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第２回湖東圏域地域医療構想検討会議 議事概要 

 
日  時：平成２７年１２月４日（金）１４：３０～１６：１０ 
場  所：彦根市保健・医療複合施設（くすのきセンター） 会議室１ 
出席委員：別紙名簿のとおり 
欠席委員：大矢委員、金田委員、山川委員、川村委員、北川委員、福戸委員 
事 務 局：県健康医療課 福井課長補佐 彦根保健所 井堀次長 他関係職員 

 
議事の経過概要 

 
開会宣告 １４時３０分 
 
彦根保健所あいさつ：瀬戸所長 
 
事務局より、全委員および事務局の紹介があった。 
 
議 題 

１．病症機能分化・連携部会の報告について 
堤会長より部会会議の概要について報告があった。 

 

２．湖東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   前回の部会でも、医師も高齢化していることを申し上げたが、数も少ないし、こ

の湖東圏域を担っている医師の年齢構成というのは、今後、何年か後の在宅を担う

パワーとして関係してくるので、年齢構成が地域間に差があるのは、医師会や病院

では調べられないので、もし、わかっていれば教えていただきたい。 
事務局  この前も質問いただき、きちんと答えられていなかったが、今データとしてある

のは、平成 24 年の三師調査のデータで、県全体の医師のデータの年齢別は出てい

るが、圏域別というのは出ていない。今月中には 26 年のデータが出てくるが、圏

域別で出るかは国と交渉が必要である。 
委員   昨年の医療法の改正で、医療法の第 6条の2 の第 3項で、国民という言葉が使わ

れだして、国民の責務というのが盛り込まれている。内容を読むと「国民は、良質

かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及

び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に

関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。」つまり、

情報公開をして、国民が、この会議に参加して、理解して、自分で医療圏を支えて

いくような選択をしていかねばならない。国民の責務としては、この会議にも住民

代表とかいうのが入っておられるが、形だけでなくアナウンスして最新の情報を住

民の理解のもとにやっていくことを、法的に言われているので、是非そういう方法

で最新の情報を伝えていただきたい。会議に出席し、またフィードバックしていた
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だき、住民の責務といわれているからには、最新の情報を広報していたがかないと

いけないのではないか。 
事務局  とてもありがたいことをおっしゃっていただいたと思っている。この医療ビジョ

ンができた後、住民の方がきちんと知っていただいて医療のかかり方も含めて自分

たちがきちんと対応していただくことによって、医療の提供体制も変わってくるの

で、市町も保健所も含めて啓発をやっていく必要があると私たちも今考えていると

ころである。 
委員   前回の意見で、定量的なとらえ方、数値目標が無いと理論だけで終わってしまう

と、前回示していただいた 2025 年の充足率の予測が二通りの方法があり、その中

に、増減20％強については、ばらつきをなくしていこという数値目標であったかと

思うが、その中で、機能別には高度急性期は諸々の理由があり第二義的に見てもよ

いが、回復期が一番数字が悪かったが、回復期のまとめを見るとあまり重点志向さ

れてなく、総花的な感じがするが、この数字を縮めるための何か回復期の重点対策

は何かあるか。17ページは一般的なことが書かれている。 
事務局  部会の中で4 病院をはじめ色々な意見を出していただいて、方向的には慢性期と

併せて回復期はこの圏域内で完結していくべきものという御意見をいただいたが、

具体的な内容については、来年度から始まる調整会議の中で、その中で検討してい

こうということであった。前回の会議で数値目標をあげて出さないとダメという御

意見をいただいており、できれば出したかったがなかなか数値的には出せなかった

という状況である。 
委員   16ページで主な疾患別完結率が示されているが、指標はＣ１が高度急性期であれ

ば 3,000 点で区切ったものととらえていいのか。 
事務局  厚生労働省が示している3,000点で分類している。 
委員   私どもの病院でも、実際のレセプトベースで高度急性期、急性期という患者をど

う分布しているかを見ると、だいたい月で回復期に当たる患者の 120人から130人

がでる。そういうことから考えると、病院の中でそれだけ患者がいるということは、

病院の中に地域包括ケア病棟を設けて、そういう患者をそこで診ようということを

病院として考えないと。ただ、そうすると周辺病院はすでに地域包括ケア病棟を運

用されておられところもあるので、勝手に院内の回復期の患者を院内で何とかしよ

うとすると、周辺の病院に迷惑がかかるという思いもある。地域としてみた時には、

回復期のベッド数の率が低い、高くないということであれば、病院として地域包括

ケア病棟をつくることはやぶさかではないととらえていいものなのか。 
事務局  調整会議の中で、この圏域内の少ない機能を増やしていく、それをどの病院が担

当するのかを合わせて検討していただきたい。機能に余裕があれば増やしていただ

いて結構です。 
委員   それについては、病院間で急性期の患者がどれくらいいるのか調べないと、勝手

にしたら、それこそ地域医療構想の中で 1 つの病院がそういうことをすると医療を

乱すということになる。 
事務局  国の推計値はレセプトで行われており、今後病床機能の見直しが行われ新しく出

てくる推計値と、病院から出させる 6 年後の病床数の報告とを見比べながら、その

数字が推計値を超えるようであれば調整をしていただくこともあるし、超えないよ

うであれば、Ａ病院にしていただくというような形で話し合って進めていただくこ

とになると思う。 
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委員   実際現場では推計値というのと、実際の患者さんの分布の割合で、急性期の病棟

の中に回復期あるいはもっと在院日数の長い方もおられるというところをみると、

調整の仕方は本当に難しいなと思っている。 
座長   医師会からお尋ねしたい。現在の在宅医療を担う医師のことで、主治医を持てな

い患者さんというのは苦労されるということがどの程度あるのか伺いたい。 
     市の方で何かデータはあるか。例えば主治医がなく頼んでもなかなか見つからな

い、誰も受けてくれないというようなこととか。 
     市の健康推進課で調べていただいたが、彦根市内の診療所の数は約50件あるが、

その中で在宅医療を行っているのは、訪問診療をやるという医師は34件、在宅支援

診療所を届けているところは5件、在宅総合管理医療を取っている医師は10件ある。 
   往診だけはするが訪問診療はしないという医師は 10 件ある。その理由は私には

わからないが、医師会の方で話しを進めていきたい。 
委員   医師会長が言われたように、在宅を担う開業医がどのような方向に行くかが大き

な問題になるが、在宅支援診療所とか時間外診療加算とか規定を国は決めているが、

24時間医者を在宅に締め付けようとしている。今言われたように診療所の申請が少

ないのは、24時間、365 日ずっと連絡が取れるようにしておくという厳しさがある

ため、みんな申請を躊躇するわけで、往診に関して言えば、「在宅に」と言ってくれ

ば「行きますよ」という感じで、ある程度心に余裕を持って過ごせる。国が在宅在

宅と言って色んなものをつくってくるが、結局は算定要件があるわけで躊躇して、

やめておこうかとか。それで申請が減ってきているのだと思う。実際面、私は言わ

れたらたら断らない方ですが、正直言ってしんどい。今の年でこうですから、10年

後、20 年後は分かたない。一人特殊な患者がいて、20 歳で人口呼吸器をつけてい

るが、将来を見たら私が先に死ぬのではないか、その後誰が診てくれるかなと周り

を見ると、見てくれるかなという医師が一人だけで、他の医師は躊躇しそうな状況

にある。皮膚科、眼科もあり診療所の数だけで評価すると問題が起こってくる。先

ほどから疑問の説明を聞いていると、将来とても暗いなと、それしか印象に残らな

かったし、在宅在宅といって、また地域ケアをするといっても、毎回毎回言ってい

るが人材がいないので、そこも暗いのかなというのが私の印象です。 
座長   昨日も災害医療のことで話しが出たが、最近増えているのが職場と住宅が違う医

師がどんどん増えている。もし災害が起こった場合に、その先生の分をだれがカバ

ーするのか、これは大変大きな問題になるという話があった。これと同じように、

在宅医療に関しても、留守をどうするかという問題も出てきて、最近の若い医師た

ちは、町の方に住んでいて診療所がこちらにあるスタイルが割と多い。これを規制

することはできないが、一つ大きな問題かなと思っている。 
委員   医師会長がおっしゃった医師の在宅支援については、「くすのきセンター」がそう

いう意味を含めて建設させていただいて、医師会でくすのきのホームドクター研究

会が行われており、その中で今バックアップ体制を 5 診療所が登録いただいている

が、どういうところに今後進めていくうえで支障があるかとか、一人ドクターが都

合が悪くなった時に、抱えきれないということで、じゃあチームを作ってそれぞれ

に動かしていこうということの話を検討会で進めていただいており、そこの成果な

りも今後この会議を進めていくうえでの糧になって行くのではないかと思っている。 
委員   今、「介護離職ゼロ」が国の方でいわれているが、一億総活躍社会で介護離職を無

しにして、みんな仕事に出てもろうという基本的な大方針が出ている。それに合わ
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せて介護の施設を増やそうという話が出てきている。この湖東地域で介護の施設を

増やす予定はあるのか。 
事務局  彦根市で特別養護老人ホームを 80 床、愛荘町で地域密着型の特養を２９床新設

する計画をしていただいている。その他にサービス付き高齢者住宅は総量規制がな

いので今後増える予定である。 
委員   結構大きな特養の施設を１個だけ作ってしまうと地域から離れてしまう。家族か

ら離れてしまう方も出てくる。構想の中に小規模なものを地域ごとにポツポツと作

って、後は在宅の開業しておられる医師に往診していただくという構想は無いのか。 
手の係らないグループホーム的なもので看られるような方だったら、そこの地域

の方と触れ合いながら看るという町規模の構想は無いのか。 
事務局  昨年、市町で第６期介護保険事業計画を策定していただいたが、その中でグルー

プホームは各市町でもう少しつくる計画をしていただいている。 
委員   昨年の１月から県ナースセンター彦根サテライトがオープンして、それによって

就職支援が20 件くらい進んでいると聞いているが、まだまだ実感が乏しくて看護師

がなかなか増えてこない。実態としてはワークライフバランスの中での時間短縮勤

務の方が増えていくのが現状なので、労働実績としては中々増えないのが現状。 
     その中で、湖東医療圏の中で大学が 2 つあるが、中々県内での就職というのが、

大学の実習をたくさん受けているが就職につながらないというところがもう少し何

とかなればなという思いもあるし、折角実習して中のことを知ってもらって戦力に

なりやすい方達なので、その当たりを進めていきたいという思いはある。質に関し

ては認定看護師が 4 病院の中でたくさん出ているので、訪問看護の認定看護師もい

るので、病院に限らず地域に貢献していかないといけないという思いは持っている。 
     特定行為に係る研修にも出ているので、今後その辺を検討していきながら、病院

だけに留まらず地域にもというところを考えていかないといけないと思っている。

連係に関しても、ケアマネとの研修会とか地域包括ケアシステムの研修会とかが各

部署で盛んになっているので地域全体でこのあたりは考えていけるのではないかと

感じている。 
委員   歯科医師会からは、在宅の患者で元気な時にかかりつけの歯科医を持たずに、そ

ういった状態になって、歯科医を探されているケースをよく耳にするが、そのよう

な状態なってから歯科医が派遣されることもあるが、それ以前に元気な時点でかか

りつけ歯科医を持とうという形で、行政の方から住民の方々にＰＲしていただける

と、元気な時の口の中の状態を歯科医師も把握できるので、そうなった時に訪問診

療に移行しやすい。信頼関係を持ってから治療に入ろうとすると中々難しいので、

その辺を働きかけていただきたいと思う。 
委員   薬剤師会は、まだまだ在宅への訪問はあまりできていないのが現状だと思う。薬

局数は多いが薬剤師不足があって、１、２名の勤務体制では中々在宅までとなると

大変なところがある。１０年後くらいになると薬剤師も余る状態が来るので２０２

５年にはちょっと間に合わないかもしれないが、何とか在宅訪問を始めてもらえる

と思っている。一度家庭に入られた女性の薬剤師をもう一度復職していただける活

動を今年から始めているので、在宅訪問を行う薬剤師の数を充実させたいと思って

いる。 
委員   在宅看取りの部分でかかわっている。在宅療養というところで私たちケアマネジ

ャーはかかわっているが、在宅医療の中で最終的に看取りまで関わらしていただい



5 
 

ている。その中で、在宅看取りをするというところで、希望を聞いていても、最終

的には病院の方にという選択をさせる利用者の家族が多い中で、看護師と最後まで

看取りをするというところで、もっと住民の方に啓発をしていかないとと思ってい

る。なぜ家で看取りをすることがいいのかというところが、きちんと支援を提供し

て、これで良かったという最期の幕引きをしていただけるように私たちはがんばっ

ていきたいと思っているし、ただ、最期は病院で看取りと言われた方は、それはそ

れで選択肢としてあり得ることだと思っているので、今後、医療との繋がりの切れ

目のない関係を作っていきたいと思っている。 
委員   在宅医療というところで、今後増えていくということが見込まれているが、当然

切り離せない介護の問題で、地域包括ケアとよく言われるが、その辺で医療と介護

の分野の密接な関係、ここに多職種による人的なネットワーク、患者情報を共有す

る仕組みづくりというのがある。具体的には患者情報をどこまで共有できるのかと

いうと、これが絵空事にならないような形で進んでいくことが在宅医療、介護のサ

ービスを合わせながら地域で支えていく体制づくりになるのかなと自覚を持ってい

るので、この辺が進んでいくことを、私どもは社会福祉協議会としても、介護の部

分で力を入れてがんばっていきたいと思っている。 
委員   社協で介護保険事業を展開しているが、いずれにしてもマンパワーが不足してい

るのが恒常的なので、それと併せて医療の方も高齢化している中で今後の話となっ

てくるが、マンパワーを確保するための、例えば養成の支援をしていく意味での奨

学金制度とかを考えてはどうかと思っている。 
委員   この間、夜中の 7 時頃、一人暮らしの高齢者が倒れられて、社協に来てくれとい

うことで行ったが、脱水とか失禁とかしておられて、町の保健師と一緒に動いたが、

その時感じたのが一人暮らしの高齢者が多い所というのはいろんな意味でリスクを

背負っているということにもなる。結果的に入院は許可していただけたが、地域包

括ケア病棟というのもあるし、独居高齢者あるいは高齢者世帯の指数というのをも

とにしたという視点に立った病床数の再評価というものも必要ではないかと私は感

じた。 
委員   先ほどから在宅医療の話が出ているが、特に開業医ですぐに診てもらえない場合、

また医師の高齢化、その当たり将来的には不安に思っている。また、湖東地域から

滋賀医大、成人病センター、長浜日赤、市立長浜病院に結構近所でもそちらの方に

行かれる。もう少し近くで高度医療を診てもらえるとありがたい。滋賀医大まで行

くと、診察だけで 1 日かかってしまうので、もう少し近いところで医療を受けられ

る場があるとありがたい。全ての病院で高度医療をというのは無理だと思うが、近

くにそういう医療をしてもらえるところがあればありがたいと思っている。 
委員   前任から今回初めて交代で参加させていただいて、今説明をいただいた中で、確

かにこの湖東圏域からとの圏域の方に流出されている患者がこれだけあるのかとい

うので驚いている。自分の住んでいる近くの病院でというのが一番いいのかなとい

うふうに考えたりもするので、色々と圏域内の病院の方で色々と整備をいただいて

いると思うが、そういった形で介護までいける体制がいちばん望ましいのかなと考

える。 
委員   地域包括ケアということになってきて、今一番医療の方で甲良町が活用させてい

ただいているのが地域包括ケア病棟です。実際介護される方が心構えを持つ準備期

間として活用させていただいたり、レスパイトの部分で非常に活用させていただい
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ているので、非常にありがたい病棟だと思っている。ただ、やっぱり期限があるし、

希望者がどんどん増えてきているのも現状であるので、それなりにベッド数の確保

もいるのかなとも感じている。 
     市町の方で施設整備の話が結構言わせるが、できれば市町としては施設整備とい

うよりかは在宅でできるだけ最期の看取りまでというところを目指しており、その

中では今あるサービスの中で小規模多機能とか家に居ながら不安な時にはそういっ

たところでお世話していける通いのサービスとかも充実させていかないといけない

と思っている。そのためにも、医師会の方に御協力いただくことが多いと思うが、

やはり看取りの問題となると訪問医、往診医というと今現在困っておられるかとい

うと、実際は訪問看護師を通して先生を紹介いただくことがあって、何とかかろう

じてまわっている状況であるが、やはり地域の開業医の先生方は、医療の現場だけ

でなく特養の施設の医師をされたりとか、学校医をされたり、健診に来ていただい

たりとか超多忙な中で、訪問をお願いするのはこちらもかなり心苦しい状況と、や

はり 1 人の先生が開業医の場合が多いので、1 人の先生がそれを受けられると、そ

の先生をサポートしていただく先生がだれかおられないと、先生方も安心して受け

ていただけないという状況はこちらの方も判っていて、その辺をこの圏域の中でう

まく回っていかないかと考えている。もう一つは北尾委員のおっしゃった、かかり

つけ医を持つということの啓発に関してはあまり普段できていなかったので、そう

いったところはお薬手帳を1 冊にするのと同じように広報を頑張っていきたい。 
委員   2025年を向かえて在宅へと、訪問看護師と医師が連携をとりながら在宅を支えて

いくと常々考えているが、常日頃、看護師数不足がずっと言われ続けている。訪問

看護師を要請していくにしても、中々一人で在宅に出ていくのは不安ということで

訪問看護師を目指す人は少ない。近年、新卒から訪問看護師に育てようというシス

テムも取り入れられて、2 年間かけて訪問看護師として成長させていきたいという

思いを看護協会の方からも思われているし、やはりこれから支えていくために看護

師数を増やしていくことを考えたい。地域の皆さん方にも協力していただかなけれ

ばならないことも多々あるので、お願いしますとともに、開業医の先生があまり外

に出ていっていただけないというところで看護師がそれをバックアップしようとい

うことで、24時間どのステーションでも連絡が付く体制をとっているので、先生方

は夜の往診に行くことは無理と言われたら、看護師がしっかりと看ておいて、その

後連携をとりながら次の日に往診していただくか、土日が出られないという時には

どうしたらいいのかというところを先生方と話を詰めて看取りまでちゃんとできる

ようにはなっているので、もっともっと訪問に出ていただける先生が増えていただ

けることを切実に願う。今現在訪問診療に出ていただいている先生は限りがある。

知っている先生でも快くは受けていただくが、その方々に負担がかかっている状況

で、開業医の先生に通院されている患者さんは必ずその通院していた先生が往診に

出ていただけるような方向性を今後考えていただきたいと思う。開業医の先生に通

っていたのに、「往診となると行けません。他の先生に頼んでくださいというのが、

結構未だにあるので、そこだけ自分の所でずうっと今まで通っていた患者は、やは

りその先生が最後まで診ていただけるのが一番ありがたいと思います。 
委員   今4 病院の中では、部会の方でも話したが、うまくバランスが取れた感じでコミ

ュニケーションが通いながら医療の方が取り組めているのではないのかと思ってい

る。しかしながら、民間は医師不足で非常に厳しい状況で、この中で医療構想の中
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にもあるが病床数の問題、高度急性期、急性期、回復期、慢性期という分け方の中

でうまく当てはまっていければいいが、やはり医師の問題であるとか、病院を出ら

れた後のこと、在宅でのことを考えると中々国の方から言われている病床数にうま

く合わしていくのは本当に難しい。なにか 1 つ解決できれば次の所につながってい

くと思うが、バランスをとっていくのが厳しい状況である。しかしながらそういう

部分においても湖東圏域ではきちっとした医療体制を整えていかなければならない

と思っているので、今後も 4 病院としてはうまく連携をとりながら取り組んでいく

ことが大事と考えている。 
委員   介護従事者が慢性的に不足しているのが、一番の課題であると思う。 

中学生・高校生が進路科に相談に行くと、給料の面で不安であるということで、

先生は看護の方に行きなさいと最近は進められるそうである。余計に介護の方は人

が集まらない、介護の方が足りないという現状がある。その中で訪問介護、ヘルパ

ーは大変だなと思う。特にヘルパーになっていただける方は希望が少ないというこ

とで、現在は老人ホームやサービス付き高齢者住宅ができると、ヘルパーが一気に

そちらに入ってしまう。またヘルパーが一生懸命支えている人たちが入ってしまう

と今度はヘルパーの仕事がなくなるので辞めてしまう。そこが安定しない職場だな

と思うので、ヘルパーが在宅で活躍できる土台づくりが重要であるか考えている。 
委員   さっき特別養護老人ホームのことが出ていたたが、入所者の健康管理ということ

で施設の方では開業医の先生に配置医という形で診療所を開き月 1 回とか週 1 回と

か来ていただいて入所者の健康管理をしているが、私どもも地域密着型を開いてい

るが、20 名が定員の中でおられるが、ほとんどの方が施設での看取りというのを希

望されている。施設の看取りをさせていただこうとすると、来ていただく開業医の

先生の方が24 時間どの時間帯でも対応していただけるということがないと、施設と

して看取りができないというところがあるので、その当たりの体制が整ってくると、

特養にしても運営の方がやりやすくなると思うので、その当たりが充実してくるこ

とが重要と思う。 
委員   先程から医療圏から流出して行くという御意見をうかがったが、そもそも 15 万

の医療圏で流入・流出を無くすということは基本的に不可能と言われており、大体

40万人くらいいないと流入・週出が無くせないと言われている。これは地域医療構

想ではなくて、地域構想の中でそもそも話すべきだと考えている。今日歯科の先生

が見えているのでお伺いしたいが、この圏域で今、在宅歯科診療に携わっている先

生はどのくらいおられるのか。 
委員   保健所が作成していただいている資料に、訪問診療が受けられるかという資料が

あるかと思うが、その資料の作成時期を更新していただかないと、訪問診療に行き

ますよと答えてもスタッフが辞めてしまうと行けなくなる。現状、最新のデータと

いうのは県のホームページにチェックをかけることになっており、そのデータが出

ている状況なので、具体的な数字というのはちょっとわからないが、彦根エリアで

は訪問診療に特化した診療所というのは無いが、他府県では開業医の先生が訪問の

歯科診療に特化して対応されている先生もおられる。このエリアにはそういった歯

科医師はいないので、自分の診療の合間で訪問診療を受けるという形になる。スタ

ッフがそろい依頼があれば出ているというのが現状であるので、何でも言ってくだ

さいという歯科医師は今現状はいない。申出があれば、対応できたら行きますとい

うのが、スタンスである。歯科医師会としてもできるだけ、自分が診ている患者に
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対しての訪問診療は受けるという取り組みをしているが、やはりマンパワーの問題

で、歯科医師の開業時間も限られているし、スタッフがいてくれないとできないの

で、こちらサイドとしても苦しい。 
座長   まだまだ意見はあると思うが、ひとまず今日この場で構想のまとめ案に特に意義

はございませんか。 
     異議が無ければ了承されてとさせていただきます。 
     もし、追加の意見、修正する必要があれば連絡いただければいいですし、修正す

る場合は私に一任させていただき、各委員の皆さんにお知らせいただく手順で進め

たいと思います。 
  色々と貴重な意見をいただきありがとうございました。私の進行はここまでとさ

せていただきます。 

 

事務局  堤座長、各員の皆様色々と御意見いただきありがとうございました。 

     湖東圏域の地域医療構想としてまとめ、座長の御確認の上、県の方に提出して、

県全体の地域医療構想の中の湖東圏域版として組み込まれることになっているので、

よろしくお願いします。  

 

彦根保健所長閉会およびお礼のあいさつ ：瀬戸所長    

 

事務局  これをもちまして、地域医療構想検討会議は終了とさせていただきます。 

     委員のみなさま、どうもありがとうございました。 

 

閉会宣告 １６時１１分 


