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第２回大津圏域地域医療構想検討会議 議事概要 

 
日  時：平成２７年１１月３０日（月）１４：００～１５：４５ 
場  所：大津市保健所大会議室 
出席委員：別紙名簿のとおり 
欠席委員：中原代理委員、畑委員、桐畑委員 
事 務 局：大津市保健所 勝山所長、県健康医療課 嶋村課長 他関係職員 

 
議事の経過概要 

 
開会宣告 １４時００分 
 
県健康医療福祉部あいさつ：嶋村健康医療課長 
 
議 題 

１． 病床機能分化・連携部会の報告について 
吉徳部会長より部会会議の結果概要について報告があった。 

 

２．大津圏域地域医療構想検討会議のまとめについて 

事務局より資料に基づいて説明があり、その後質疑応答が行われた。 

その概要は下記のとおりであった。 

 
委 員    2025年に向けての必要病床数について、大津の病床は現状維持と受け取っ

た。その中で機能分化していくということか。 

事務局    将来推計の総数を見ると、現在の許可病床数や病床機能報告数とほぼ同数

ということであるので、そのような中で病床機能のあり方について継続して

検討していくということだと思う。 

委 員    大津のまとめも踏まえて今後滋賀県全体の構想をまとめていくということ

であるが、大津圏域は高度急性期・急性期については他の圏域から受け入れ

る体制であるが、慢性期機能は少ない状況である。慢性期機能は他の医療圏

へシフトしていくことも仕方ないというスタンスか。 

事務局    将来推計では現在の流出入を反映したものであるが、このことに関しては

部会でもご議論いただいて、大津の慢性期機能がこのままでよいのかといっ

た問題意識があった。したがって現状を見ながら、大津にとって必要な慢性

期機能について引き続き検討していくということだと思っている。 

座 長    医療機関所在地ベースで推計すると患者流出の現状が今後もそれでいいん

だとなってしまう。そうではなく、地域医療構想においては流出するのを防

ごうとする動きというものを持たないといけない。 

事務局    まとめの20ページに書いているが、あくまでも推計は医療機関所在地ベー

スで載せているが、部会でも議論いただいたとおり大津の慢性期には課題が
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ある。そうした課題や実態を踏まえて、大津のあるべき姿を引き続き検討す

るということと考える。 

委 員    大津で議論しているようなことは全県的にも同様であるかと思う。6 月に

国が公表した病床推計の数値が独り歩きしているのではないかといった指摘

も多い。あくまで推計値であるが、それがありきになってしまっているとこ

ろがあるのではないか。2013 年の実績に基づく 2025 年の推計が正しいのか

どうかは分からない。2025年までの過程の中で保険点数や施設基準などで誘

導されていくのだと思う。数ありきで増えるだとか減るだとかいった議論で

はなく、地域に必要な医療提供体制を県民目線で考えていくということが大

事だと思っている。 

       圏域間での調整というのは存在するのかどうか。県全体でみて患者さんが

流れているようであるが、慢性期機能を大津圏域で確保した方がいいのかど

うかなど、他圏域との連携に関わってくるような内容についてどうするのか。 

事務局    推計に関しては、国の推計ツールに基づいて、いろんな条件を踏まえて計

算した数値である。2025年にはおよそこのくらいという数字であげているも

のであり、この推計値と現状や課題などと比べながら、あるべき体制をどの

ように整えていくのかということを今後も議論していくものと考えている。 

       圏域間の調整については、医療審議会で方向を示しているので、すべての

圏域でこの方向でまとまれば圏域間の調整はないものと考える。今後、各圏

域のまとめを踏まえて、医療審議会で確認、検討していただくものと考える。 

委 員    厚生労働省はベッドを減らしたいと思っており、無駄を省いてスリムにし

て整備しなさいということだと思う。現状を分析してこうですというだけで

いいのか、あるいは目標値を決めてそれに向かって努力しなさいということ

なのか、後者の方だと受け取っていた。 

座 長    慢性期の流出が多いのは15歳から64歳の層であるとのことであったが、

こうした若年層の受入れが大津ではできていないということ。こういった緻

密な分析をして、流出も止むなしとして必要病床を考えていくのなら分かる。

現状分析なしに数字だけ見て病床を減らすということはあり得ない。 

委 員    この会議でベッドを減らす論議をしたという認識はない。必要な医療体制

はどういうものかといったことについて話し合ったと思っている。これから

時代によって様々な状況変化があると思うが、我々が一定の条件のもとで検

討したものを、機能分化も含めて、いかにして実践を積んでいくのかという

ことを検証し、構想を進化させていくしくみが必要であると考える。 

       療養病床の考え方については、部会報告の資料１にある通りだと思ってい

るが、これが構想の中にどのように反映しているのかもう少し明確に答えて

いただきたい。 

事務局    大津の会議では慢性期について重ねて議論していただいた。座長から緻密

な分析が必要とのご意見をいただいたが、我々も可能な限り必要なデータを

提供していきたいし、先日の部会でもご意見があったように、大津の療養病

床に現在どのような患者さんが入院されているのかといった実態を各病院で



3 
 

持ち寄って検討を継続する必要があると思っている。そうした中で、在宅医

療や地域包括ケアの体制もからめて、大津の慢性期と在宅・介護一体の需要

にどのように対応していくのか考えていくということを部会会議でも確認し

たと思っている。そうした議論を踏まえて、慢性期機能についてまとめたも

のである。 

委 員    在宅医療をしている立場からは、慢性期病床が減ってしまうと厳しい状況

になるということである。推計では在宅医療の需要は増えていくが、そうし

た中で療養病床が減っていくというのは現実的ではない。介護施設の整備状

況が低い中で、慢性期の入院患者を在宅へ移行するということになると、ど

こで対応するのかとなってしまう。在宅医療などの受皿の整備状況を見なが

ら考えていくべき。 

委 員    在宅側から意見させていただく。慢性期機能については、慢性期病床と老

人保健施設との役割分担が重要になってくると思う。大津の現状では老健施

設には日中しか看護師がいないので、夜間に医療ケアが必要な方は受け入れ

られない。困っていても行き場がないという方がたくさんおられると思う。

そういう方は慢性期の病床で一時的にみていただくことになる。そういう実

態もあるので、この場に老健の施設関係者も入りつつ在宅で受け入れられる

体制をつくるにはどうしたいいのかなど議論できるとよい。 

事務局    今後も議論を継続するが、どういったメンバーでやっていくのがよいのか、

ご意見もいただきながら体制について検討していきたい。 

委 員    医療圏ごとに構想を検証していくしくみについて、どのように行っていく

のか。 

       資料２の20ページ、在宅医療等のところに訪問看護ステーションについて

書かれているが、訪問リハビリテーションの充実についても取り上げていた

だきたい。また、施策の中で連携パスについて書かれているが、現在滋賀県

全体では、ＩＣＴを活用したネットワークができており、大津圏域でもネッ

トワークシステムが動いている。こうした取組も明記していただくよう提案

したい。 

事務局    検証できるしくみについて、構想策定後の取組ということで、今年度は構

想を検討する検討会議という形で議論していただいているが、策定後は７つ

の構想区域ごとに「（仮称）地域医療構想調整会議」という新たな形での協議

の場をつくりたいと考えている。この調整会議の中で大津区域の構想の検証、

点検をしていきたい。 

       訪問リハ、ＩＣＴの活用に関しては追記、修正させていただく。 

委 員    慢性期機能の関係で、9 ページに病床機能報告について書いてある。慢性

期の6年後の病床数は525床ということであるが、推計値よりも少ないから

減らしてもいいということではないと思っている。慢性期機能ではやってい

けないという現状の中で回復期機能へと計画している。慢性期機能は525床

で足りるということではなく、一部機能を回復期機能として報告していると

いうことである。 
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座 長    急性期や慢性期から回復期へ移行するという傾向にある。回復期を充実さ

せていくということであるが、急性期から回復期への移行がなければ慢性期

からとなり、慢性期の機能が減っていく。在宅医療の体制が十分でない中で

需要は1.65倍に増えていく。しわ寄せが在宅に来てしまう。在宅療養患者が

急変した時に回復期で対応できれば問題ないが、どうしようもない時に慢性

期への移行ということも残しておかないと心細い。 

委 員    数字は現時点での推計である。これにとらわれるのでなく、10年先はこの

ようになりそうだくらいの捉え方でいって、むしろ考え方をしっかり持って

おくということ。毎年の地域医療調整会議で検討していくということで、診

療報酬の改定など事情も変わってくるので、年度年度で詰めていく方がより

具体性があると思っている。 

委 員    慢性期は足りないし、流出している現状がある。ただ、慢性期は必要であ

るが、意見にもあったように慢性期でやっていけないという診療報酬のこと

がある。外的要因が非常に大きいので次期診療報酬の改定もみていかないと、

慢性期を増やしてくださいと言っても増やせないかもしれないというのが問

題である。そうすると回復期で補わなければならないかもしれない。 

高度急性期、急性期も診療報酬改定で恐らく減ってきて、回復期に集まっ

てくる可能性はある。診療報酬などを見極めながら調整会議で調整していっ

て検討してくべきだと思う。 

座 長    訪問看護ステーション連絡協議会は本日欠席であるが、事務局が意見を預

かっているということであるので、報告していただきたい。 

事務局    訪問看護ステーション連絡協議会から資料を基にご意見をいただいている

ので報告する。 

       「急性期における退院調整機能について、在院日数が短くなる中、患者様

が安心して自宅に帰れるための指導支援がいままで以上に重要になります。 

そのためにも、ケアマネジャーや訪問看護師との連携を早期から進めていた

だくと、退院に向けてのサービス調整や、痰の吸引など介護、看護の技術的

支援、精神的なサポートなどが一緒にできると考えています。診療報酬の改

定もあり、5～6年前くらいから退院される際の病院からの連絡が増えていま

すが、今後も更に早い時期での連携をしていければ効果的な支援ができると

思う。 

回復期の病床機能の強化が大きな課題になっている。急性期の在院日数が

短くなる中、急性期から在宅復帰へのつなぎにおいても、在宅患者の安定的

な病状管理における在宅療養のバックアップにおいても回復期の重要性は増

していく。これを今後どのように整備されていくのか、期待している。 

病院との連携全般について、病院の窓口をしっかり作ってもらい、連携が

スムーズになった。その分、訪問看護からも結果を返すように努力している。 

今後も、十分に情報共有を図り連携に努めていきたい。 

訪問看護ステーションの体制について、現状としては、大津圏域の常勤換

算従事者数は 4.6 人とされているが、一部を除き、3 人程度の従事者で運営
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しているところがほとんどであり、状態の不安定な方、重度で看取りなどの

対応が必要な方を受けることは非常に負担が大きい状況である。大規模な訪

問看護ステーションや、病院の認定看護師等との連携のできるシステムが必

要である。」ということである。 

委 員    大津圏域では医師・看護師の数が全国平均、滋賀県平均を上回っていると

いう統計であったが、大津には大学病院をはじめ大きな病院があるので多く

なっていて、実際には中小病院は医師・看護師ともに全く足りていないとい

う状況にある。在宅医療について、医師会から一緒にやってほしいと要望も

いただくが、それに対応する医師・看護師が確保できない。そういう現状が

あるということも承知いただきたい。 

委 員    看護師の数についてであるが、大津地域では全体的に多いということであ

るが、高度急性期、急性期の病院に集中しているような状況である。医療依

存度の高い患者が増えていくという状況の中で、訪問看護師の数は少なく増

やしていかないといけない。看護協会では養成をはじめているが、希望者が

少ないということと、高いスキルが求められるため養成に時間がかかるとい

う課題がある。協会では人材育成の取組の一つとして、病院からクリニック

などへ一定期間出向するなどして、スキルアップのサポートをするしくみも

つくっている。 

       在宅で看取ることに関して、地域住民への意識高揚や支えるネットワーク

づくりなども行っている。病院を退職した潜在看護師を掘り起こして、見守

りだとか医療依存度の高い方のサポートだとか必要となってくる。そういっ

たところで協力できると思っている。 

座 長    関連して、施策の中に訪問看護ステーションの機能強化という取組がある

が、具体的にはどのようなことか。 

事務局    現状と課題のところにも書いてあるが、事業所の規模について、どうして

も少ない従事者の中で事業所を抱えておられているところは 24 時間対応の

シフトに苦労されている現状があると思うので、大規模化、多機能化という

のが機能強化の一つであるし、訪問看護師の個々のスキルアップというのも

機能強化の一つであると考える。 

委 員    訪問看護コースをつくっているが、看護学生に訪問看護に対して興味をも

ってもらうという流れが必要である。特定行為に関しては、基礎的な呼吸管

理のコースなどをつくって、在宅につながるような糖尿病や投薬、褥瘡など

について随時やれればと考えている。特定行為の研修のニーズは一般病院の

看護師の方が高く、訪問看護師はそこまで回らないという状況ではないか。

まず病院から充実させて、訪問看護に対する病院のサポートがあればありが

たい。 

事務局    滋賀医大、看護協会には糖尿病専門の看護師の研修をしていただき、特に

フットケアのコースも履修していただいた。より在宅に専門性が求められる

時代の中で技術を磨いていただいておりお礼申し上げる。 

委 員    地域に密着した病院では、訪問診療や訪問看護の重要性はすごく感じてい



6 
 

るのだが、人材確保が難しい。大学ともタイアップしていければ、もっと力

を入れてやっていけるのではないかと思っている。 

委 員    地域包括ケア病棟や地域医療支援病院など、地域を見る総合的な内科医師

などが少ないと聞いているので、そういう人材が養成できる制度があればい

い。 

座 長    今後の高度急性期から慢性期までの機能については、各病院の方で考えて

いただくことである。慢性期機能が不足するとなった場合、例えば急性期病

院が何らかの形で援助するとか、皆で情報を共有し合ってやっていけば、大

津もきっとうまくいくのだろうと思っている。知恵を絞っていただいて、在

宅療養患者のバックアップ体制についても是非考えていっていただきたい。 

事務局    情報の共有は非常に大事である。病床機能報告では一定のストラクチャー

の中で病院の機能が見えてくる。これはある意味、病院の強みを生かすこと

ができる。それを見て地域の病院同志で補完し合っていただくこともできる。

将来の医療マネジメントいうことでも活用していただきたい。嚥下のリハや

がんリハなど、大津ではまだ少ないようであるし、顧客を創造するというか、

マネジメントできる未開の部分もあると思うので、人口減少の時代の中でも

効率的に病床を活用していっていただきたい。 

       今回は国の推計ツールを使って、現状を引っ張る形で推計したわけである

が、慢性期から在宅にかけて課題はあるということ、この点は、今後も継続

して検証して進化させていく必要があると思っている。引き続き検討に参加

していただきたい。 

座 長    資料２のまとめについて、本日の意見で一部追加提案もあったが、概ねこ

のようなまとめでよろしいでしょうか。 

 

全委員   （異議なし） 

 

座 長    それでは、これでまとめとさせていただきます。 

委員の皆様には、全体会議、また部会会議を通じて、多くのご意見をいた

だきました。また、議事の円滑な運営にもご協力いただき、ありがとうござ

いました。 

 

 

大津市保健所あいさつ：勝山所長 
 

 

閉会宣告 １５時４５分 


