
番号 構想（素案） 構想（案）【該当ページ】 備考

1
１　現状・地域特性
（１）人口（２）医療資源等の状況
　「県内（平均）及び全国平均」

【Ｐ１－３】
１　現状・地域特性
（１）人口
（２）医療資源等の状況
　　「県全体及び全国の数値」

字句を統一

2

１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜がん＞
　　　　追記

【Ｐ２】
１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜がん＞
・　全悪性腫瘍入院の自己完結率は64.4％と県全体（68.4％）よりやや低い
が、大腸がんでは84.2％、乳がんでは72.4％とそれぞれ県全体より高く、胃が
ん（70.7％）、肝がん（62.7％）はほぼ県全体に近い。肺がんは、45.6％と県全
体（71.5％）と比べて低い。

委員意見

3

１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜急性心筋梗塞＞
・　自己完結率は79.4％

【Ｐ２】
１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜急性心筋梗塞＞
・　自己完結率は79.4％で、県全体を上回っている

委員意見

■県西構想区域の将来の医療提供体制に関する構想（素案）からの修正点一覧 資料６

・　自己完結率は79.4％で、県全体を上回っている

4

１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜脳卒中＞
　　　　くも膜下出血、脳梗塞、一過性脳虚血性発作、脳出血の自己完結率は
平均81.0％

【Ｐ２】
１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜脳卒中＞
・　くも膜下出血、脳梗塞、一過性脳虚血性発作、脳出血の自己完結率は平
均81.0％で、県全体を上回っている

委員意見

5

【１４７ページ】
県西において、くも膜下出血の医療機関へのアクセス状況（P23）で、60分以内
のカバー率が他地域より極めて低いので、地域偏在の改善に向けた取組みを
記述していただきたい。
【１４７ページ　図表（４）　＜脳卒中＞　記述を追加】
・くも膜下出血の60分以内のカバー率が他地域より極めて低い。

【Ｐ２】
１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜脳卒中＞
・「一方、くも膜下出血の60分以内のカバー率は低い。」の記述を追加。

パブコメ

1
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6

１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜糖尿病＞
　　　　記載なし

【Ｐ３】
１　現状・地域特性
（４）疾患別の医療提供状況
　　＜糖尿病＞
・　糖尿病患者の構想区域内での完結率は、85.6％であり、糖尿病網膜症手
術（外来）の出現比が高く、糖尿病透析予防指導管理の出現比が低い。
・　ＤＰＣ病院に15分以内でアクセス可能な人口カバー率は、55.8%、30分以内
でのアクセスは95.8％、60分以内でのアクセスは100％である。

追加

7

２　医療需要等の将来推計
（４）平成37年（2025年）の病床数の必要量
　＜（参考）病床機能報告制度の報告状況＞
　　　　H27(2015)の数値

【Ｐ５】
２　医療需要等の将来推計
（４）平成37年（2025年）の病床数の必要量
　＜（参考）病床機能報告制度の報告状況＞
　　　　平成２７年度の数値を最新のものに置き換えました。

時点の更新

8

２　医療需要等の将来推計
（４）平成37年（2025年）の病床数の必要量
　＜（参考）基準病床数及び既存病床数の状況＞
　　　　（平成27年３月31日現在）

【Ｐ５】
２　医療需要等の将来推計
（４）平成37年（2025年）の病床数の必要量
　＜（参考）基準病床数及び既存病床数の状況＞
　　　　（平成28年３月31日現在）

時点の更新

【Ｐ６】
２　医療需要等の将来推計

9

２　医療需要等の将来推計
（５）平成37年（2025年）の在宅医療等の必要量
 （主な留意事項）
    追加

２　医療需要等の将来推計
（５）平成37年（2025年）の在宅医療等の必要量
 （主な留意事項）
 ・　在宅医療等の必要量を踏まえた取組みの検討に当たっては、本県の在宅
医療・介護サービスの整備状況や介護サービスの将来的な必要量なども踏ま
えて必要量をさらに精査・検討していく必要があります。

追加

10
３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
　　　「県西地域」

【Ｐ７～１３】
３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
　　　「県西構想区域」

字句を統一

11

３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（１）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築
・　医療資源を効率的・効果的に活用するために、医療機関、地域の関係団
体、行政、県西地域住民が一体となって、病床機能の分化を進めていくことが
必要です。

【Ｐ７】
３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（１）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築
・　医療資源を効率的・効果的に活用するために、医療機関、地域の関係団
体、行政、県西地域住民が一体となって、病床機能の確保を進めていくことが
必要です。

委員意見

2
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12

３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（１）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築
・　また、既存病床数が、将来の必要病床数を上回っていますが、県西構想区
域における病床機能のあり方について、長期的な視野に立った検討が必要で
す。

【Ｐ７】
３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（１）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築
・　また、既存病床数が、将来の厚生労働省推計による「必要病床数」を上
回っていますが、県西構想区域における病床機能のあり方について、人口密
度や交通事情等の地域特性にあわせた、長期的な視野に立った検討が必要
です。

委員意見

13

３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（２）地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療の充実
・　今後の高齢化の進展及び病床機能の分化の推進等に伴い、県西地域の
平成37年（2025年）の在宅医療等を必要とする患者数は、平成25年（2013年）
と比較すると1.3倍に増加することが推計されており、現在の医療提供体制の
ままでは、在宅医療を支える体制が不十分となるほか、在宅医療を担う医師、
歯科関係職種、薬剤師、看護職員、リハビリテーション専門職等の人材不足
が懸念されます。

【Ｐ７】
３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（２）地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実
・　今後の高齢化の進展及び病床機能の分化の推進や療養病床の縮小、減
少等に伴い、県西構想区域の平成37年（2025年）の在宅医療等を必要とする
患者数は、平成25年（2013年）と比較すると1.3倍に増加することが推計されて
おり、現在の医療提供体制のままでは、在宅医療を支える体制が不十分とな
るほか、在宅医療を担う医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士、歯
科技工士、リハビリテーション専門職等の人材不足が懸念されます。

委員意見
パブコメ前に字句を修正
県西構想区域に字句を
統一

14
３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（３）将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成
　　　「全国平均、県内平均」

【Ｐ７】
３　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための課題
（３）将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成
　　　「県全体及び全国の数値」

字句を統一

15

４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（１）基本的な考え方
　　・　その推進に当たっては、限りある資源を有効に活用しながら、市町や医
療関係者、医療保険者、介護関係者と連携するとともに、地域住民の理解を
得ながら進めます。

【Ｐ８】
４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（１）基本的な考え方
・　これらの取組みに当たっては、限りある資源を有効に活用し、地域住民の
理解を得ながら、県西地区地域医療構想調整部会での協議や、地域医療介
護総合確保基金の活用などにより、市町や医療関係者、医療保険者、介護関
係者等と連携して進めます。

委員意見

16

４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（１）基本的な考え方
　　・　これらの取組みに当たっては、限りある資源を有効に活用し、地域住民
の理解を得ながら、県西地区地域医療構想調整部会での協議や、地域医療
介護総合確保基金の活用などにより、市町や医療関係者、医療保険者、介護
関係者等と連携して進めます。

【Ｐ８】
４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（１）基本的な考え方
　　・　これらの取組みに当たっては、限りある資源を有効に活用し、地域住民
の理解を得ながら、今後も継続的に県西地区地域医療構想調整部会での協
議や、地域医療介護総合確保基金の活用などにより、市町や医療関係者、医
療保険者、介護関係者等と連携して進めます。

委員意見
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17

（２）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築に向けた取
組み
ア　病床機能の確保
・　急性期医療と在宅医療とが連携していくことが重要です。そのため、急性期
医療が、救急医療体制を含めて十分機能し、在宅医療との一層の連携を推進
していきます。

【Ｐ８～９】
（２）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築に向けた取
組み
ア　病床機能の確保
　　・　高度急性期医療、急性期医療については、地域において必要な救急や
急性期疾患等の医療提供体制の維持・確保に向けた取組みを推進します。
　　・　在宅医療の充実に向けても、後方支援のための急性期や回復期の病
床機能の確保が重要です。そのため、救急医療を含めた医療提供体制の維
持・確保とともに、急性期医療や回復期医療との連携強化を進めます。

委員意見

18

４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（２）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築に向けた取
組み
ア　病床機能の確保
・　高度急性期医療、急性期医療については、地域において必要な救急や急
性期疾患等の医療提供体制の維持・確保に向けた取組みを推進します。

【Ｐ８～９】
４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（２）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築に向けた取
組み
ア　病床機能の確保
・　高度急性期医療、急性期医療については、地域において必要な救急や急
性期疾患等これまでに構築されてきた地域完結を目指した医療提供体制の維
持・確保に向けた取組みを推進します。

委員意見

イ　病床機能等の連携体制構築
① 　地域の医療・介護の連携体制構築
　　　・　急性期から在宅医療・介護まで一連のサービスが切れ目なく適切に受

【Ｐ９】
イ　病床機能等の連携体制構築
① 　地域の医療・介護の連携体制構築
　・　急性期から在宅医療・介護まで一連のサービスが切れ目なく適切に受け

19
　　　・　急性期から在宅医療・介護まで一連のサービスが切れ目なく適切に受
けられるためには、医療と介護の連携が重要であることから、ＩＣＴの活用を含
めた病院間又は病院と診療所間及び医療機関と介護施設間の緊密な連携体
制の構築に向けた取組みを推進します。

　・　急性期から在宅医療・介護まで一連のサービスが切れ目なく適切に受け
られるためには、医療と介護の連携が重要であることから、ＩＣＴの活用を含め
た病院間又は病院と診療所間及び医療機関と市町村、地域包括支援セン
ター及び介護保険事業所等との間で緊密な連携体制の構築に向けた取組み
を推進します。

第２章と表現を統一

20

②　主要な疾患等の医療提供体制の強化
　・　高齢化の進展により、医療需要が増加するがん、急性心筋梗塞、脳卒
中、肺炎、骨折などの医療提供体制の維持・構築が必要であることから、これ
らの疾患に係る医療機関の強化・拠点化などを行うとともに、複数の医療機関
が患者の情報を共有できる仕組みの整備・活用など、医療連携体制の構築に
向けた取組みを推進します。

【Ｐ９】
②　主要な疾患等の医療提供体制の強化
　・　高齢化の進展により、医療需要が増加するがん、急性心筋梗塞、脳卒
中、糖尿病、肺炎、骨折及びこれらの疾患からのリハビリテーションによる機
能回復支援などの医療提供体制の維持・構築が必要であることから、地域の
医療提供体制を踏まえて、これらの疾患等に係る医療機関の強化・拠点化な
どを行うとともに、複数の医療機関が患者の情報を共有できる仕組みの整備・
活用や医科歯科連携などの多職種連携を含めた医療連携体制の構築に向け
た取組みを推進します。

第２章と表現を統一

21

ウ　適切な医療機関の選択や受療の促進に向けた普及啓発
　　　・　県西地域住民が地域において状態に応じた必要な医療を受けられる
医療提供体制を確保していくため、住民の医療提供体制に関する理解を深
め、適切な医療機関の選択や受療が行われるよう、必要な情報提供を行いま
す。

【Ｐ９】
ウ　県民の適切な医療機関の選択や受療の促進に向けた普及啓発
　　　・　県西地域住民が地域において状態に応じた必要な医療を受けられる
医療提供体制を確保していくため、県民の医療提供体制に関する理解を深
め、適切な医療機関の選択や受療が行われるよう、医療機関が担っている役
割など、必要な情報提供を行います。

第２章と表現を統一
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22

４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（２）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築に向けた取
組み
ア　病床機能の確保
・　慢性期については、県西構想区域では流入超過であることから、流入元で
ある構想区域の医療設備の整備状況や、流入の状況を踏まえた医療需要の
変化も見通しつつ、慎重に議論を進めていきます。

【Ｐ９】
４　将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すための施策の方向性
（２）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築に向けた取
組み
ア　病床機能の確保
・　慢性期については、県西構想区域では流入超過であるが、流入元である
構想区域の医療設備の整備状況や、流出入の状況を踏まえた、将来の医療
需要も勘案しつつ、慎重に議論を進めていきます。

委員意見

23

（３）地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療の充実に係る取組み
　ア　地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療の基盤整備
　　①　在宅医療の体制構築
・　入院患者の円滑な在宅療養への移行と、在宅での長期療養の支援体制を
構築し、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、退院元の医療機
関と在宅医療を担う医療機関、歯科医療機関、薬局、訪問看護ステーション、
訪問介護事業所、地域包括支援センター等の連携構築を推進します。

【Ｐ１０】
（３）地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実に係る取組み
　ア　地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の基盤整備
　　①　在宅医療の体制構築
・　入院患者の円滑な在宅療養への移行と、在宅での長期療養の支援体制を
構築し、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、退院元の医療機
関と在宅医療を担う医療機関、歯科医療機関、薬局、訪問看護ステーション、
訪問介護事業所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等の連携構
築を推進します。

パブコメ前に字句を修正
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24
・　日常の療養生活や急変時対応のための後方支援病院と在宅医療を担う医
療機関、歯科医療機関、薬局、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、地域
包括支援センター等の連携構築を推進します。

【Ｐ１０】
・　日常の療養生活や急変時対応のための後方支援病院と在宅医療を担う医
療機関、歯科医療機関、薬局、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、地域

第２章と表現を統一
包括支援センター等の連携構築を推進します。

療機関、歯科医療機関、薬局、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、地域
包括支援センター、居宅介護支援事業所等の連携構築を推進します。

25

⑤　地域で支える認知症支援及び精神疾患ネットワークの構築
　・　認知症を含む精神疾患を持つ高齢者等が増加することが想定されること
から、かかりつけ医による対応力向上や認知症の専門医療の提供体制を強
化するほか、地域における認知症ケア体制の充実と医療との連携強化を推進
します。

【Ｐ１１】
⑤　地域で支える認知症支援及び精神疾患ネットワークの構築
　・　認知症を含む精神疾患を持つ高齢者等が増加することが想定されること
から、かかりつけ医による対応力向上や認知症の専門医療の提供体制を強
化するほか、地域における認知症ケア体制の充実と医療・介護の連携強化を
推進します。

第２章と表現を統一

26

イ　在宅医療を担う人材の確保・育成
①　在宅医療を担う医療従事者の確保
　・　在宅医療等の医療需要の増加に対応するためには、在宅医療を担う医
療従事者を十分確保する必要があることから、研修等を通じた教育の機会を
継続的に設け、在宅医療を担う医師、歯科関係職種、薬剤師、看護職員、リ
ハビリテーション専門職等の人材育成を行います。

【Ｐ１１】
イ　在宅医療を担う人材の確保・育成
①　在宅医療を担う医療従事者の確保
　・　在宅医療等の医療需要の増加に対応するためには、在宅医療を担う医
療従事者を十分確保する必要があることから、研修等を通じた教育の機会を
継続的に設け、在宅医療を担う医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛
生士、歯科技工士、リハビリテーション専門職等の人材育成を行います。

パブコメ前に字句を修正
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ウ　地域住民に向けた在宅医療の普及・啓発及び患者・家族の負担軽減
・　また、患者・家族が身近に相談できる、かかりつけ医の普及啓発に取り組
むほか、在宅医療に係る相談体制の充実など、患者・家族の不安や負担軽減
に向けた取組みを推進します。

【Ｐ１１】
ウ　地域住民に向けた在宅医療の普及啓発及び患者・家族の負担軽減
・　また、患者・家族が身近に相談できる「かかりつけ医」、「かかりつけ歯科
医」、「かかりつけ薬局」の普及啓発に取り組むほか、在宅医療に係る相談体
制の充実など、患者・家族の不安や負担軽減に向けた取組みを推進します。
・　人生の最終段階における療養生活や治療について、患者・家族が、知識や
関心を深め、自ら選択・決定できるよう普及啓発を行います。

第２章と表現を統一

28

（４）将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成に向けた取組み
・　さらに、限られた人材を有効に活用するため、働きやすい環境づくりを進め
るとともに、ＩＣＴや医療技術の進歩などによる医療従事者の負担軽減につな
がる取組みとも連携していきます。

【Ｐ１２】
（４）将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成に向けた取組み
・　さらに、限られた人材を有効に活用するため、働きやすい環境づくりを進め
るとともに、ＩＣＴを活用した患者情報の共有や医療技術の進歩などによる医療
従事者の負担軽減につながる取組みとも連携していきます。

第２章と表現を統一
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（４）将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成に向けた取組み
・　高齢化の進展により、口腔機能の維持・向上を必要とする患者や摂食機能
の低下に対する支援を必要とする患者の増加が見込まれることから、一定水
準の口腔ケアや口腔機能リハビリテーションへの対応可能な歯科関係職種を
確保・養成するための取組みを推進します。

【Ｐ１２】
（４）将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成に向けた取組み
・　高齢化の進展により、口腔機能の維持・向上を必要とする患者や摂食機能
の低下に対する支援を必要とする患者の増加が見込まれることから、一定水
準の口腔ケアや口腔機能リハビリテーションへの対応可能な歯科医師、歯科
衛生士、歯科技工士を確保・養成するための取組みを推進します。
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