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○利用者の視点から・・・
・ 身近に入院できる施設があることは便利で安心感安心感安心感安心感がある。
・ 市内に産婦人科が少ないため、産婦人科があることが良い。
・ 一方で、生死に関わるような治療が必要となった場合には、より高度な
設備を有し、医療スタッフが充実した病院で治療を希望する市民が多い。

○医療サービスを支える立場から・・・
・ 医療資源医療資源医療資源医療資源((((医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフやややや設備等設備等設備等設備等))))はははは限限限限られているられているられているられているため、１つの病院で全て
の役割を果たすことは難しい。
・ そのため、一定一定一定一定のののの圏域圏域圏域圏域においてにおいてにおいてにおいて他他他他のののの病院病院病院病院とととと連携連携連携連携((((役割分担役割分担役割分担役割分担))))することで、
医療サービスを確保している。
・ 医療サービスという受益受益受益受益をををを得得得得るためにはるためにはるためにはるためには、、、、一定の市民負担市民負担市民負担市民負担がががが伴伴伴伴うことへうことへうことへうことへ
のののの理解理解理解理解を進めることも必要である。

★★★★今後今後今後今後のののの考考考考ええええ方方方方((((検討検討検討検討))))
⇒ 『『『『市内市内市内市内にににに病院病院病院病院がなくてもがなくてもがなくてもがなくても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ではないかではないかではないかではないか』』』』という仮説を立てて、

検討を進めていく。 ≪自分が病気になった場合にどの病院を利用するか≫



野洲病院が閉鎖される場合の影響

自分が病気になった場合の想定

市内に必要な医療サービスは？

何何何何かがかがかがかが必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる場合場合場合場合

・・・・ どんなどんなどんなどんな医療医療医療医療サービスサービスサービスサービスがががが必要必要必要必要かかかか
・・・・ 市民市民市民市民のののの負担負担負担負担はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度となるかとなるかとなるかとなるか
・・・・ 市市市市のののの財政状況財政状況財政状況財政状況からからからから実現実現実現実現がががが可能可能可能可能かかかか

・・・・ 市民市民市民市民がががが安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるかできるかできるかできるか

特特特特にににに必要必要必要必要なしとされるなしとされるなしとされるなしとされる場合場合場合場合



診療所は、医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所であって、
患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入

院させるための施設を有する医療施設です。
一般診療所は、私私私私たちにたちにたちにたちに最最最最もももも身近身近身近身近なななな医療施設医療施設医療施設医療施設であり、普通は比較的軽度比較的軽度比較的軽度比較的軽度
のののの疾病治療疾病治療疾病治療疾病治療・・・・管理管理管理管理やややや検査検査検査検査、疾病の状況に応じた専門的な医療施設への紹
介などを行う機能を担っています。

～「～「～「～「滋賀県保健医療計画滋賀県保健医療計画滋賀県保健医療計画滋賀県保健医療計画」」」」よりよりよりより～～～～

○病院は・・・

○診療所は・・・

病院は、医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所であって、
20人以上人以上人以上人以上のののの患者患者患者患者をををを入院入院入院入院させるためのさせるためのさせるためのさせるための施設施設施設施設を有し、比較的高度比較的高度比較的高度比較的高度なななな治療治療治療治療やややや検検検検

査査査査などをなどをなどをなどを行行行行うううう医療施設医療施設医療施設医療施設です。
全ての病院が同じ機能や役割を担っているわけではなく、疾病の急性期
にある患者の治療を主な役割とする病院、比較的長期間の療養を必要とす
る患者の医学的管理を主な役割とする病院、精神疾患の患者の治療を専
門的に行う病院など、病院によって機能や役割が異なります。



●一次保健医療圏

●二次保健医療圏

●三次保健医療圏

地域住民の日常的な疾病や外傷等の診断・治療及び疾病の予防や健康
管理等、身近で頻度の高い保健サービスや医療に対応するための圏域

入院治療が必要な一般的な医療需要（高度・特殊な医療サービスを除く。）
に対応するための圏域であり、「一般病床および療養病床に係る基準病床基準病床基準病床基準病床
数数数数」はこの圏域ごとに定めます。また、医療機関の機能分担と連携による
医療提供体制についても、この圏域を基本としています。

特殊な診断や治療が必要となる高度で専門的な保健サービスや医療の
需要に対応するための圏域

（（（（市町市町市町市町のののの行政区域行政区域行政区域行政区域））））

（（（（湖南保健医療圏湖南保健医療圏湖南保健医療圏湖南保健医療圏 ：：：： 野洲市野洲市野洲市野洲市、、、、草津市草津市草津市草津市、、、、守山市守山市守山市守山市、、、、栗東市栗東市栗東市栗東市））））

（（（（滋賀県全域滋賀県全域滋賀県全域滋賀県全域））））

○保健医療圏とは・・・

住民が必要とする保健サービスや医療をいつでも適切に受けるためには、
サービスサービスサービスサービスをををを受受受受けるまでのけるまでのけるまでのけるまでの時間時間時間時間やサービスを受ける場所までの距離等距離等距離等距離等をををを勘案勘案勘案勘案
した適当な圏域ごとに一定水準一定水準一定水準一定水準のののの保健医療資源保健医療資源保健医療資源保健医療資源のののの配置配置配置配置が必要であることか
ら設定されている。



○基準病床数とは・・・

人口構成に応じた入院需要の発生等を考慮して各保健医療圏域における
病床の数を決め、この数を超えない範囲で病床を整備することにより、全国全国全国全国
的的的的なななな病床病床病床病床のののの適正配置適正配置適正配置適正配置を図ろうとするもの（基準病床数制度と言われている）

＊＊＊＊圏域別病院数圏域別病院数圏域別病院数圏域別病院数・・・・病床数病床数病床数病床数についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成19191919年年年年4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在



～～～～守山野洲医師会守山野洲医師会守山野洲医師会守山野洲医師会ホームページホームページホームページホームページよりよりよりより～～～～○市内の医療機関



○市内の医療機関マップ
（（（（地図地図地図地図はははは目安目安目安目安でありでありでありであり実際実際実際実際のののの距離距離距離距離とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなります））））

←←←←守山守山守山守山 近江八幡近江八幡近江八幡近江八幡→→→→



滋賀県医師確保支援センター
パンフレット「滋賀県の病院」（平成２２年度医師採用募集）より○市内と周辺の病院



市内の病院

野洲市役所

○湖南保健医療圏
病院一覧



災害拠点病院

救急告示病院

＊湖南保健医療圏のみ表示

野洲市役所



野洲市役所

○湖南周辺医療圏病院一覧（参考）



○死因別死亡状況

～～～～住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳住民基本台帳～～～～
～～～～野洲市統計書野洲市統計書野洲市統計書野洲市統計書～～～～

○人口の推移

（単位；人）

＊平成23年のみ
７月１日現在



○救急搬送件数推移（全体）

○平成２２年搬送人員別医療機関 ～～～～東消防署東消防署東消防署東消防署からからからから～～～～

（単位；人）

（単位；人）



○野洲病院利用患者の状況等 ～～～～野洲病院年報野洲病院年報野洲病院年報野洲病院年報からからからから～～～～

（単位；人）



（単位；人）







注注注注）））） 医業収益に対する人件費率は、同規模病院の平均53.9％と比較すると極めて高い。ただし、
職員一人当たり人件費は平均並みである。（新病院基本構想2010「経営分析」から）

（単位；百万円）



○地域医療における野洲病院の役割など

・ 野洲病院は市内で在宅医療を支える後方連携病院後方連携病院後方連携病院後方連携病院としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割が期待さ
れている。
・ 在宅療養手帳利用在宅療養手帳利用在宅療養手帳利用在宅療養手帳利用のののの拡大拡大拡大拡大において、野洲病院は訪問看護ステーションで
の活用や利用者の緊急時入院受け入れに努めるなどの貢献貢献貢献貢献をしている。
・ 昨年５月から野洲病院は休日急病診療休日急病診療休日急病診療休日急病診療を開始し、よりよりよりより身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でででで一次一次一次一次
救急救急救急救急をををを提供提供提供提供している。また、同年８月からは地元医師会地元医師会地元医師会地元医師会のののの出動協力出動協力出動協力出動協力を得た
体制を整備し、野洲病院と地元医師会との連携が図られている。
・ 野洲病院の母乳外来は、同病院で出産されていない方も受け入れ可能な
ため、身近で相談できる機関となっている。

地域医療地域医療地域医療地域医療のありのありのありのあり方検討会方検討会方検討会方検討会
（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年度創設年度創設年度創設年度創設））））

【地域医療のあり方検討委員会】
小児救急小児救急小児救急小児救急をををを含含含含めめめめ、、、、入院医療入院医療入院医療入院医療からからからから在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない

一貫一貫一貫一貫したしたしたした医療医療医療医療をををを提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう市内市内市内市内のののの病院病院病院病院をををを始始始始めめめめ、、、、診療所診療所診療所診療所やややや看護看護看護看護・・・・介介介介
護施設及護施設及護施設及護施設及びびびび市民代表市民代表市民代表市民代表のののの参加参加参加参加をををを得得得得てててて、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療にににに対対対対するするするする共通課題共通課題共通課題共通課題をををを設定設定設定設定
しししし解決解決解決解決にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。



・ 病院施設整備促進事業費補助金は、病院施設整備の借入金に対する元利償
還相当額の補助。
・ 医療機器等整備補助金は、医療機器の整備に対する経費の５０％を補助。
・ 地域医療確保対策運営助成金は、二次救急医療体制(輪番制)に係る医師や

看護師の人件費、事業に係る事務費などを補助
・ 医師確保助成金は、医師確保に係る経費を補助。
・ 休日急病診療運営助成金は、休日急病診療体制に係る経費の赤字補填

（単位；千円）



○人口推移

・ 湖南保健医療圏を基準病床数で評価すると病院は充実している。
・ 市内の診療所は充実しているが、駅周辺にやや立地が集中している。
・ 市内に病院は３施設あるが、それぞれに役割が異なっており、野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院
がががが総合的総合的総合的総合的なななな医療医療医療医療を担っている。
・ 野洲病院は、市内唯一の救急告示病院として東消防署管内東消防署管内東消防署管内東消防署管内のののの２０２０２０２０％％％％のののの
患者患者患者患者がががが搬送搬送搬送搬送されている。（年間約４００人）
・ 市民が比較的利用しやすい範囲（救急搬送で10分程度）に立地している病

院は、済生会滋賀県病院、成人病センター、守山市民病院である。また、
近江八幡市立総合医療センターが近い地域もある。

・ 市民の高齢化は確実に進んでおり、６５６５６５６５歳以上人口歳以上人口歳以上人口歳以上人口はははは全体全体全体全体のののの２０２０２０２０％％％％を占め、
今後も増加していくことが予想される。
・ １５歳未満人口についても、近年は増加しており、全体人口の１５％を維持

している。

○医療環境



・ 平成２２年度における野洲病院の入院患者数は約４２０００人、外来患者

数は約１０万２千人である。
・ 平成２２年度と１８年度を比較すると、全体的に利用患者が減少している。
・ 診療科別では、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、産科産科産科産科、、、、婦人科婦人科婦人科婦人科のののの患者患者患者患者がががが大大大大きくきくきくきく減少減少減少減少している。
・ また、小児科の外来患者数も大きく減少している。
・ 野洲病院の全体の利用患者のうち、７０％弱が野洲市民である。
・ 入院患者入院患者入院患者入院患者のうち約約約約３３３３万人万人万人万人、外来患者外来患者外来患者外来患者のうち約約約約７７７７万人万人万人万人がががが野洲市民野洲市民野洲市民野洲市民とととと推計推計推計推計さ

れる。
・ 入院患者のうち約６０％は６０歳以上である。

○野洲病院の利用状況

○財政支援の観点から

・ 野洲病院に対し、年間約１億円から１億５千万円補助することで病院が維

持されてきた。これを市民市民市民市民１１１１人当人当人当人当たりたりたりたりに換算すると、約約約約２２２２千円千円千円千円からからからから３３３３千円千円千円千円の
負担となっていた。
・ 新病院を整備する場合、市民１人当たりの負担は従来より大きくなると思

われる。 （公立病院とした場合は、一定の歳入増を見込める。）



野洲病院が閉鎖される場合の影響

自分が病気になった場合の想定

市内に必要な医療サービスは？

何何何何かがかがかがかが必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる場合場合場合場合

・・・・ どんなどんなどんなどんな医療医療医療医療サービスサービスサービスサービスがががが必要必要必要必要かかかか
・・・・ 市民市民市民市民のののの負担負担負担負担はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度となるかとなるかとなるかとなるか
・・・・ 市市市市のののの財政状況財政状況財政状況財政状況からからからから実現実現実現実現がががが可能可能可能可能かかかか

・・・・ 市民市民市民市民がががが安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるかできるかできるかできるか

特特特特にににに必要必要必要必要なしとされるなしとされるなしとされるなしとされる場合場合場合場合



○野洲病院が閉鎖される場合の影響

≪≪≪≪医療環境医療環境医療環境医療環境におけるにおけるにおけるにおける影響影響影響影響≫≫≫≫
・ 市内で入院できる病院の１つがなくなる。また、救急告示病院がなくなる。
・ 市内で受診できる産婦人科が１つとなってしまう。
・ 地域の在宅医療を支える仕組みにおいて支障をきたす恐れがある。
・ 急性期医療と自宅療養の中間的役割を果たす病院がなくなるため、軽症
の入院も急性期医療を終えた後の療養も近隣市の病院に依存することに
なり、市民市民市民市民がががが医療医療医療医療をををを受受受受けるためのけるためのけるためのけるための時間時間時間時間とととと費用負担費用負担費用負担費用負担がががが増加増加増加増加する。
・ 交通手段がない患者にとっては、さらに不便となる。
・ 場合によっては、近隣病院の負担が増す。

≪≪≪≪心理的心理的心理的心理的なななな影響影響影響影響≫≫≫≫
・ 入院できる病院の１つがなくなることで、市民が不安に感じる。
・ 特に利用が多いと考えられる高齢者やその家族にとっては、安心して生活

できないことにより、不便な町と感じられる。

≪≪≪≪そのそのそのその他他他他のののの影響影響影響影響≫≫≫≫
・ 一時的に、市財政に大きな影響(損失補償義務、貸付金回収不能)が出る。
・ 病院スタッフの雇用が失われる。



○市民が病気になった場合・・・

≪≪≪≪利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい範囲範囲範囲範囲にあるにあるにあるにある病院病院病院病院≫≫≫≫ （（（（救急搬送人員別医療機関救急搬送人員別医療機関救急搬送人員別医療機関救急搬送人員別医療機関からからからから））））

・ 県立成人病センター
・ 済生会滋賀県病院
・ 守山市民病院
・ （参考）近江八幡市立総合医療センター

≪≪≪≪野洲病院診療科目野洲病院診療科目野洲病院診療科目野洲病院診療科目≫≫≫≫ （（（（市内市内市内市内とととと周辺周辺周辺周辺のののの病院病院病院病院からからからから））））

・ 総合内科 ・ 神経内科 ・ 一般外科 ・ 整形外科
・ 脳神経外科 ・ 産科 ・ 婦人科 ・ 小児科
・ 泌尿器科 ・ こう門科 ・ 耳鼻咽喉科 ・ 眼科
・ 皮膚科 ・ 放射線科 ・ 麻酔科 ・ リハビリテーション科
・ 人工透析 ・ 人間ドッグ

≪≪≪≪病名病名病名病名≫≫≫≫ （（（（死因別死亡状況死因別死亡状況死因別死亡状況死因別死亡状況からからからから））））

・ 悪性新生物 【がん】

・ 脳血管疾患 【脳卒中】
・ 心疾患 【急性心筋梗塞】

・ 糖尿病

～「～「～「～「滋賀県保健医療計画滋賀県保健医療計画滋賀県保健医療計画滋賀県保健医療計画」」」」よりよりよりより～～～～
４４４４疾病疾病疾病疾病にににに係係係係るるるる圏域圏域圏域圏域ごとのごとのごとのごとの医療機能及医療機能及医療機能及医療機能及びびびび連携連携連携連携のののの現状現状現状現状

野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院がないがないがないがない想定想定想定想定



○周辺病院との比較 （再掲）



＊＊＊＊緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟をををを有有有有するするするする病院病院病院病院・・・・・・・・・・・・県立成人病県立成人病県立成人病県立成人病センターセンターセンターセンター 20床床床床

○がんになった場合



＊＊＊＊済生会滋賀県病院済生会滋賀県病院済生会滋賀県病院済生会滋賀県病院にはにはにはには県下県下県下県下でででで唯一唯一唯一唯一のののの脳卒中専用病室脳卒中専用病室脳卒中専用病室脳卒中専用病室がががが設置設置設置設置されているされているされているされている。。。。
＊＊＊＊野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院はははは回復期回復期回復期回復期リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション病棟病棟病棟病棟（（（（41床床床床））））をををを有有有有しているしているしているしている。。。。

＊＊＊＊回復期回復期回復期回復期ののののリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションはははは、、、、県立成人病県立成人病県立成人病県立成人病センターセンターセンターセンターでもでもでもでも実施実施実施実施がががが可能可能可能可能であるであるであるである。。。。

○脳卒中になった場合



○急性心筋梗塞になった場合

＊＊＊＊野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院ではではではでは、、、、検査検査検査検査・・・・診断診断診断診断がががが可能可能可能可能となっているとなっているとなっているとなっている。。。。
＊＊＊＊県立成人病県立成人病県立成人病県立成人病センターセンターセンターセンターではではではでは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような症例症例症例症例であってもであってもであってもであっても原則自病院原則自病院原則自病院原則自病院でででで対応可能対応可能対応可能対応可能となっているとなっているとなっているとなっている。。。。
＊＊＊＊済生会滋賀県病院済生会滋賀県病院済生会滋賀県病院済生会滋賀県病院ははははバイパスバイパスバイパスバイパス手術手術手術手術がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合にはにはにはには対応対応対応対応できないができないができないができないが、、、、そのそのそのその他他他他のののの機能機能機能機能ではではではでは
県立成人病県立成人病県立成人病県立成人病センターセンターセンターセンターにににに準準準準じるじるじるじる機能機能機能機能をををを有有有有しているしているしているしている。。。。



＊＊＊＊コントロールコントロールコントロールコントロール不可例不可例不可例不可例、、、、急性合併症急性合併症急性合併症急性合併症、、、、全全全全てのてのてのての慢性合併症慢性合併症慢性合併症慢性合併症にににに対対対対するするするする治療治療治療治療がががが可能可能可能可能なななな病院病院病院病院はははは、、、、済生会済生会済生会済生会
滋賀県病院滋賀県病院滋賀県病院滋賀県病院、、、、野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院でありでありでありであり、、、、県立成人病県立成人病県立成人病県立成人病センターセンターセンターセンター、、、、守山市民病院守山市民病院守山市民病院守山市民病院はこれにはこれにはこれにはこれに準準準準じたじたじたじた機能機能機能機能をををを有有有有
するするするする病院病院病院病院となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

○糖尿病になった場合



●市内に必要とされる医療サービスは
①市民ニーズとして必要なもの
②市内の医療連携において必要なもの
③医療行政の観点において必要なもの

●医師確保と採算性
①医師確保において、実現は可能か
②採算性から病院の健全経営が可能か

⇒採算性が取りにくい医療サービスは何か

⇒市民負担が生じてでも、サービスを確保

すべきと考えるか

○市内に必要とされる医療サービスの観点
○市民が安心して生活できるという観点
○身近に病院があることによる利便性の観点
○健全な病院経営実現の観点

市民負担市民負担市民負担市民負担についてについてについてについて≪≪≪≪参考参考参考参考≫≫≫≫

・現在約現在約現在約現在約１１１１億円億円億円億円////年年年年をををを補助補助補助補助
・公設した場合の歳入見込み

<交付団体の場合>

▼現在の野洲病院の機能を
引き継ぐと想定した場合
の交付税算入額
約約約約１１１１億億億億７７７７千万円千万円千万円千万円

▼新たな施設整備に対する
経費
元利償還金元利償還金元利償還金元利償還金のののの約約約約20202020％％％％


