
第１回甲賀圏域地域医療構想検討会議 次第 

 

 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

 

２ あいさつ 

 

 

 

 

３ 議 事 

 

（１）座長の選出について 

 

（２）部会の設置について 

 

（３）地域医療構想および平成26年度病床機能報告結果について 

 

（４）その他 

 

 

 

 

４ 閉 会 

 

日時：平成２７年８月２４日(月) 

１３：４５～１５：１５ 

場所：滋賀県甲賀合同庁舎 ４階 

 ４－Ａ会議室 



(敬称略） (敬称略）

機関・団体名 職　名 氏　　名 代理出席者名等

甲賀湖南医師会 会　長 木村　一博

甲賀湖南医師会
在宅医療・介護事
業担当理事

古倉　みのり （欠席）

水口病院 病院長 青木　治亮

公立甲賀病院 病院長 清水　和也

甲南病院 病院長 渡田　正二

紫香楽病院 病院長 大野　雅樹

市立信楽中央病院 病院長 中島　恭二

甲西リハビリ病院 病院長 田中　成浩

生田病院 理事長 生田　邦夫 冨江　茂樹

ハートｸﾘﾆｯｸこころ 院長 相馬　　彰

甲賀湖南歯科医師会 会　長 中森　啓介

甲賀湖南薬剤師会 会　長 福澤　圭子

滋賀県看護協会第３地区支部 支部長 福井　伸彦

滋賀県訪問看護ステーション連絡協議
会第３地区支部

支部長 山下　眞佐美

滋賀県老人福祉施設協議会
甲賀ブロック

ブロック長 葛江　基彦

甲賀湖南介護支援専門員連絡協議会 会長 辻　　孝範

甲賀市介護サービス事業者協議会 代表 西澤　　毅 （欠席）

湖南市介護保険事業者協議会 代表 向　　啓一 （欠席）

甲賀市社会福祉協議会 事務局長 杉田　　光

湖南市社会福祉協議会 事務局長 谷口　三彦

甲賀圏域地域連携検討会 代表 木下　幸恵

甲賀市 健康福祉部長 西野　　博

湖南市 健康福祉部長 井上　利和

(保険者協議会代表）
全国健康保険協会滋賀支部

保健グループ長 井花　繁

(保険者協議会代表）
甲賀市

市民環境部長 吉村　忠博

住民代表（甲賀市） 前田　道代

住民代表（甲賀市） 上山　清美

住民代表（湖南市） 上田　和子

住民代表（湖南市） 安藤　眞紀

第１回甲賀圏域地域医療構想検討会議（H27.8.24）出席者名簿



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 

 

 



H27.7.15

(敬称略）

機関・団体名 職　名 氏　　名

甲賀湖南医師会 会　長 木村　一博

甲賀湖南医師会
在宅医療・介護
事業担当理事

古倉　みのり

水口病院 病院長 青木　治亮

公立甲賀病院 病院長 清水　和也

甲南病院 病院長 渡田　正二

紫香楽病院 病院長 大野　雅樹

市立信楽中央病院 病院長 中島　恭二

甲西リハビリ病院 病院長 田中　成浩

生田病院 理事長 生田　邦夫

ハートｸﾘﾆｯｸこころ 院長 相馬　　彰

甲賀湖南歯科医師会 会　長 中森　啓介

甲賀湖南薬剤師会 会　長 福澤　圭子

滋賀県看護協会第３地区支部 支部長 福井　伸彦

滋賀県訪問看護ステーション連絡協議会第３地区支部 支部長 山下　眞佐美

滋賀県老人福祉施設協議会甲賀ブロック ブロック長 葛江　基彦

甲賀湖南介護支援専門員連絡協議会 会長 辻　　孝範

甲賀市介護サービス事業者協議会 代表 西澤　　毅

湖南市介護保険事業者協議会 代表 向　　啓一

甲賀市社会福祉協議会 事務局長 杉田　　光

湖南市社会福祉協議会 事務局長 谷口　三彦

甲賀圏域地域連携検討会 代表 木下　幸恵

甲賀市 健康福祉部長 西野　　博

湖南市 健康福祉部長 井上　利和

(保険者協議会代表）全国健康保険協会滋賀支部 保健グループ長 井花　繁

(保険者協議会代表）甲賀市 市民環境部長 吉村　忠博

住民代表（甲賀市） 前田　道代

住民代表（甲賀市） 上山　清美

住民代表（湖南市） 上田　和子

住民代表（湖南市） 安藤　眞紀

甲賀圏域地域医療構想検討会議　委員名簿














































