
３．医療機関等の概要

(1)医療施設の種類別施設数・病床数

施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数

　　計 4   1,219  1   120 1   4   1   10  3   185 4   900 
彦　根　市 3   881   -   -   1   4   1   10  2   153 3   714 
愛　荘　町 -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
豊　郷　町 1   338   1   120 -   -   -   -   1   32  1   186 
甲　良　町 -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
多　賀　町 -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

　　計

彦　根　市

愛　荘　町

豊　郷　町

甲　良　町

多　賀　町

(2)医療関係従事者数

*については実人数、それ以外は常勤換算後の人数
その他の職員* 27         1          12         5          9          
事務職員* 231        90         49         44         48         
医療社会事業従事者* 10         8          -          2          -          
その他の技術員* -          -          -          -          -
介護福祉士* 2          -          -          2          -
社会福祉士* 11         -          4          -          7          

3          

精神保健福祉士* -          -          -          -          -          
栄養士 -          -          -          -          -
管理栄養士 19         7.0        3.0        5.0        4.0        
あん摩マッサージ指圧師* -          -          -          -          -
臨床工学技士* 25         12         7          1          5          

3          
衛生検査技師* -          -          -          -          -臨床検査
臨床検査技師* 39         26         6          4          

その他 3          -          -          -          

歯科技工士* -          -          -          -          

診療エックス線技師* -          -          -          

-
歯科衛生士* 8          6          -          -          2          

-          -
診療放射線技師 36         18.0       6.0        5.0        7.0        

義肢装具士* -          -          -          -          -
言語聴覚士* 10         4          -          5          1          
視能訓練士* 6          3          -          1          2          
作業療法士 33.1       6.0        -          12.1       15.0       
理学療法士 60.8       14.0       6.0        21.8       19.0       
看護業務補助者 167.8      51.1       30.3       36.0       50.4       
准看護師 68.1       2.4        5.0        27.6       33.1       
看護師 771.2      416.3      100.8      101.7      152.4      
助産師 6.0        6.0        -          -          -
保健師 1.0        1.0        -          -          -
薬剤師 41.1       24.0       4.8        4.3        8.0        

1          
非常勤 0.3        -          -          -          0.3        

歯科医師
常勤* 7          6          -          -          

25         
非常勤 32.4       6.9        10.5       7.9        7.1        

医　師
常勤* 122        74         8          15         

（令和元年10月1日現在）

計 彦根市立病院 友仁山崎病院 彦根中央病院 豊郷病院

2 - - 1 -
6 - - 2 -

11 - - 7 -
4 - - 0 -

117 2 38 63 -
94 2 38 53 -

一　般　診　療　所 歯　科　診　療　所

施設数
有床施設数

(再掲) 病床数 施設数 病床数

（令和2年3月31日現在）

病　　　　　院

総　数 精　神 感染症 結　核 療　養 一　般
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(3)管内医療機関名簿

病院名簿

湖東保健
医療圏４
病院合計

一般 900     

療養 185     

結核 10      

精神 120     

感染症 4       

小計 1,219 

-       

1,219 

救急告示 ● ● ● ●

診療科目

内・消内・血内・
糖代内・循・神
内・心内・外・乳
外・　消外・整
外・脳神外・小・
産婦・耳・眼・
皮・形外・泌・
呼・歯口腔外・リ
ハビリ・麻・放・
緩和・病診

内・呼外・呼内・
外・整形・耳・
婦・眼・精・麻・
歯・放・リハビ
リ・脳神外・泌・
皮・循内・小・心
内・消内・歯口腔
外・脳神内・消外

内・小・消内・
外・整外・脳神
外・形外・眼・
耳・皮・麻・リハ
ビリ・放・リウマ
チ・婦・肛・神
内・泌

内・外・消内・
消外・整外・放・
リハビリ
脳神外・泌尿器

救急情報ｼｽﾃﾑ ● ● ● ●

人工透析 ● ● ●

157             

入院基本料 一般 一般・精神・療養 一般・療養 一般・療養

総数(床) 438             338             286             

人間ﾄﾞｯｸ ● ● ● ●

介護療養 -               -               - -               

157             

医
　
　
療

424             186             

32              96              57              

10              -               -               

522-0044

電話番号

-               

ﾌｧｯｸｽ番号 0749-26-0754 0749-35-2159 0749-24-5405 0749-23-1928

院長氏名 金子　隆昭

438             338             286             

郵便番号 522-8539 529-1168 522-0054

蔦本　尚慶 布目　雅稔

4               -               -               -               

0749-22-6050 0749-35-3001 0749-23-1211 0749-23-1800

190             100             

S60年9月7日

所在地 彦根市八坂町1882
犬上郡豊郷町八目

12
彦根市西今町421

-               120             -               -               

髙橋　雅士

公益財団法人 医療法人

-               

開設年月日 H14年7月1日 T14年4月27日 H20年4月1日

彦根市
公益財団法人

豊郷病院

彦根市竹ヶ鼻町80

代 表 者 市　　長 代表理事　友吉唯夫 理事長　吉田恭一 理事長　矩　照幸

経営主体 市

医療法人恭昭会 医療法人友仁会

医療法人

（令和2年3月31日現在）

病　院　名 彦 根 市 立 病 院
公 益 財 団 法 人
豊 郷 病 院

医 療 法 人 恭 昭 会
彦 根 中 央 病 院

医 療 法 人 友 仁 会
友 仁 山 崎 病 院

開設者
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一般診療所名簿
番号 診療所名 所　在　地 管　理　者 電話番号 診　療　科　目

1 足立レディースクリニック 彦根市佐和町5-41 足立　憲彦 0749-22-2155 婦・産

2 医療法人池田クリニック彦根 彦根市大東町9-16 高瀬　仁志 0749-24-3555 内・精・神内

3 いけだ耳鼻咽喉科 彦根市西今町948-5 池田　享史 0749-27-3317 耳鼻咽喉・アレルギー

4 石川耳鼻咽喉科 彦根市中薮町727番地8 石川　保之 0749-24-4187 耳鼻咽喉

5 医療法人井関診療所 彦根市大東町14番15号　上野第Ⅴビル２階 岩崎　博之 0749-26-0761 眼

6 伊藤整形外科 彦根市西今町1041-18 伊藤　鎮雄 0749-23-7787 整外・内・リハ・リウマチ

7 医療法人江竜皮膚科 彦根市後三条町593-9 江竜　喜史 0749-23-7815 皮

8 近江ふるさと会診療所 彦根市石寺町713 池田　智之 (0749-43-5880) 内・神内

9 近江ふるさと会第二診療所 彦根市開出今町1343番地3 安食　了 (0749-22-4321) 内・外

10 おおはし内科循環器科クリニック 彦根市後三条町649 大橋　直弘 0749-30-3800 内・循

11 岡田医院 彦根市橋向町44 三浦　裕司 0749-22-1505 内・循・小

12 おがわ耳鼻咽喉科クリニック 彦根市駅東町15-1　近江鉄道ビル1F 小川　富美雄 0749-22-8799 耳鼻咽喉・アレルギー

13 医療法人　おくの内科 彦根市本町一丁目4-28 奥野　資夫 0749-21-3355 内・消

14 邂逅の郷　診療所 彦根市日夏町151 松木　明 0749-28-7951 内・精

15 かさい整形外科 彦根市中央町3-56 葛西　千秋 0749-21-2201 整外・リウマチ・リハ

16 かみやキッズクリニック 彦根市芹川町字塚町472-16 神谷　博 0749-23-2255 小

17 きたむら内科医院 彦根市長曽根南町448-25 北村　有三 0749-22-9617 内・小

18 医療法人　橘地医院 彦根市栄町二丁目6-47 橘地　信雄 0749-23-2057 内・整外

19 KKCウェルネスひこね健診クリニック 彦根市駅東町15番1 一瀬　葉子 0749-24-3011 内・放・婦

20 独立行政法人国立印刷局彦根工場診療所 彦根市東沼波町1157-1 鈴木　仙太朗 (0749-27-6029) 内

21 小林医院 彦根市京町二丁目7-38 小林　進 0749-22-0247 内・小・消

22 医療法人社団小森医院 彦根市旭町2-18 小森　明彦 0749-22-2714 内・胃・小

23 金亀荘診療所 彦根市日夏町151 松木　明 0749-28-7951 内

24 医療法人坂田整形外科 彦根市清崎町288-37 坂田　勝朗 0749-28-3737 リウマチ・整外・リハ

25 特別養護老人ホームさざなみ苑 彦根市城町二丁目30 新庄　浩明 0749-27-1411 内

26 国立大学法人滋賀大学保健管理センター 彦根市馬場1-1-1 山本　祐二 0749-27-1024 内・精・整外・婦人

27 しみずクリニック 彦根市中央町3-55 清水　尚一 0749-21-3525 内・消

28 医療法人　厚生会　城東眼科 彦根市佐和町11-30 長松　俊次 0749-23-4097 眼

29 白石外科 彦根市肥田町915-33 白石　制 0749-43-5651 内・胃内・外・整外・肛外

30 しらいし耳鼻咽喉科 彦根市金沢町586-4 白石　浩 0749-43-6500 耳鼻咽喉

31 医療法人青葉会　神野レディスクリニック 彦根市中央町3-73 神野　佳樹 0749-22-6216 産・婦・麻酔

32 医療法人青葉会 神野レディスクリニック　アリス 彦根市八坂町2888番地1 中島　彰 0749-29-9025 産・婦

33 医療法人青葉会 神野レディスクリニック　ソフィア 彦根市川瀬馬場町1082-1 佐々木　義和 0749-25-5566 婦・産

34 菅原メンタルクリニック 彦根市大東町9-16　上野ビル本館2F 菅原　哲哉 0749-21-0840 内・精・神・心内

35 医療法人源道会杉本整形外科 彦根市東沼波町1013-1 杉本　春夫 0749-30-0055 整外・リウマチ・内・リハ

36 すみよしクリニック 彦根市小泉町106-1・103号 住吉　健一 0749-30-1835 内・消・小

37 せい医院 彦根市京町３丁目4-48 池田　誠 0749-27-1521 耳鼻咽喉

38 特別養護老人ホーム千松の郷診療所 彦根市松原町520番-1 中西　正喜 0749-22-2255 内・消内

39 特別養護老人ホーム千松の郷Ⅱ番館診療所 彦根市松原町524番地 横野　智信 0749-22-2255 内・消内

40 曽我医院 彦根市清崎町878番地 曽我　俊世 0749-28-2925 内・小

41 髙崎医院 彦根市西葛籠町164番地 高崎　正樹 0749-28-0210 内・小・婦

42 医療法人　たかはし整形外科 彦根市長曽根南町395-7 高橋　直久 0749-27-6296 リウマチ・整外・リハ

43 高原アイ・クリニック 彦根市長曽根南町443 高原　嘉一 0749-27-1956 眼

44 高村外科 彦根市中央町3-10 高村　利彦 0749-22-0650 外・整外・皮・泌・肛門・リハ・内

45 医療法人　高山内科循環器科 彦根市日夏町2680-35 高山　幸男 0749-28-7007 内・呼・循

46 医療法人社団くるみ会田口診療所 彦根市彦富町905-3 田口　久夫 0749-43-6600 内・小

47 医療法人辰巳医院 彦根市西沼波町269番地18 辰巳　裕之 0749-22-1180 内・小

48 田中クリニック 彦根市開出今町1516番地18 田中　俊郎 0749-27-1611 内・胃・肛・外・リハ

49 たなか小児科 彦根市川瀬馬場町1082番7 田中　和彦 0749-28-8801　 小

50 田宮こども診療所 彦根市松原町3614番地 田宮　寛 0749-22-2780 小

51 塚本医院 彦根市後三条町361-8 塚本　武司 0749-27-0101 内・消

52 つじ泌尿器科クリニック 彦根市西今町1131-23 辻　裕 0749-23-7714 泌・内・皮

53 土屋医院 彦根市京町二丁目7-35 土屋　展章 0749-22-2448 内・皮

54 堤医院 彦根市原町850番地179 堤　正昭 0749-24-0533 内・小・放

55 医療法人　德田医院 彦根市出路町218番地の1 德田　康孝 0749-43-7001 内・胃・小・放

56 なかつか内科医院 彦根市川瀬馬場町1082番地5 中塚　貴之 0749-29-0981 内・循内・呼内

57 医療法人中西医院 彦根市芹橋二丁目9番14号 中西　正喜 0749-22-1152 内・消・小

58 医療法人優心会　中橋整形外科クリニック 彦根市高宮町1793番地の3 中橋　謙次 0749-26-5088 整外・リハ・リウマチ

59 特別養護老人ホーム　ナースログ 彦根市極楽寺町605 中塚　貴之 0749-25-5288 内

60 菜の花心療クリニック 彦根市大東町2-29目加田ビル１階 椋田　稔朗 0749-27-7087 心内、精、糖内、内分泌内

61 医療法人社団成仁会　成美記念クリニック 彦根市賀田山町1405-3 安食　了 0749-28-1323 内・小・消内・外・麻酔・循内・呼内

62 西川医院 彦根市鳥居本町1732 西川　俊介 0749-22-3887 内

63 医療法人蒼明会　橋添眼科 彦根市西今町58-6　北栄ビル1F 橋添　元胤 0749-21-2602 眼

64 医療法人若樹会　橋本医院 彦根市上西川町384番地 橋本　進一 0749-43-2207 内・呼・循・アレルギー・外

65 パナソニック株式会社ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社彦根工場健康管理室 彦根市岡町33番地 前田　希和 0749-23-1511 内

66 馬場医院 彦根市高宮町3020番地 馬場　裕司 0749-28-3360 内・胃・外

67 はやし婦人クリニック 彦根市竹ケ鼻町658 林　清士 0749-26-0528 産・婦・内

68 彦根休日急病診療所 彦根市八坂町1900番地4 上林　俊明 0749-22-1119 内・小

69 医療法人恭照会　彦根中央リハビリテーションクリニック 彦根市西今町369番1 吉田　恭一 0749-22-7005 外・脳外・内・リハ

70 ヒフ科クリニック山本 彦根市日夏町2878-1 山本　昌充 0749-25-4116 皮

71 ひまわり眼科 彦根市竹ケ鼻町43-2ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根専門店街2階 橘　務 0749-26-7852 眼

72 ひまわり診療所 彦根市平田町230-10 岡田　護 0749-27-2473 内・循内

73 ひらたクリニック 彦根市平田町448-1 稲富　五十雄 0749-21-4611 内

74 医療法人ひろた皮ふ科医院 彦根市西今町142-15 廣田　雄介 0749-21-1112 皮

75 特別養護老人ホーム　風蝶木 彦根市極楽寺町596 住吉　健一 0749-25-5288 内

76 ふじせき医院 彦根市高宮町2037番地 藤關　義樹 0749-23-2233 小

77 フジテック㈱健康相談室 彦根市宮田町591番地1 堀川　修 (0749-30-6292) 内

78 藤野こどもクリニック 彦根市戸賀町36番地6 藤野　英俊 0749-47-5311 小・循内

79 ふせクリニック 彦根市地蔵町190番地8 布施　建治 0749-46-3711 内・消内・小

80 ㈱ブリジストン彦根健康管理センター 彦根市高宮町211 中山　邦雄 0749-22-8412 内

81 平和堂健康サポートセンター診療所 彦根市西今町1番地 河津　雄一郎 (0749-23-3212) 内

（令和2年3月31日現在）
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82 松木診療所 彦根市平田町678-10 松木　明 0749-22-5185 内・小・リハ

83 医療法人社団松本医院 彦根市日夏町3662 松本　喜博 0749-28-0633 内・小・眼

84 医療法人遙山会　南彦根クリニック 彦根市西今町138 上ノ山　一寛 0749-24-7808 精・神・心内・内

85 宮下内科 彦根市芹橋二丁目9-56 宮下　ひろ子 0749-22-0383 内・胃・小

86 目加田眼科 彦根市後三条町495-5 目加田　篤 0749-27-5151 眼

87 医療法人社団　安澤内科診療所 彦根市高宮町2290番地 永濱　隆 0749-22-0954 内・外・胃・小

88 医療法人友仁会山崎外科 彦根市河原３丁目1-20 松村　幸次郎 0749-22-1888 外・内・消内・整外・放・リハ・肛外

89 山下医院 彦根市長曽根町5番25-1 山下　紘一 0749-24-5290 内・小・婦

90 横野医院 彦根市大薮町2035-4 横野　智信 0749-24-1515 内・消内・小

91 わかもり皮ふ科クリニック 彦根市松原町字石持1892 若森　健 0749-21-1212 皮

92 わだ医院 彦根市野良田町330-31 和田　直人 0749-47-6850 内・循内・老内

93 石川医院 愛知郡愛荘町蚊野1882 石川　愿 0749-37-2007 婦・内・小

94 上林医院 愛知郡愛荘町目加田882 上林　俊明 0749-37-2003 内・小

95 北村医院 愛知郡愛荘町蚊野1732 小澤　哲史 0749-37-3376 内・小

96 中川クリニック 愛知郡愛荘町沓掛382 中川　築 0749-42-2225 内・循・小・皮・外・整外・リハ

97 医療法人　成宮クリニック 愛知郡愛荘町市917-7 成宮　尚男 0749-42-2620 内・小・外・整外・リハ・婦

98 野口小児科 愛知郡愛荘町沓掛388 野口　周三 0749-42-3050 小

99 特別養護老人ホーム　ハッピーライフゆりの郷診療所 愛知郡愛荘町市1509番地 中川　築 0749-49-5125 外・整外・内・循

100 医療法人矢部医院 愛知郡愛荘町愛知川1332番地の1 矢部　隆宏 0749-42-2167 内・循・小

101 特別養護老人ホームやまびこ診療所 愛知郡愛荘町安孫子1235 小澤　哲史 0749-37-8532 内

102 世一クリニック 愛知郡愛荘町中宿31番地3 世一　市郎 0749-42-7506 内・精・神内・心内

103 特別養護老人ホーム長野の里診療所 愛知郡愛荘町長野1499番地 矢部　隆宏 内・循内

104 特別養護老人ホームいやしのさと医務室 犬上郡豊郷町沢517-4 市川　麻里 0749-35-0216 内・精・歯

105 医療法人おした整形外科医院 犬上郡豊郷町下枝23-1 尾下　佳史 0749-35-0017 整外・リウマチ・リハ

106 重森医院 犬上郡豊郷町四十九院867 重森　恒雄 0749-35-2068 内・消・小

107 医療法人　たけは内科医院 犬上郡豊郷町下枝23-2 竹葉　智至 0749-35-8015 内・胃・消

108 宮尾医院 犬上郡甲良町在士603番地 宮尾　智子 0749-38-4357 内・小・外

109 医療法人  社団健友会　若松医院 犬上郡甲良町尼子2019番地1 若松　宏和 0749-38-2482 内・胃・小

110 特別養護老人ホームいぬかみ 犬上郡多賀町中川原605-2 宮尾　智子 0749-48-2600 内

111 大辻医院　川相診療所 犬上郡多賀町川相254 大辻　常男 0749-47-1856 内・外・脳神外

112 小菅医院多賀診療所 犬上郡多賀町多賀1328 小菅　眞由美 0749-48-1650 内・小

113 積水化学工業(株)多賀工場医務室 犬上郡多賀町大字四手字諏訪510-5 若松　宏和 (0749-48-8070) 内

114 特別養護老人ホーム多賀清流の里　診療所 犬上郡多賀町佐目675番地 大辻　常男 (0749-49-8030) 内

115 星光の里医務室 犬上郡多賀町中川原605-2 中塚　貴之 0749-48-2606 内

116 特別養護老人ホーム　サニープレイス彦根　医務室 彦根市三津町446番地1 永濱　隆 0749-47-3577 内

117 いけだ内科医院 滋賀県彦根市野瀬町18-8 池田　智之 0749-21-6060 内・循環器内科
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歯科診療所名簿
番号 診療所名 所在地 管　理　者 電話番号 診療科目

1 青木歯科医院 彦根市稲部町68 青木　秀一 0749-43-6718 歯・小

2 あかい矯正歯科 彦根市大藪町2160 赤井　妙子 0749-30-9933 矯正

3 あかい歯科 彦根市戸賀町143-4 赤井　隆 0749-22-4903 歯

4 医療法人有真会アットホーム彦根歯科医院 彦根市古沢町255-1 右近　一晃 0749-47-6481 歯・小・矯正・口腔外科

5 朝比奈歯科医院 彦根市後三条町41 朝比奈　壮郎 0749-23-6480 歯・小

6 アンジュデンタルクリニック 彦根市駅東町5番8 宮戸　瑞紀 0749-21-4118 歯・小

7 池田歯科医院 彦根市金沢町1053 池田　良 0749-43-2418 歯・小・口腔外科

8 いけだ歯科高宮診療所 彦根市高宮町702-5 池田　昌弘 0749-27-1717 歯・口腔外科・矯正・小

9 イシカワ歯科 彦根市小泉町106-1・ウィルライフ南彦根101 石川　央 0749-26-6999 歯・小・矯正

10 今村歯科医院 彦根市高宮町2000 本池　直行 0749-22-0724 歯

11 井本歯科医院 彦根市原町504-35 井本　達也 0749-22-7757 歯

12 太田歯科医院 彦根市京町３丁目4-15 太田　英史 0749-22-0328 歯・小・矯正

13 川尻歯科医院 彦根市京町２丁目3-35 川尻　哲央 0749-24-4700 歯

14 かわせ大村歯科医院 彦根市南川瀬町1501-20 大村　仁利 0749-28-9080 歯・小・口腔外科

15 医療法人きたがわ矯正歯科 彦根市高宮町1418-1　ウェルスＭori 北河　秀規 0749-21-6480 矯正・歯・小

16 北村歯科医院 彦根市平田町137-7 北村　真也 0749-24-1050 歯・小

17 北村歯科医院 彦根市城町2-15-7 北村　和也 0749-22-0622 歯・小・口腔外科

18 きむら歯科クリニック 彦根市後三条町528-8 木村　三右衛 0749-23-2220 歯・小

19 こば歯科・矯正歯科クリニック 彦根市後三条町494-2 小林　哲也 0749-26-6050 歯・矯正・小

20 桜井歯科医院 彦根市小泉町314 桜井　孝徳 0749-24-5850 歯

21 サタケ歯科 彦根市高宮町1555-1　フェーザントビル１Ｆ 佐竹　善久 0749-23-0907 歯・小

22 しがや歯科医院 彦根市日夏町3800-1 志萱　昭紀 0749-28-8755 歯・小

23 歯科白石医院 彦根市岡町5-5 北尾　芳 0749-23-3084 歯

24 島野修歯科医院 彦根市中薮１丁目1-10 島野　修 0749-26-1825 歯・小

25 島野歯科医院 彦根市城町２丁目2-8 島野　厚 0749-22-0476 歯

26 白石歯科 彦根市野良田町325-5 白石　剛 0749-43-2017 歯・小

27 杉本歯科医院 彦根市蓮台寺町50-50 杉本　克実 0749-28-2604 歯・小・矯正

28 曽我歯科医院 彦根市後三条町260-3 曽我　宏世 0749-22-0973 歯

29 田井中歯科医院 彦根市河原１丁目4-22 田井中　聡 0749-24-6480 歯・小

30 太陽歯科医院 彦根市平田町678-12 中川　陽一郎 0749-24-8241 歯・小・矯正

31 たかとり歯科医院 彦根市野良田町436-1 鷹取　司 0749-43-6073 歯・小

32 医療法人社団ちひろ会たきい歯科医院 彦根市田原町365-1 瀧居　喜博 0749-43-2400 歯・小・矯正・口腔外科

33 たなか歯科クリニック 彦根市西今町1131-15 田中　肇 0749-27-3355 歯・小・矯正

34 長寿歯科医院 彦根市平田町422-13 連　偉智 0749-26-1993 歯・小・矯正

35 つつみ歯科 彦根市原町850-175 堤　正彦 0749-24-2363 歯・小・口腔外科

36 中川歯科医院 彦根市京町2-8-20 中川　光司 0749-27-3188 歯・口腔外科・矯正・小

37 中島歯科医院 彦根市元町3-12 中島　千尋 0749-23-3907 歯・小

38 中山歯科医院 彦根市芹橋２丁目3-3 中山　信義 0749-22-7307 歯・小

39 医療法人社団野田歯科 彦根市佐和町4-1 野田　直樹 0749-23-6288 歯・小

40 野村歯科医院 彦根市原町180-28 野村　信人 0749-26-5183 歯・小・口腔外科

41 医療法人ヒコネ矯正歯科 彦根市大東町10-12　ＣＲＯＳＳ１Ｆ 林　竜治 0749-21-3351 歯・矯正

42 文村歯科医院 彦根市清崎町500-51 文村　俊治 0749-25-3241 歯

43 堀口歯科医院 彦根市日夏町2680-47 堀口　徹 0749-28-4182 歯

44 三希子歯科 彦根市西今町21-1 長谷川　三希子 0749-26-5069 歯・小

45 ミント歯科 彦根市野田山町938-1 上垣　宣央 0749-23-3010 歯・小・矯正

46 慶祐会　むとう歯科医院 彦根市西今町363-5 武藤　幸夫 0749-21-0008 歯・小・口腔外科

47 安澤歯科小泉診療所 彦根市小泉町106-9 安澤　吉亮 0749-22-6191 歯・小

48 安澤歯科診療所 彦根市平田町58-5 安澤　琢也 0749-23-3318 歯

49 やまだファミリー歯科 彦根市野瀬町58-2 山田　賢 0749-20-4393 歯・小・矯正

50 吉田歯科医院 彦根市芹川町1463-11 吉田　勝彦 0749-24-2700 歯・小・矯正

51 わたなべ歯科医院 彦根市鳥居本町490-1　カメリアビル１Ｆ 渡部　範生 0749-24-6417 歯・小

52 ふみむらデンタルクリニック 彦根市川瀬町1643番地1 文村　行宏 0749-28-1182 歯・小・矯正・口腔外科

53 北村歯科医院 愛知郡愛荘町蚊野1865 北村　圭司 歯

54 曽我歯科 愛知郡愛荘町市715-1 曽我　幸史 0749-42-5807 歯・矯正・小

55 塚本歯科医院 愛知郡愛荘町豊満1292-3 塚本　智 0749-42-5712 歯・小

56 中村歯科医院 愛知郡愛荘町市818-7 中村　公久 0749-42-5851 歯・小・矯正・口腔外科

57 秦荘歯科診療所（クリニック） 愛知郡愛荘町安孫子1346 田中　佳子 0749-37-4488 歯・小・矯正

58 ふれあい歯科医院 愛知郡愛荘町長野2043-7 武久　典子 0749-49-5757 歯・小

59 宮川歯科医院 愛知郡愛荘町沓掛799 宮川　忠之 0749-42-6848 歯・小

60 若松歯科医院 犬上郡甲良町尼子2021-5 若松　健治 0749-38-4500 歯・小

61 藤本歯科医院 犬上郡多賀町多賀1328 藤本　直也 0749-48-1871 歯・小

62 山口歯科医院 犬上郡多賀町多賀1614-21 山口　正尚 0749-48-0123 歯・小・口腔外科

63 エムデンタルオフィス 彦根市松原1435-111 丹羽　誠 0749-21-5212 歯・小・口腔外科

（令和2年3月31日現在）
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(４)地域医療構想の推進

　①　湖東圏域地域医療構想調整会議の開催

日　　時 議　　　題
参加
者数

第
１
回

令和元年
8月7日（水）
13:30～15:00

（１） 湖東圏域地域医療構想調整会議の進め方について
（２） 湖東圏域における病床機能の分化・連携について
（３） 令和２年度地域医療介護総合確保基金（医療分）にかかる
　　　事業提案について
（４） 地域医療構想の取り組み啓発について

21名

第
２
回

平成元年
11月7日（木）
15:00～16：30

(1)  病床機能の分化・連携について
(2)  地域包括ケアシステムの推進について
(3)  地域医療構想（医療機関・在宅医療）の取り組み啓発
　　　について

18名

第
３
回

令和２年
2月19日（水)
14:20～16:15

(1)  令和２年度地域医療介護総合確保基金（医療分）について
(2)  病床機能の分化・連携について
(3)  地域包括ケアシステムの推進に向けて

21名

 

　②　病院情報交換会の開催

日　　時 議　　　題
参加
者数

第
1
回

元年
12月25日（水）
10：00～12：00

(1) 病床機能の分化・連携について
　　　・　国、県の動向についての情報提供
　　　・　これまでの湖東圏域の地域医療構想の取り組み
　　　・　湖東圏域の医療供給体制の現状と課題について
(2) 住民啓発のパンフレットの作成

１２名

　

　地域医療構想は、地域の医療需要（患者数）の将来推計等を明らかにしたうえで、構想区域 （二次
医療圏が基本）ごとの各医療機能がどれだけ必要であるかについて検討し、地域にふさわしいバラン
スのとれた医療機能の分化と連携を推進するため、医療法に基づき各都道府県が医療計画の一部と
して策定するもので、湖東圏域では平成28年3月に策定した。
　構想の目的は、①地域の医療需要（患者数）の将来推計等をデータに基づき明らかにすること、②
構想区域ごとの各医療機能の必要見込量について検討すること、③地域にふさわしいバランスのと
れた医療機能の分化と連携を推進すること、④地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構
築することです。
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(５)災害医療体制

　　湖東地域災害医療体制検討委員会

  「滋賀県広域災害時における医療救護活動指針」が平成26年10月に策定され、平成27年4
月に「アクションカード」が作成され、その後、随時、内容を改訂されてきている。保健所におい
ては、広域災害時には「災害医療地方本部」（次年度からは「保健医療調整地方本部」に改称
予定）の設置、また、平時には関係機関等からなる「地域災害医療体制検討委員会」の設置
や、必要に応じ、関係機関等の意見情報交換、情報共有の場を設け、災害時おける協力体制
を整えておく必要がある。
　令和元年8月に、職員による災害医療湖東地方本部運営訓練を実施し、広域災害・救急医
療情報システム（ＥＭＩＳ）への入力訓練も合わせて実施した。

　　  令和2年1月16日開催
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