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パブリック・コメント 提出された意見等の概要とこれに対する考え方 

県民意見提出手続（パブリック・コメント手続き）実施要項に基づき、パブリック・コメントを

実施した。

○案 件 名 ： 兵庫県保健医療計画（答申案）

○意見募集期間 ： 平成25年１月29日（火）～平成25年２月18日（月）

○意見等の提出件数 ： 33件（13人）

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

第
１
部

総

論

基準病

床数(療
養・一

般)

先般の見直しで西播磨の基準病

床数が減少となったが、地方に

おける病床がこれ以上減少して

しまわないようにお願いした

い。

１ 〔今後の検討課題〕

基準病床数は、算定式が医療法で定められ

ており、その算定式に則って算定しておりま

す。

圏域毎の病床数の増減は、人口や介護施設

入所者数などを使用する数値に変動によりま

すが、本県の基準病床数については、平成 23

年４月に設置しており、医療法に定める５年

の見直し期限が到来していないことから、今

回の改定は、基準病床数を据え置き、平成 28

年４月までの間に見直すことにしておりま

す。また、地域の実情に応じて、病床が設定

できるよう国に対して提案していきます。

なお、基準病床数見直しに伴い、病床過剰

となる圏域については、行政が計画的に既存

病床数を基準病床数まで削減するものではあ

りません。

第
２
部

各

論

医師 必要な医師を確保するとともに

適正な配置が行われるよう、将

来を見据えて対策をお願いした

い。

１ 〔その他〕

医師確保対策については、県内へき地等の

公立医療機関に勤務する医師を確保するた

め、自治医大、兵庫医大、神戸大、岡山大及

び鳥取大において医師を養成し、卒業後に県

内のへき地等の医療機関に派遣しています。

今後は、神戸大学医学部の定員増を活用し

てへき地勤務医師の養成数を増やすととも

に、大学や関係団体と連携した全県の医療人

材養成及び派遣の拠点として、「地域医療活性

化センター（仮称）」の整備を行っています。

また、大学における特別講座を設置し、医

師不足地域に活動拠点を置き、診療等に従事

する「地域医療支援医師確保特別事業」を実

施しています。

これらの取組を通じて、必要な医師確保に

努めていきます。

資 料 ２
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

保健医

療情報

システ

ム

病院がどのような診療を行って

いるのかといった情報提供をお

願いしたい。

２ 〔ご意見をふまえ修正〕

医療法に基づく医療機関に関する医療機関

情報の公表制度に基づき、医療機能情報シス

テムを整備し、県民に分かりやすい形で公表

するよう努めています。（66、72 頁）

なお、同システムのホームページアドレス

につきましては、ご意見をふまえ追記しまし

た。（66 頁）

患者の

自己決

定権の

尊重

患者やその家族が病気について

十分把握し、最適な治療法を選

択できるよう、医師をはじめ医

療従事者の患者等に対する適切

な説明の実施を図っていただき

たい。

１ 〔既に盛り込み済〕

患者の自己決定権を尊重するため、インフ

ォームド・コンセントを全ての病院での実施

を数値目標として設定し、取り組みを進める

こととしています。（73頁）

救急医

療

近年、救急車の不要不急な利用

が問題となっている。真に必要

な時に救急対応ができないとい

う事態をなくすため、有料化や

民間活用を検討できないか。

１ 〔今後の検討課題〕

総務省消防庁の「救急需要対策に関する検

討会」報告書では、増大する救急需要への対

応策として、①119 番受信時における緊急

度・重症度の選別、②軽症利用者への対策、

③病院救急車の活用 などが示されています

が、救急サービスの有料化については国民的

な議論が必要であるとされており、今後の検

討課題であると考えています。

周産期

医療

地域においては、分娩施設も限

られ、また遠方である。

安心して出産し、育てられる周

産期医療体制の構築を図ってほ

しい。

１ 〔その他〕

地域における周産期医療体制の構築のた

め、周産期母子医療センターや、協力病院の

整備を進めるほか、産科医不足に対応するた

め、後期研修医の県立病院への採用や、女性

医師再就業支援センターにより産科医の確保

や、院内助産所等の設置を推進することにし

ています。

第
２
部

各

論

へき地

医療

地域医療が切り捨てられないた

めの方策について記載をお願い

したい。

１ 〔既に盛り込み済〕

医師確保対策については、県内へき地等の

公立医療機関に勤務する医師を確保するた

め、自治医大、兵庫医大、神戸大、岡山大及

び鳥取大において医師を養成し、卒業後に県

内のへき地等の医療機関に派遣しています。

今後は、神戸大学医学部の定員増を活用し

てへき地勤務医師の養成数を増やすととも

に、大学や関係団体と連携した全県の医療人

材養成及び派遣の拠点として、「地域医療活性

化センター（仮称）」の整備を行っています。

これらの取組を通じて、必要な医師確保に

努めていきます。
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

へき地

医療

地方においても偏りなく医療が

受けられるようにしてほしい。

１ 〔その他〕

へき地等勤務医師の確保方策を進めている

ほか、ドクターヘリの導入による広域的な救

急搬送体制の構築など、救急医療の充実を図

るなど、地域医療確保に努めています。

肝炎対策協議会を公開されるよ

う、推進方策として記載してほ

しい。

３ 〔今後の検討課題〕

肝炎対策協議会では、個別医療機関の診療

情報を取り扱っているため、非公開としてき

たところですが、今後の進め方については、

同協議会各委員と相談していきたいと考えて

います。

肝炎ウイルス検診の受診率向上

のための目標設定や施策を盛り

込み、肝疾患の死亡率の低下を

めざしてほしい。

３ 〔ご意見をふまえ修正〕

ご意見をふまえ、推進方策の(2)エ(ｱ)の

肝がん対策について、「保健指導を実施し

て医療機関の受診を促進し、結果の把握に

も努める。」と修正したほか、「県は、特

に取組の低調な市町に対し、情報提供や実

施促進の支援を行う」と追記しました。

（119 頁）

なお、手法については、より具体的な施

策の中で対応させていただきます。

クリティカルパスについて、医

療機関や患者に対する周知徹底

をお願いしたい。

１ 〔既に盛り込み済〕

がん対策推進協議会において、肝がんのク

リティカルパスの周知を行っていきます。ま

た、Ｃ型慢性肝炎インターフェロン治療にか

かるクリティカルパスについては、肝疾患診

療連携拠点病院を中心とした診療ネットワー

ク構築の中で周知を図ります。（120 頁）

肝炎対策基本法の基本理念及び

同法４条の趣旨を踏まえ、兵庫

県独自の肝炎対策計画を策定す

るよう要望する。

１ 〔その他〕

肝がん対策として「がん対策推進計画」に

おいて必要な取組は記載しており、これとは

別に肝炎に特化した計画を策定することは必

要と考えていません。

医療機関の連携についての記載

があるが、連携の現状の課題把

握を行い、課題解決に向けた具

体的方向性を記載すべきであ

る。

１ 〔既に盛り込み済〕

肝疾患診療連携拠点病院を中心に、専門医

療機関等と連携の課題や取組方向について議

論を行うこととしています。（122 頁）

第
２
部

各

論 がん対

策

肝炎治療費について、兵庫県独

自の助成をお願いしたい。

２ 〔その他〕

国の動向を注視していきたいと考えていま

す。
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

精神疾

患対策

発達障害者（児）やそれを支え

る家族に対する支援についても

記載をお願いしたい。

１ 〔ご意見をふまえ修正〕

ご意見をふまえ、家族支援として、「より身

近なところで、保護者への支援を充実するた

め、発達障害児の子育て経験をもとに相談に

応じるペアレントメンターの養成や、家庭療

育支援講座を実施する等の取り組みを進め

る。」と追記しました。（171 頁）

在宅医

療

(訪問看

護事業

所） 

自宅でも安心して療養するとと

もに、希望する者に対して在宅

での看取りができるよう、24 時

間体制でいつでも往診可能な体

制づくりを進めてほしい。

１ 〔その他〕

新たな計画においては、これまでの４疾病

５事業から新たに在宅医療の地域医療連携体

制の充実・強化を図ることにしています。

在宅医療について、在宅医療推進協議会の

設置・運営、認知症への対応、在宅医療に係

る県民への情報提供、訪問看護師の確保・育

成について記載しており、これらの取組を通

じてご意見のあった体制づくりを進めていき

ます。

高齢化が進む中で、在宅での医

療や介護を行うにあたって相談

できる場所を教えてほしい。

１ 〔既に盛り込み済〕

病院の地域医療連携室の機能強化を進める

とともに、郡市区医師会や歯科医師会、看護

協会等関係団体が連携して、患者やその家族

に対する情報提供・相談体制の確保をめさし

ています。（189 頁）

また主な相談窓口として、関係団体名を記

載しています。（345 頁）

「健康づくり審議会対がん戦略

部会」の専門委員会として、医

師会、歯科医師会、看護協会、

社会福祉協議会及び患者会等で

構成する在宅医療推進協議会を

設置してほしい。

１ 〔対応困難〕

現在、県医師会が主体となって各種団体、

行政の参画のもと、在宅医療推進協議会を設

置し、同協議会において、在宅医療を推進し

ていくための体制整備について検討していま

すが、同協議会を県が事務局となり運営して

いる対がん戦略部会の専門委員会としての位

置付けることは困難です。

第
２
部

各

論

在宅医

療

在宅医療の数値目標として、「在

宅医療地域ネットワークづくり

を平成 29年度末までに 300 箇所

設置」を追加していただきたい。

１ 〔今後の検討課題〕

これまで県においては、がん患者の在宅の

看取り率 12％以上をめざし、在宅ケアチーム

づくり（ネットワークづくり）を進めてきま

したが、平成 20年度に当初の目標を達成して

いることから、今後は、在宅医療推進協議会

を中心として、在宅医療の普及啓発や人材育

成という視点から、在宅医療を推進していき

ます。
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

高齢者のみ世帯での老老介護が

増加する中で、在宅医療・介護

には課題がある。介護者に対す

るこころのケアにも御配慮をお

願いしたい。

１ 〔その他〕

病院や関係団体の相談支援体制の確立のほ

か、患者やその家族に対する支援を行うため

のＮＰＯの参加促進を図っています。

在宅医療での医療や介護を行う

にあたって、家族や周囲の住民

が支え合い、協力していくこと

についても検討して記載すべ

き。

１ 〔既に盛り込み済〕

保健医療の充実だけでなく、本計画におけ

る県民の役割として、家族の介護力を高める

ととともに、近隣住民同士の支え合いや地域

活動等に積極的に参加するなど、地域社会の

一員としての役割を記載しております。

（189、343 頁）

急性期から回復期、維持期や介

護療養へ円滑に移行できるよ

う、病院の地域医療連携室の充

実について記載をお願いした

い。

１ 〔既に盛り込み済〕

地域医療連携室における機能強化ととも

に、介護サービスについては地域包括支援セ

ンター等関係機関との連携・協力により、入

院医療、在宅医療相互の円滑な移行促進につ

いて記載しています。（188 頁）

在宅医

療

在宅医療推進協議会の検討内容

について、「大規模災害時にも対

応できる在宅医療の地域ネット

ワークづくりと支援」と修正（追

記）をお願いしたい。

１ 〔ご意見をふまえ修正〕

ご意見を踏まえ、「大規模災害時にも対応で

きる」を追加しました。（188 頁） 

公費助成の対象となる県独自の

特定疾患の追加指定など、支援

の拡充をお願いしたい。

１ 〔対応困難〕

本県では、国が指定する特定疾患のほか、

３疾患について入院医療費の助成を行ってい

ます。

現在、厚生労働省において、対象疾患の拡

大も含め、難病対策の見直しが進められてお

り、その結果もふまえ、難病患者の療養生活

の向上を図るため、各種施策の推進を図って

いきます。

難病対

策

介護保険等の制度の対象となら

ない疾患についての支援につい

ての項目の記載をお願いした

い。

１ 〔既に盛り込み済〕

難病患者の療養生活の支援として、「介護保

険等他制度の対象とならない難病患者の療養

生活を支援するため、障害福祉サービスの利

用の促進」について記載しています。（208 頁）

第
２
部

各

論

保健・

医療・

福祉の

連携

慢性疲労症候群に関する専門医

や医療機関の充実や県民への周

知について記載をお願いした

い。

１ 〔対応困難〕

慢性疲労症候群については、現在、厚生労

働省において実態を把握し、診療施設への普

及等に向けた検証を進めているところであ

り、現段階では原案のままとします。
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

第
４
部

計
画
の
推
進

全体でどのような数値目標があ

るのか、一覧があれば分かりや

すいのではないか。

１ 〔ご意見をふまえ修正〕

計画全体での目標が分かるよう、巻末に目標

一覧を追加しました。（350 頁）


