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滋賀県医師確保計画（原案）に対して提出された 

意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方について 

 

 

 

１ 県民政策コメントの実施結果 

 

   令和元年12月20日（金）から令和２年１月20日（月）までの間、滋賀県民政策コ

メントに関する要綱（平成12年滋賀県告示第236号）に基づき、「滋賀県医師確保計

画（原案）」についての意見・情報の募集を行った結果、県民および団体・市町から

合計43件の意見・情報が寄せられました。 

   これらの意見・情報に対する滋賀県の考え方は次のとおりです。 

   なお、取りまとめにあたり、提出された意見・情報の一部は、その趣旨を損なわ

ない範囲で内容を要約したものとなっています。 

 

 

 

２ 提出された意見・情報の内訳 

 

項  目 県民 団体等 市町 

計画全般  4件  

第 1章 医師確保計画について   4件 

第 2章 本県の現状  1件  

第 3章 医師偏在指標  2件  

第 4 章 医師多数区域および医師少数区域（・医師少

数スポット） 
  4件 

第 5章 医師の確保の方針および目標  2件 1件 

第 6章 具体的な施策  6件 1件 

第 7章 産科・小児科の医師確保計画  10件 6件 

第 8章 計画の進行管理・評価  2件  

 

 

      合計  43件 
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３ 提出された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方 

NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

計画全般 

1  本計画については、国が示す計算式によ

る「医師偏在指標」に基づき策定されている

が、この「医師偏在指標」は医師の絶対的な

充足状況を示すものではなく実情とあってい

るとは限らない。 

13頁 21行目に医師偏在指標は「医師の絶対的な

充足状況ではなく、あくまでも相対的な偏在状況（全

体における位置関係）を示すものです。」と記載すると

ともに、同頁 26行目に「必ずしも医療現場の実態を十

分に反映できていない点があることについても留意が

必要です。」と記載しており、御指摘の点も踏まえて計

画を策定しています。 

2  国が示した医師偏在指標に基づき、滋賀

県は医師少数区域はありませんが、「医師

多数県」に該当したため、医師を維持・定着

させるための施策等の本計画は、医師の働

き方改革が進められていく中で、県がしっか

り状況を見極め計画に沿って取り組みされ

るようお願いします。 

また、関係者全員が理解して議論していく

ことが重要であり、わかりやすい情報の公

開や状況の説明をしていただきたいと思い

ます。 

特に、医療保険者としては限られた医療

財源を有効に活用するため、医療の質の確

保を図り、県民が安心できる医療体制の確

立をお願いします。 

医師の働き方改革を踏まえた勤務環境の改善につ

いては、25頁 20行目以降に記載しており、県としても

本計画に基づき取組を推進してまいります。 

また、43頁に記載しているとおり、本計画について

はその進行管理・評価を行うこととしており、その結果

については県民の皆様に情報提供していくこととして

います。 

3  救急指定病院や救命救急センターの医師

の確保については、優先事項として予算措

置も含め対応すべき。 

御意見は、今後の施策推進にあたっての参考とさ

せていただきます。 

4  滋賀県保健医療計画における主な数値

目標は、①健康寿命の延伸、②年齢調整死

亡率、③周産期・小児医療（死亡率）、④在

宅医療（訪問診療実施医療機関など）、⑤認

知症（認知症相談医数）であると承知してい

るが、数値目標として掲げられた認知症相

談医の確保計画でなく、産科・小児科の医師

確保について医師確保計画（案）に一項目

設けて推進するのは何故か。 

滋賀県保健医療計画との整合性の観点

から、明記することが必要であると考えま

す。 

産科・小児科については、全国的に医師が足りてお

らず、かつ、政策医療の観点からも医師確保の必要

性が高いため、また医師が長時間労働となる傾向が

あることや診療科と診療行為の対応も明らかにしやす

いことから、全体計画のほか診療科別の個別計画を

策定することとされています。このことについては、1

頁 37行目や 36頁 33行目に記載しています。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

第 1章 医師確保計画について 

5 1 下記のとおり修正すべき 

 

「医療法及び医師法の一部を改正する法

律」が成立しました（以下「改正法」とい

う。）。 

→「医療法及び医師法の一部を改正する法

律」（以下「改正法」という。）が成立しまし

た。 

 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

「医療法及び医師法の一部を改正する法律」が成

立しました（以下「改正法」という。）。 

 

（修正後） 

「医療法及び医師法の一部を改正する法律」（以下

「改正法」という。）が成立しました。 

 

6 1 

 

 

 

下記のとおり修正すべき。 

 

①計画は、 

 → この計画は 

 

②に基づく医療計画の一部 

 →に基づく滋賀県保健医療計画（以下「医

療計画」という。）の一部 

 

 

 

③現行の「滋賀県保健医療計画」は、平成

30年度（2018年度）から令和 5年度（2023

年度）までの計画のため、 

 →現行の医療計画は、この計画期間を平

成 30年度（2018年度）から令和 5年度

（2023年度）までとしているため 

 

御意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

 

①御意見のとおり修正します。 

 

 

②（修正前） 

に基づく医療計画の一部 

 

（修正後） 

に基づく「滋賀県保健医療計画」の一部 

 

③（修正前） 

現行の「滋賀県保健医療計画」は、平成 30 年度

（2018 年度）から令和 5 年度（2023 年度）までの計画

のため 

 

（修正後） 

医療計画として策定している現行の「滋賀県保健医

療計画」の期間は、平成 30年度（2018年度）から令和

5年度（2023年度）までのため、 

 

7 1 「医師多数（・少数）都道府県」は、国でも

このような表現か？ 

原案の表記で医師多数都道府県と医師少数都道府

県を示していることは分かることや、必ずしも国の資

料と表現を一致させる必要はないことから、原案のと

おりとします。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

8 1 下記のとおり修正すべき。 

 

医師が足りておらず、かつ、政策医療の観

点からも医師確保の必要性が高い小児科と

産科については、全体計画・・・ 

 →医師が不足していることのうえに、特に

小児科と産科については政策医療の観点か

らも医師確保の必要性が高いことから、全

体計画・・・ 

 

 

 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

全国的に医師が足りておらず、かつ、政策医療の観

点からも医師確保の必要性が高い小児科と産科につ

いては、全体計画・・・ 

 

（修正後） 

産科と小児科については、全国的に医師が足りてお

らず、かつ、政策医療の観点からも医師確保の必要

性が高いことから、全体計画・・・ 

 

第 2章 本県の現状 

9 6 平成 16年より大津・湖南地域における医

師数は、増加傾向であるが、湖西、湖北、湖

東地域においては減少しており、医師の地

域偏在が顕著である。 

今後、湖西、湖北、湖東地域における医

師確保の対策を講じることが重要である。 

本計画に基づき、医師の地域偏在是正に取り組ん

でまいります。 

 

第 3章 医師偏在指標 

10 13 医師としての経験値が少ない若手医師が

労働力として実数以上に算定されていること

に留意が必要です。 

 未経験な医師を育成するために、経験豊

富な医師の働き方改革等を踏まえた勤務環

境の改善を進め、診察しやすい環境を構築

していく事が重要だと考えます。 

 オンライン社会です。へき地医療に対して

「オンライン診療」「オンライン手術」ができる

医師の環境を整備していくのも一案と考えま

す。 

13頁 24行目に医師偏在指標は「医師としての経験

値が少ない若手医師が労働力として実数以上に算定

されている」と記載しています。 

また、医師の働き方改革を踏まえた勤務環境の改

善や若手医師のキャリア形成については、「６ 具体

的な施策」にその内容を記載しており、今後、しっかり

取り組んでまいります。 

なお、御意見は、今後の施策推進にあたっての参

考とさせていただきます。 

11 14 二次医療圏の医師偏在の是正が地域医

療にとっては重要であることから、引き続き

医学生の地域枠の確保に取り組んでいただ

きたい。 

27頁 9行目に「地域枠は、県内において診療に従

事し、かつ、一定期間は知事が指定する医療機関に

おいて勤務する義務があるため、県内の医師偏在を

是正するために非常に有用な手段です。そのため、

今後も継続して地域枠を設けて医師確保を図っていく

こととします。」と記載しているとおり、引き続き取組を

推進してまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

 第 4章 医師多数区域および医師少数区域（・医師少数スポット） 

12 16 ①市立沖島診療所に対して、県が設置する

へき地医療支援機構の企画・調整の下、巡

回診療の実施や医師等の派遣を行っていま

すと表現しているが、この表現は正しいの

か。 

②単に市近江八幡市蒲生郡医師会が医師

派遣しているだけではないのか。 

③ここに県計画として県が、支援機構が主

体的に関与している部分はあるのか。 

④へき地医療拠点病院である長浜市立湖北

病院や高島市民病院をはじめとした医療機

関がとあるが、ここでいう上記２病院以外の

医療機関とは何を指すのか。 

⑤そこに総合医療センターは含まれるの

か、 

⑥医師会まで含まれるのか。 

⑦明確にやっているのならば示すべき。 

⑧また、自治医科大学を卒業した医師をへ

き地医療拠点病院等に派遣して医師の確保

を図っていますとあるが、拠点病院等の等と

はどの病院が含まれているのか。 

⑨ここに総合医療センターは含まれていな

いため、市立沖島診療所へ派遣することが

できていないのではないか。 

 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

・・・本県では７つの市がへき地診療所を設置してい

るとともに、県が設置するへき地医療支援機構の企

画・調整の下、へき地医療拠点病院である長浜市立

湖北病院や高島市民病院をはじめとした医療機関が

無医地区および無医地区に準ずる地区（以下「無医地

区等」という。）での巡回診療の実施やへき地診療所

への医師の派遣等を行っています。 

 

（修正後） 

・・・本県では７つの市がへき地診療所を設置してい

ます。 

湖北・湖西圏域においては、県が設置するへき地

医療支援機構の企画・調整の下、へき地医療拠点病

院である長浜市立湖北病院や高島市民病院をはじめ

とした医療機関が無医地区および無医地区に準ずる

地区（以下「無医地区等」という。）での巡回診療の実

施やへき地診療所への医師の派遣等を行っていま

す。また、甲賀圏域においては、甲賀市立信楽中央病

院が無医地区での巡回診療等を実施しています。 

 

13 16 何故同ページ 7行目以降と書きぶりが違う

のか。 

16頁 7行目後段以降については、へき地医療拠点

病院をはじめとした病院等の状況について記載してい

ます（ただし、上記 12 のとおり修文しています）。これ

に対し、16頁 18行目以降については、へき地診療所

の状況について記載をしています。 

 

14 17 ①無医地区等とは、（）書きの定義により無

医地区に準ずる地区を含むことになるの

で、へき地医療拠点病院等が巡回診療を実

施していますという表現で、沖島診療所も含

めて正しいのか。 

②拠点病院等の等とは何を指すのか。 

上記 12のとおり修文しています。 

なお、この「等」は、へき地医療拠点病院以外で巡

回診療を実施している医療機関を指しています。 



- 6 - 

 

NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

15 17 ①この計画の主体は県なので、県として巡

回診療を実施したり、へき地診療所への派

遣医師確保を図って行かれるという認識で

よろしいか。 

②知事の附属機関である滋賀県地域医療

対策協議会において対策を講じられるという

理解でよろしいか。 

へき地診療所の設置・運営の主体は、県ではなく市

町です。 

本計画では、20頁 2行目に「県、大学、滋賀県病院

協会・滋賀県医師会等の関係団体、市町等の関係す

る全ての者がその役割を認識し、相互に連携を図りつ

つ、必要な医師の確保や偏在の是正に取り組むことと

します。」と記載しているとおり、県は無医地区等を医

師少数スポットとして指定し、市町等の医師確保の取

組を支援していくこととしています。なお、本計画は医

師の確保について定めた計画であり、へき地医療対

策については滋賀県保健医療計画の「へき地医療」

の項目に記載しています。 

地域医療対策協議会においては、医師確保に必要

な対策等について調査・審議を行います。 

 

 第 5章  医師の確保の方針および目標 

16 18 医師確保計画では、滋賀県は「医師多数

県」（全国の上位 16 位）に該当したため、新

たな施策により他県より医師を確保できず、

当県で医師を維持・定着・養成を図る必要が

あります。 

 

御意見の内容については、18 頁に記載していま

す。 

17 18 この計画の趣旨が偏在解消にあることを

鑑み、「医師の確保方針および目標」におい

て、県内医師の偏在解消（是正）にかかる具

体的な目標を示すべきではないでしょうか。 

Ｐ１５のイメージ図で分かるとおり、県内に

おける医師偏在指標は極めて顕著であり、

多数区域の上位にある大津圏域と、少数区

域に限りなく近い甲賀圏域の指標では２．３

倍もの開きがあります。 

スポット対応だけでは、この偏在解消（是

正）は不可能ですし、全国の少数区域で対

策が進めば、僅差の甲賀圏域が少数区域

に転落する可能性は十分に考えられます。 

医師偏在指標は相対的な偏在状況を示すもので

す。国の医師確保計画策定ガイドラインにおいて、「医

師偏在の是正の進め方としては、医師確保計画の１

計画期間ごとに、医師少数区域に属する二次医療圏

または医師少数都道府県がこれを脱することを繰り返

すことを基本とする」と規定されています。本県は医師

多数県であるとともに、医師少数区域である二次医療

圏がないことから、医師確保計画の制度上は目標を

達成していることになります。 

また、診療科ごとの医療需要やそれらに必要な医

師数（絶対数）を算定することは困難であることから、

具体的な数値目標を示していません。 

そのため、18 頁以降に記載しているとおり、県全体

や各圏域の実情、地域医療構想に基づく医療提供体

制のあり方について現在なされている議論の進捗等

を踏まえて必要となる医師の確保を図ることとしてい

ます。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

18 18 県域では多数となるが、二次医療圏では偏

在が顕著。県外からの医師確保が不可能で

あることから、特に特定の診療科の偏在に

ついて、県内医療圏間の調整・誘導や研修

医の確保について記載してはどうでしょう

か。 

 

 

県内の医師偏在是正については、22～24 頁に地域

枠医師や自治医科大学卒業医師の派遣調整等を通じ

た偏在対策について記載しているとともに、それ以外

の医師派遣についても滋賀医科大学、京都大学、京

都府立医科大学等と連携することを記載しています。 

また、研修医の確保については、29・30頁に医師の

養成過程等を通じた確保対策として記載しています。 

 

 第 6章  具体的な施策 

19 20 「キャリア形成プログラム」を充実させ、魅

力のある制度にしていただきたい。 

 

 

「キャリア形成プログラム」については 24 頁に記載

していますが、御意見のとおり地域枠医師を始めとし

た若手医師にとって魅力あるものとなるよう、その充

実に努めてまいります。 

 

20 22 滋賀県内で医師として定着するのは、や

はり滋賀県出身者の方が可能性が高い。滋

賀県医師養成奨学金や滋賀県医学生修学

資金などの各種情報提供、県内医療機関で

の研修や修練に関する情報等について、滋

賀医科大学やその他の医学部の学生に対

して行うだけではなく、滋賀県内の高校生や

滋賀県出身で県外の中学・高校に通学して

いる生徒にも情報を積極的に提供していくこ

とが、滋賀県における医師確保につながる

と考える。 

 

現在、高校生向けの自治医科大学入学説明会の開

催や県の医学生向け修学資金制度等の情報発信を

行っていますが、御意見を踏まえ、さらにその充実に

努めてまいります。 

21 26 他の医療従事者や事務補助者等への業

務移管等は方策として誤りではないと思う

が、薬剤師や看護師をはじめとした医療従

事者や事務補助者等の人材確保が、困難な

状況があることを認識していただきたい。 

 

御意見の内容については県としても認識しておりま

すので、今後の施策推進にあたっての参考とさせてい

ただきます。 

22 26 医師の勤務環境改善については、県民の

意識醸成のため早急な広報と電話相談事業

の周知・拡大を県や市町、医療機関、保険

者が一丸となり計画的に取り組んでいただ

きたい。 

 

26頁 6行目や 42頁 10行目に記載しているとおり、

医師の勤務環境改善のためには、医療提供側だけで

なく医療を受ける県民の意識醸成に対する取組が必

要であることから、関係者の皆様との連携の下、引き

続き適切な医療のかかり方に関する啓発や電話相談

事業を実施してまいります。 
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23 28 修学資金等貸与者の就業義務年限終了

後の定着率を記載し、あわせて、定着を促

すための具体的な方策も記載してはどうで

しょうか。 

修学資金等貸与者の就業義務年限終了後の定着

率については、義務後の就業地等について報告義務

が無いことから正確に把握することが困難です。 

また、県内定着を促す具体的な方策については、

医師のキャリア形成支援や医師の働き方改革を踏ま

えた勤務環境の改善等を通じて行うこととしていること

から、原案のとおりとします。 

 

24 30 「総合診療専門医」の育成と確保について

具体的に記載してはどうか。 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

今後、このような医療需要に対応し、地域包括ケア

システムを一層進めていくためには、複数の疾患や

合併症を持つ高齢者等に対応できる総合的な診療能

力を有しており、身体の状態だけではなく心理的・社

会的問題も含めて継続的に診察し、必要に応じて専

門医に紹介することのできる医師の確保が必要です。 

そのため、在宅医療に関するセミナーの開催や、新

たに在宅医療を始めようとする医師が訪問診療に同

行体験する機会を提供することなどにより、在宅医療

等を担う医師について確保や育成を図ります。 

 

（修正後） 

  今後、このような医療需要に対応し、地域包括ケア

システムを一層進めていくためには、地域において幅

広い疾患等に対応できる総合的な診療能力を有して

おり、必要に応じて診療科別専門医に紹介することが

できる総合診療医が重要な役割を担うことになりま

す。  

また、総合診療医が適切な初期対応と必要に応じ

た継続的な医療を提供することで地域の医療需要に

的確に対応することができるため、地域の医療提供体

制の確保に資することとなります。 

  そのため、医師や医学生が、医師の専門研修制度

における基礎領域の一つである総合診療の専門医を

目指すよう、キャリア形成プログラムの充実を図ると

ともに、県内の総合診療に係る専門研修プログラム

の情報発信等を行います。 

また、在宅医療に関するセミナーの開催や、新たに
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在宅医療を始めようとする医師が訪問診療に同行体

験する機会を提供することなどにより、在宅医療等を

担う医師について確保や育成を図ります。 

25 30 9 行目「在宅医療等の医療需要が１.５倍

になると推計され」・18 行目「在宅医療等を

担う医師」とありますが、在宅医療等の「等」

が介護連携など地域包括ケア全般を指して

いるのであれば、17 行目の「在宅医療に関

するセミナー」・「在宅医療を始めようとする

医師」は、「在宅医療等に関するセミナー」・

「在宅医療等を始めようとする医師」と記載し

てはどうでしょうか。 

 

9 行目の「在宅医療等」は、在宅医療のほかに介護

等を含むものとなっています。一方、17 行目の「在宅

医療」はこのうち「等」を含まない在宅医療だけを意味

していることから、原案のとおりとします。 

 

 第 7章  産科・小児科の医師確保計画 

26 31 大津・湖西ブロックにおいては、周産期母

子医療センターであり、ブロックの救急救命

センターである大津赤十字病院が大津市南

部に位置しており、広範囲な市域に集落が

点在し、人口減少や高齢化が顕著である高

島市において、遠方にある大津市民病院ま

での移動時間や移動手段を考えると、適切

なサービスを受けられるか不安がぬぐえな

い状況にあり、湖西地域医療圏の中核を担

っている高島市民病院の維持存続は重要で

す。 

また、このような地域事情に十分配慮した

医療体制の堅持と必要な医師確保対策をお

願いしたい。 

 

周産期医療提供体制については、現行の滋賀県保

健医療計画において、７つの二次医療圏を４ブロック

に区分しています。 

各ブロックにおいては、地域事情も考慮しつつ、周

産期母子医療センターと、周産期協力病院その他の

医療機関との役割分担など、地域での分娩の在り方

について現在検討を行っているところです。 

27 31 下記のとおり修正すべき 

 

（図表 11参照） → （図表 9参照） 

御指摘のとおり修正します。 
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28 34 図表 滋賀県周産期医療提供体制について 

①.彦根市立病院が分娩を 5 月 1 日以降休

止と公表されているため、記入が必要だと

思います。 

②後方支援病院 2 床は、このままなのか、

今後どうなるのか記載内容の確認が必要か

と思います。 

本計画は、医療法及び医師法の一部を改正する法

律（平成 30年法律第 79号）附則第 5条の規定により

令和 2 年 3 月までに策定することとされていることか

ら、計画にはそれまでの状況を記載することとしてい

ます。なお、このことが明確になるよう、図表に「令和2

年 3月現在」と付記します。 

29 37 「多数都道府県（・区域）はありません。」と

ありますが、この表現はわかりにくいのでは

ないでしょうか。「誤解される恐れがあること

から、医師「多数」区域はなしとします。」あ

るいは、小児科医の項と同様、「相対的多数

区域は設けません。」の方がわかりやすい

と思います。 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

・・・、多数都道府県（・区域）はありません。 

 

（修正後） 

・・・、相対的医師多数都道府県（・区域）は設けませ

ん。 

 

また、39頁 16頁も同様に修正します。 

 

30 38 Ｐ18 の 26 行目では、二次医療圏では医

師が不充足であると示しているのに、産科

医師及び小児科医師は４ブロックに地域分

けをしている。周産期医療圏単位でみること

により二次医療圏で不足している圏域を見

えにくくし、少数区域がないとしていることに

疑問を感じます。 

産科及び小児科についても二次医療圏単

位での状況を明記するとともに、地域の実

情を踏まえ、特に小児科においてはブロック

ではなく二次医療圏単位での対応策を検討

いただきたい。 

現行の滋賀県保健医療計画において、周産期医療

提供体制については、７つの二次医療圏を４ブロック

に区分しています。各ブロックにおいては、地域事情

も考慮しつつ、周産期母子医療センターと、周産期協

力病院その他の医療機関との役割分担など、地域で

の分娩の在り方について現在検討を行っているところ

です。 

また、同計画において、小児科における小児救急

医療提供体制についても、周産期医療提供体制との

整合性を図り４ブロックに区分することとしています。

各ブロックにおいては、ブロック化の円滑な推進や今

後の小児救急医療提供体制について現在検討を行っ

ているところです。 

 

31 40 必要な医師の集約化を図る一方で、役割

分担を明確にできるのか。役割分担が上手

くできるのか。 

周産期医療提供体制については、現行の滋賀県保

健医療計画において、７つの二次医療圏を４ブロック

に区分していますが、各ブロックにおいては、地域事

情も考慮しつつ、周産期母子医療センターと、周産期

協力病院その他の医療機関との役割分担など、地域

での分娩の在り方について現在検討を行っているとこ

ろです。 



- 11 - 

 

NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

32 40 周産期母子医療センターへの集約化だけ

でなく、周産期母子医療センター機能を補完

する地域の病院（周産期協力病院）の医師

確保についても、計画に位置付けていただ

きたい。 

また、小児科においても、救命救急センタ

ー機能を補完する地域の病院（小児科救急

医療機関）の医師確保について、計画に位

置付けていただきたい。 

周産期医療提供体制については、７つの二次医療

圏を４ブロックに区分していますが、各ブロックにおい

ては、地域事情も考慮しつつ、周産期母子医療センタ

ーと、周産期協力病院その他の医療機関との役割分

担など、地域での分娩の在り方について現在検討を

行っているところです。 

また、小児科における小児救急医療提供体制につ

いても、周産期医療提供体制との整合性を図り４ブロ

ックに区分することとしていますが、各ブロックにおい

ては、ブロック化の円滑な推進や今後の小児救急医

療提供体制について現在検討を行っているところで

す。 

これらを踏まえ、原案のとおりとします。 

 

33 40 「周産期協力病院やその他の地域の病

院、診療所、助産所と周産期 母子医療セン

ターとの役割分担を明確にし・・・」と周産期

協力病院を加えた議論をお願いします。周

産期協力病院は、地域周産期母子医療セン

ターの負担軽減、そして住民への身近な地

域での医療提供という点で重要であると考

えます。 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

・・・、地域の病院や診療所、助産所 

 

（修正後） 

・・・、周産期協力病院や地域の病院、診療所、助産

所 

 

なお、40頁 6頁も同様に修正します。 

 

34 40 下記のとおり修正すべき。 

 

ブロック内のネットワークの・・・・ 

→ブロック内の関係機関の医師・助産師

等関係者によるネットワークの充実・強

化・・・ 

 

30 行に助産所の明記があることと産科医

師と協働する助産師もネットワークの充実・

強化の一員であるため 

40 頁 29～32 行目において、助産所も含めたネット

ワークの具体の内容を記載していることや、このネット

ワークについては関係者等の人的なもののほか医療

機関等の施設的なものも意味することから、原案のと

おりとします。 

35 40 「分娩取扱を中止した診療所の事業承継

や新たな事業展開等」とありますが、「新た

な事業展開」とは何かを具体的に示しては

どうでしょうか。 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

分娩取扱を中止した診療所の事業承継や新たな事
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業展開等を図る・・・ 

 

（修正後） 

分娩取扱を中止した診療所の事業承継や、妊婦健

康診査や産後ケア事業に特化した施設への転換など

新たな事業展開等を図る・・・ 

 

36 41 下記のとおり修正すべき。 

 

 小児在宅医療については、・・・・・専門病院

の医師等による 

→例えば滋賀県立小児保健医療センタ－

やびわこ学園医療福祉センタ－等の専門病

院や在宅療養生活を支える地域の病院や

診療所医師との連携を図り、集合研修や実

地研修等を実施し・・・・専門病院という表現

について、 

 

滋賀県では今までからも活躍している実

態があるので具体的に表現してはどうかと

思います。 

 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

専門病院の医師等による集合研修や実地研修等を

実施し・・・。 

 

（修正後） 

県立小児保健医療センタ－やびわこ学園医療福祉

センタ－等の専門病院、在宅療養生活を支える地域

の病院や診療所の医師との連携を図り、集合研修や

実地研修等を実施し・・・・ 

37 41 滋賀科大学だけでなく、滋賀県立小児保

健医療センタ－や精神医療センタ－も連携

しながらその役割発揮をしておられると思い

ます。 

誰を対象にした表現なのか、一般市民が

見たときにも小児科医師の具体的な取り組

みが解る表現にされた方が解りやすく安心

につながるのではないかと思います。 

 

発達障害の早期発見や医療的支援にかかる研修

会は滋賀医科大学に事業を委託しており、その他の

医療機関に勤務する医師は研修を受ける立場である

ことが多いため、原案のとおりとします。 

38 42 コンビニ受診を抑制するため、小児の医

療実態を分析いただき、住民に対する適切

な医療機関受診の促進及び医療提供体制

の整備についてのお取り組みをお願いしま

す。 

 

 

 

26頁 6行目や 42頁 10行目に記載しているとおり、

医療提供側だけでなく医療を受ける県民の意識醸成

に対する取組が必要であることから、引き続き適切な

医療のかかり方に関する啓発や電話相談事業を実施

してまいります。 
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39 40 事業承継については、診療所の産科医確

保方策に限らず、分娩取り扱いを中止した

公立病院にも必要ではないかと考えます。

診療所の医師の高齢化の問題もあり、将来

的に身近な地域で分娩がむつかしい状況に

なった場合には、公立病院がその役割を果

たすことも視野に入れておく必要があるので

はないでしょうか。  

そういう観点からの事業承継と加えて、分

娩が集中する病院医師の負担軽減という観

点からも、助産師外来や院内助産について

の検討の必要があるのではないでしょうか。 

 

産科においては、医師の負担を減らすためにも助

産師外来や院内助産が重要であることから、周産期

医療等協議会において、地域における分娩体制の在

り方について検討しているところです。 

また、42頁 5行目に記載しているとおり、県としても

助産師外来や院内助産に対応できる助産師の育成を

推進してまいります。 

40 42 助産師の内容について記載されている

が、助産師の現状等の記載がされていない

のではないでしょうか。 

御意見を踏まえて、次の一文を追加します。 

 

なお、平成30年（2018年）末現在、本県には 496名

の助産師が就業しています。 

 

41 42 助産師出向支援事業のことだと思うが、

表現を「滋賀県保健医療計画」P250 の具体

的施策に明記されている病院と産科診療所

で助産師を相互に派遣することにより・・・・

助産技術の向上を図れるように支援しま

す。の表現と同じにした方が良いのではな

いか。 

御意見を踏まえて、次のとおり修正します。 

 

（修正前） 

そのため、病院勤務の助産師に対して、本県におい

て分娩割合が高い診療所や正常分娩の助産経験を

提供するなど、助産技術の向上を図れるよう支援しま

す。 

 

（修正後） 

そのため、病院と診療所間で助産師を相互に派遣

することにより、病院の就業助産師は正常分娩の助

産経験を十分に重ね、診療所や助産所の就業助産師

はハイリスク分娩の助産経験を重ねることを通して、

助産技術の向上を図れるよう支援します。なお、平成

30 年（2018 年）末現在、本県では 496 名の助産師が

就業しています。 
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 第 8章  計画の進行管理・評価 

42 43 「計画開始時と終了時の医師充足状況等

について比較し評価を行う」とありますが、

具体的な数値目標が示されていないため、

評価指標を明確に記載すべきではないでし

ょうか。 

本計画では、県全体や各圏域の実情、地域医療構

想に基づく医療提供体制のあり方について現在なさ

れている議論の進捗等を踏まえて必要となる医師の

確保を図ることしています。 

そのため、医師偏在指標、医師数（圏域別・就業場

所別・診療科別等）、医師の勤務状況などを勘案しつ

つ、圏域等における実態の分析を踏まえた総合的な

評価を行うこととしており、現時点では具体的な評価

指標を計画に記載しないこととしています。 

 

43 43 評価等だけの県民等に情報提供で良い

のか。 

特に産科医師確保困難等により、病院の

分娩が休止される情報にその地域の県民や

医療関係職には不安等を聞き、医師不足な

どへの関心は高くなっています。 

外来医療計画(案)P22 12行に示されてい

るように、住民への公表という項目と内容が

必要ではないかと思います。 

43頁 12行目で「県ホームページや広報誌等を通じ

て、県民に情報提供を行います。」としており、公表と

同義であるため、原案のとおりとします。 

 

※ 該当頁は、県民政策コメントで公表した「滋賀県医師確保計画（原案）」に基づくものです。 


