪＣＨＯ滋賀病院

4

ひかり病院

5

山田整形外科病院

6
大津市健康推進連絡
協議会

7
大津市保険年金課 大津市国民健康保険では、医療費適正化対策として重複受診者への訪問指導活動を行っていますが、より効果的な重複受診者対策の推進のためには、 医療保

険者と機関が さらに連携する必要があるので はないかと思慮してます。

患者本人の医療・介護についての意思決定をサポートする仕組みが不十分。特に家族背景が複雑な患者については、行政の介入により患者や患者家族の意思
決定をサポートする仕組みが必要。

認知症患者への対応、在宅での療養が難しい理由の一つに認知症がある。朝昼夕に服用すべき薬が適正に服用されず症状が重くなる。出来るだけ朝一回で済
むような処方にしたとしても、それすら服用されない。結果病院に入院治療となる、療服薬管理に訪問看護ステーションが毎回の訪問は無理である。独居の場合は
特に問題となる。大津医療圏のみの課題ではないが近くの住民のボランティアなどの協力体制が必要か、療養病床では、認知症の患者の入院の際、大声はまだ
しも、徘徊される方の受け入れは困難で車椅子利用の方以上しか受け入れが出来ない現状がある。何か方法はないだろうか、確か難病の患者を受け入れる場合
に県の補助の制度があつたか（？）と思うが。

心不全末期・呼吸不全末期など、がん以外の末期患者を受け入れる医療施設・介護施設が必要。

在院期間が短くなると家に帰ってからが不安。どこでどのようなサポートをしてもらえるのかわからない（病院内、地域とも）。

ご意見・ご提案

内科系以外の専門医（往診できる）の不足（耳鼻科、眼科、皮膚科など）。在宅医（往診する医師）が少ない。
訪問リハビリを実施するＰＴ、ＳＴが少ない。
訪問薬剤師、訪問栄養士の不足。

認知症患者に対応可能または特化した施設の不足。

当病院は、整形外科が主体の病院であります。高齢者の腰椎圧迫骨折・大腿部頸部骨折者が在宅、介護施設、等から救急搬送されるケースが多々増えてる状況
がありますが、問題は、認知症を患ってる患者、特に重症と云いますか、徘徊される患者で身内がいない、又極度の内科疾患の患者の受け入れと搬送先の確保、
この方々の手術後の連携先、等疾患別連携、専門医との連携、大津保健医療圏だけの問題ではないのですが、今後の課題と思われます。

介護施設・事業所における、慢性的な人材不足。高齢者人口の増加に伴い、新規参入等による供給過多（地域により差はありますが）があり、介護職員の採用が
追い付かない。福祉整備計画に現場運営がついて行っていないのが現状である。
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５．望ましい医療提供体制・地域包括ケアシステムの実現に向けた施策について

NO 病院・団体名

①病床機能の分化・連携
1 大津赤十字病院

2 大津赤十字志賀病院

3 大津赤十字志賀病院

4 大津赤十字志賀病院

5 堅田病院

6 滋賀医科大学医学部
附属病院

7 滋賀医科大学医学部
附属病院

8 滋賀里病院

9 ＪＣＨＯ滋賀病院

10 ＪＣＨＯ滋賀病院

11 琵琶湖中央病院

12 琵琶湖中央病院

13 琵琶湖中央病院

14 山田整形外科病院

15 大津市訪問看護ス
テーション連絡協議会

②在宅医療・地域包括ケアシステムの構築
1 大津赤十字病院

2 大津赤十字志賀病院

3 堅田病院

4 堅田病院

5 堅田病院

急性期病院の機能の変化（単価治療や在院日数など）をもっと広報すべき

慢性期の中に、介護・老人施設で対応すべき部分、又は対応できる部分が有ると思われる。
例えば特別養護老人ホームの施設を増やし、医療機関は急変時でも受け入れがスムーズに行えるようにすることが必要である。

ご意見・ご提案

各病院の役割、機能の理解を深めるための情報公開

高度急性期病院と他の機能の病院との連携強化に対する支援

回復期機能の充実のための理学療法士の確保充実に向けての支援

地域の各医療機関の提供体制を、住民へ情報提供し、普及啓発を行う。

「地域包括ケア」病棟の増床：整備や、施設の改良費用の補助等

「慢性期病床」の見直し：在宅への流れを作るところへのインセンティブ

・県内市町村間での流入流出に対する財政面での協力・連携
（医療ニーズの高い慢性期患者も居住地域での入院でなければ家族と疎遠になり、退院支援も困難になる。実際病院所在地と異なる地域出身の患者が大津に生
活保護を受給して退院する例も増えており、そのようなコストをどう考えるか課題がある。）

1. 在宅でみれる環境の整備　2. 在宅医療に関して中小病院と開業医との連携の強化に対する支援　3. 在宅医療に関与する医療職の連携の強化に対する支援
4. 在宅・看取りに対する住民への啓蒙　5. レスパイト入院の啓蒙と充実に対する支援

在宅医療提供体制の充実（在宅療養支援診療所、訪問看護等）

機能分化を進めるために滋賀県として不足している病床機能への転換に必要な施設・設備整備のための補助事業。

診療報酬上の評価がなされていない病態の患者を受入れることによる行政としての評価やインセンティブの付与。

病床機能分化・連携の推進を行うために回復期機能充実に必要な施設・設備の整備を強化する。

ＩＣＴを活用した地域連携パスの運用

「地域包括ケア推進連絡協議会」（仮称）を設置し、医療福祉連携、多職種連携による地域包括ケアの推進について協議する

病診連携の推進（大津市の医師会の先生方と大津の私立病院と協議の場が在りましたが、病院の機能と医師会の先生方とのご理解頂く差が感じられ、病院と診
療所との連携をいかに組み込むかが今後の課題。）

「在宅介護力の強化」…在宅医療の必要性は、在宅介護の必要性でもあると考えると、今後核家族化や独居化が進むことを予測する国の計画では対応できない
事態が有るのではないか、「在宅医療」の「医療」を充実することが出来たとしても、「在宅」は先細る事が考えられるのではないのか、在宅介護力の強化を図らな
ければ行えない事業でもある。

患者や家族に対する在宅で受けられる医療や介護、看取りに関する広報や情報提供

介護施設、居住系施設等の受入施設の整備
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５．望ましい医療提供体制・地域包括ケアシステムの実現に向けた施策について

NO 病院・団体名

②在宅医療・地域包括ケアシステムの構築
6 滋賀医科大学医学部

附属病院

7 滋賀医科大学医学部
附属病院

8 滋賀医科大学医学部
附属病院

9 滋賀医科大学医学部
附属病院

10 滋賀里病院

11 滋賀里病院

12 ＪＣＨＯ滋賀病院

13 ＪＣＨＯ滋賀病院

14 琵琶湖病院

15 ひかり病院

16 ひかり病院

17 琵琶湖中央病院

18 琵琶湖中央病院

19 琵琶湖中央病院

20 琵琶湖中央病院

21 琵琶湖中央病院

22 山田整形外科病院

23 大津市医師会

24 大津市訪問看護ス
テーション連絡協議会

住民への普及啓発は必要だが、その時に、住民がどう動けばよいのか、気軽に相談できる窓口が必要かと思う。

ご意見・ご提案

短期療養入院を目的とした「在宅患者登録制度」（あらかじめかかりつけ医師が連携病院に対象患者を登録しておく制度）の構築

住民向け「在宅療養のための資源活用の手引き」（仮称）の作成

病院としてもリハビリ教室等開催し、普及を図っていますが、地域包括ケアシステムの簡単明瞭な（難しいかも）資料の配布。老老介護の対処の仕方等。

病棟経験のある看護師で子育て等でフルタイム働けない看護師を訪問看護師として働いてもらう事が必要、現場での実習研修を行うのが最適、その為に各訪問
看護ステーションに補助金を出すとともに、実習を受ける看護師にも訪問看護師としてパートであれ働く事を前提とした補助金を出す制度もよいのでは、潜在看護
師の中には働きたいとの意思を持ちながらキッカケがない人も多い、その背中を押すために本人に対しても助成金を出す。

「在宅支援部」構想：現状のような小さい訪問看護ステーションが少ない人員（人材）のもと、訪問看護を展開するのではなく、経営効率、人材の有効活用を図る目
的で公的機関（県立または市立）による在宅支援部を作ることを提案します。そこで一括物品の購入・人材管理（人材のプール）を行います。歯科衛生士、管理栄
養士、ケースワーカー、特定行為ができる専門看護師や認定看護師、または看護師の欠員時に支援できるフロートナースなども常駐し、必要な患者や訪問看護ス
テーションに向けてスペシャルな技能を持った人材を、広く横断的に派遣できるようにするシステムを構築することによって、在宅医療の質向上に貢献できると考え
ます。

・家賃の公的保証制度・公営住宅の活用などの住宅施策の見直し
（精神科の退院支援の課題として、家族と疎遠な患者が退院すべき家がない。保証人がなくて借りることができない。）

・精神科チーム医療の地域化（退院してからは福祉でなく、医療福祉の緊密な連携）

患者（家族）、在宅医、病院医がともに在宅での医療・介護に向けての理解が進む体制。

日常生活リハビリや心大血管リハビリなど、早期の在宅復帰に向けた治療・ケアを提供するための施設・設備整備の開設、拡充に対する補助事業。

住民の方々の死生観を含めた意識の改革が必要

在宅医療をコントロールする拠点の整備が必要。センター機能を有するしっかりした組織でなくては意味がないと思います。

在宅医療の充実。今後は多職種間の連携がさらに必要とされ、退院時カンファレンスなども機会が増えると予想されるが、従来の病院会議室に一同に会して行う
やり方には限度がある。一方で顔の見える関係も非常に大事、現在大津市医師会のあさがおネットなどが利用されつつありメールのやり取りで各職種間の連携は
とりやすくなっているがカンファレンスとなるとそうはいかない。医師がなかなか参加しにくいのも時間的余裕がないから、他の職種も同じ。パソコンを利用してのテ
レビ会議などを試みてもよいのでは。

「地域包括ケア推進連絡協議会」（仮称）を設置し、医療福祉連携、多職種連携による地域包括ケアの推進について協議する

訪問リハビリテーション充実のために必要な施設・設備の整備

訪問看護充実のために必要な施設・設備の整備

「介護力」アップに向けた支援：在宅で介護をする人への県、国を挙げた支援体制作り

「在宅医療支援診療所」の増加：医師会への働きかけ、支援

多施設連携による在宅医療体制の整備：個人の診療体制だけでは不十分なので、グループ（診療所群）による在宅医療支援チーム体制を作る（県、医師会等で知
恵を出し合う）
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５．望ましい医療提供体制・地域包括ケアシステムの実現に向けた施策について

NO 病院・団体名

③医療・介護従事者
1 大津赤十字病院

2 大津赤十字志賀病院

3 大津赤十字志賀病院

4 大津赤十字志賀病院

5 大津赤十字志賀病院

6 滋賀医科大学医学部
附属病院

7 滋賀医科大学医学部
附属病院

8 滋賀医科大学医学部
附属病院

9 滋賀里病院

10 ＪＣＨＯ滋賀病院

11 琵琶湖中央病院

12 山田整形外科病院

13 大津市医師会

14 大津市訪問看護ス
テーション連絡協議会

④その他
1 大津赤十字病院

2 滋賀医科大学医学部
附属病院

急性期病棟をのぞき病院と地域の看―看連携、リハ職同士の顔の見える関係作り、人事交流や、派遣など。
20代、30代の子育て世代の負担（休日の訪問や、子どもの病欠のときの代行訪問など）を50代以上の経験者がサポートできる体制づくり。
訪問看護師のスキルアップを図るため、事業所合同研修や病院への委託研修などの実施。

医療機関が働き続けられる環境の整備を進めるべきであるが、その為の財源が必要である。

中小病院への医師確保に対する支援

グループホームの発展型を研究する必要が有るかも知れません。独居等が理由で将来に不安を抱える人が集まり、元気な時は出来る事を出来なくなった人の分
も、境遇を同じくする者同士で（認知症に関わらず）力を合わせて生活を行えるような場所、相互扶助的な住まい方も視野に入れないと公、や医療機関、介護、福
祉施設だけでは対応がしきれない状況がやって来るかも知れません。

大津圏域での課題は慢性期から在宅の部分ですので、この点に関しては大津圏域だけでなく県全体で流れを作って行く必要があります。
地域医療連携パスの推進に向けて、実際使用しづらいという理由で使用実績がない滋賀県地域連携パスである「肝臓がんパス」と「緩和ケアパス」は、できるだけ
使用可能なパスへの見直しを行う必要があると思われます。また、大津医師会の地域連携パスである糖尿病パス・ＣＫＤパス・ＣＯＰＤパス・急性心筋梗塞パス・冠
動脈インタベーション後パスに関しては、他の医師会にも繋げることにより一層連携が推進すると思いますので、できるだけ早く滋賀県地域連携パスに移行する検
討を行っていただきたいと思います。

特定行為看護師研修制度の支援：滋賀医大でこの事業が開始されつつありますが、これに対する補助、支援。

ケアマネジャーの教育・研修、障害サービスのマネジャーと介護ケアマネジャーとの合同研修（高齢精神障害者の在宅生活を支えるため）

介護職への教育支援プログラムを実施することで処遇だけでなく、スキルアップを図り、確保定着させる。

医師、看護師のみならず、全ての潜在医療従事者の大津医療圏就業登録窓口の設置

各医療機関の現場看護師不足のおり、訪問看護師の養成は中々難しいところであります。県や行政による眠れる看護師の掘り起こしを期待したい。

回復期機能の充実のための理学療法士の確保充実に向けての支援〔再掲〕

夜勤従事者の待遇改善

保育所の設置（夜間保育、病児保育）

「総合診療医（家庭医）」の育成：在宅だけでなく地域包括ケア病棟や在宅支援病棟等で活躍できる医師の養成。このためには当該医療機関、医師会等と連携した
研修プログラム作成、そのための支援。

「訪問看護師」養成：質の高い人材を養成するため大学や看護協会を連携したプログラム策定や支援。

訪問リハビリに不足するＰＴ・ＯＴ・ＳＴ、栄養士等を養成確保していただきたい。過渡的には病院に所属するＰＴ、ＳＴ等が在宅も対応できないか検討願いたい。

ご意見・ご提案
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