
医療計画の見直し一覧表
第１章　地域の概況　

第１節　地勢
　　　　Ｐ．1

第３節  人口及
び人口動態
　　　Ｐ．1～4

第４節　保健・
医療施設
　　　Ｐ．4～5

第２章　機能を考慮した医療提供施設の整備目標　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

第１節
がん対策

　　　Ｐ．6～10

追加
　・がん検診受診率の向上

追加
 ・がん患者の自地域依存率
 ・部位別の手術機能、化学療法、放射線
　療法を有する医療機関数の一覧表
　・地域連携クリテイカルパス導入病院
　　の状況
　・退院後の状況
　・緩和ケア実施病院数
　・麻薬取扱薬局数
　・在宅末期医療総合診療実施診療所数
　・がん検診受診率の状況

削除
　・化学療法専門医、認定看護師、放射線
　　治療
　・専門医数
　・がん告知の病院の方針の状況

追加
　・手術症例数が少ない専門的手術機能に
　　ついて、機能を有する医療機関との連携

　・地域連携クリティカルパスの整備

追加
　・がん検診受診率等の向上のため住民への
　　啓発、市町村支援

・解説欄に禁煙サポート薬局、麻薬取扱薬局
 の説明ついて記載
・禁煙サポート薬局、麻薬取扱薬局の施設数
　を体系図ではなく、別表の注釈に記載

＊その他共通事項

・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

第２節
脳卒中対策

      P.11～13

追加
　・在宅患者に対する医療と介護・福祉
　　サービスの連携

追加
　・脳血管疾患手術患者数
　・県医師会の脳卒中救急医療システム
　　指定病院
　・地域連携クリテイカルパス導入病院の状況
　・退院後の状況
　・保健医療福祉サービス調整推進会議の
　　開催
　・５市５町有床病院連携会について

追加
 ・在宅訪問歯科診療の充実
 ・地域連携クリティカルパスの整備
 ・在宅療養のため、介護・福祉サービスとの
 　連携

追加
　・病院、診療所、歯科診療所の連携による
　　口腔ケアの支援

・脳卒中地域連携クリティカルパス導入
　病院名を別表注釈に記載

＊その他共通事項
・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

第３節
急性心筋梗塞
対策

      P.14～16

変更なし

追加
　・地域連携クリテイカルパス導入病院の状況
　・退院後の状況

追加
　・地域連携クリティカルパスの整備

変更なし

・回復期病院として、別表の注釈に掲載基準
　を示し、医療機関名を記載
　

＊その他共通事項

・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

第４節
糖尿病対策

      P.17～20

変更なし

追加
　・食育推進協力店について
　・特定健診受診率
　・「メタボ脱出！ＨａｎｄＢｏｏｋ」について
　・医科、歯科、眼科、薬局の連携
　　（合併症管理）
　・医科、歯科の連携（歯周病対策）

削除
　・糖尿病関係事業実施医療機関数
　・外来糖尿病教室開催病院数
　・Ⅱ型糖尿病血糖管理実施施設数
　・教育入院実施時期
　・教育入院患者の紹介・逆紹介状況

変更なし 変更なし

・かかりつけ薬局の枠を新設
・解説欄に各ステージの説明を記載

＊その他共通事項
　　（医療機関名は記載しない）

・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

統計数値の更新

資料３－２

施設数の更新

＊体系図の変更点（各節共通）について　・・・・　①掲載する医療機関名は、県医療計画部会で示された掲載基準に基づき、体系図の別紙として記載。　②解説欄及び別紙注釈に医療機関名の掲載基準、掲載項目の説明を記載。

変更点

中部国際空港についての説明
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医療計画の見直し一覧表

第３章　救急医療対策・災害保健医療対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

第１節
救急医療対策

      P.21～27

追加
　・初期救急医療体制の定点化の推進
　・公立病院間の医療機能連携の推進
　・ＡＥＤの適正な管理の啓発

追加
　・知多厚生病院における地区医師会の
　　平日夜間外来診療
　・市立半田病院における地区小児科会の
　　平日夜間外来診療
　・知多郡医師会常滑支部による常滑市民
　　病院での休日外来診療
　・東海市医師会のホームページによる情報
　　提供
　・有識者会議の提言について
　・救急搬送件数
　・病院の診療時間外患者のうちの入院
　　患者数
　・ＡＥＤ操作講習会の開催

追加
　・初期救急医療体制の定点化の推進

　・有識者会議の提言についての推進
　・常滑市民病院と市立半田病院の医療機能
　　連携について
　・東海市民病院と知多市民病院の完全統合
　　に向けての、医師派遣の体制づくり
　・救急医療の適正利用の周知
　
　・ＡＥＤの適切な管理の周知

追加
　・初期救急医療体制の定点化の推進

　・有識者会議の提言について、公立病院間
　　の医療機能連携の推進
　
　・救急医療の適正利用の周知

　・ＡＥＤの適切な管理についての周知

・救急医療情報センターについて記載
・圏域外の医療機関への救急搬送の図を新設

＊その他共通事項

・現状分析の統計数値の更新

第２節
災害保健医療
対策

      P.28～32

変更なし

追加
　・災害時地域保健活動マニュアルの作成
　　及び市町への作成支援、研修会の実施

追加
　・市町における災害時地域保健活動
　　マニュアル作成

変更なし ＊その他共通事項
・現状分析の統計数値の更新

第４章　周産期医療対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.33～36
変更なし

追加
　・分娩取扱医療機関数について
　・出生千人あたり産婦人科医師数について

変更なし 変更なし

・解説欄にあいち小児センターについての
　解説を記載

＊その他共通事項

・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

＊体系図の変更点（各節共通）について　・・・・　①掲載する医療機関名は、県医療計画部会で示された掲載基準に基づき、体系図の別紙として記載。　②解説欄及び別紙注釈に医療機関名の掲載基準、掲載項目の説明を記載。

＊体系図の変更点（各節共通）について　・・・・　①掲載する医療機関名は、県医療計画部会で示された掲載基準に基づき、体系図の別紙として記載。　②解説欄及び別紙注釈に医療機関名の掲載基準、掲載項目の説明を記載。
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医療計画の見直し一覧表

第５章　小児医療対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.37～39

追加
　・かかりつけ医を持つことを推奨する

追加
　・小児科入院患者数
　・小児救急搬送患者数（急病）
　
削除
　・医療機関における外来患者数、
　　時間外患者数

追加
　・小児救急医療の適正利用について周知

追加
　・小児救急医療の適正利用について周知
　・休日夜間の初期救急医療体制の整備

・解説欄に小児救急電話相談事業の解説を
　記載
・解説欄にあいち小児センターの「育児もしもし
　キャッチ」の解説を記載
・解説欄に救急医療の各ステージについての
　解説を記載
・解説欄、別表の注釈に小児専門医療機関
　についての解説を記載

＊その他共通事項

・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

第６章　離島保健医療対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.40～44
変更なし

追加
　・閉じこもり予防教室の開催
　・介護予防教室の開催
　・臨時雇用の栄養士、歯科衛生士の配置
　・ＡＥＤの設置について

削除
　・情報通信機器を用いた診療の状況

追加
・知多厚生病院の電子カルテが篠島診療所

において閲覧できるシステムの稼動
　・ＡＥＤの操作方法習得について

削除
・遠隔医療の離島への普及のための基盤整

備
　・健診データ共有システムの普及

追加
・離島診療所における診療体制の充実、救

急医療体制の整備
　・保健サービスの充実
　・知多厚生病院と離島診療所の連携強化

削除
　・栄養士、歯科衛生士の充実

・保健医療介護情報ネットワークの離島地域
への拡大のための幹線ケーブル敷設に関す
る調査研究

・健診データ共有システムの有用性の普及
啓発

＊その他共通事項
・現状分析の統計数値の更新
・診療所の診察日時の変更

第７章　在宅医療の提供体制の整備の推進対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.45～48
変更なし

追加
　・在宅療養支援診療所について
　・在宅療養支援歯科診療所について
　・訪問看護ステーションについて
　・東海市医師会のホームページによる
　　情報提供

追加
　・在宅療養支援診療所、かかりつけ医、
　　訪問看護ステーションの医療連携について

追加
　・在宅療養支援診療所、かかりつけ医、
　　訪問看護ステーションの医療連携について

－
・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

＊体系図の変更点（各節共通）について　・・・・　①掲載する医療機関名は、県医療計画部会で示された掲載基準に基づき、体系図の別紙として記載。　②解説欄及び別紙注釈に医療機関名の掲載基準、掲載項目の説明を記載。

＊体系図の変更点（各節共通）について　・・・・　①掲載する医療機関名は、県医療計画部会で示された掲載基準に基づき、体系図の別紙として記載。　②解説欄及び別紙注釈に医療機関名の掲載基準、掲載項目の説明を記載。
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医療計画の見直し一覧表

第８章　病診連携等推進対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.49～50
変更なし

追加
　・地域医療連携体制に関する窓口設置
　　病院数

削除
　・病院における紹介患者数
　・他の医療機関への診療情報提供状況

変更なし 変更なし ー ー

第９章　高齢者保健医療福祉対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.51～54

追加
　・介護予防対策、生活習慣病予防対策の
　　推進
　・保健、医療、福祉の連携による総合的、
　　一体的なサービス提供の体制づくり
　・市町介護保険事業計画に沿った介護保険
　　施設等の計画的な整備

削除
　・老人保健事業の推進
　・療養病床の適正な整備

追加
　・老年人口について
　・在宅における要介護者等の推計
　・在宅医療サービス実施状況
　・在宅療養支援診療所、歯科診療所に
　　ついて
　・地域包括支援センターについて

削除
　・知多地域保健サービス評価委員会に
　　ついて
　・老人保健事業の実施状況
　・糖尿病患者指導等の実施状況
　・介護療養型医療施設の整備目標

追加

　（・介護療養病床の廃止等について）
　・在宅医療サービスの充足について
　・在宅療養支援診療所、かかりつけ医、
　　訪問看護ステーションの医療連携について
　・地域包括支援センターの充実について
　・介護保険施設等の計画的な整備

削除
　・老人保健事業について
　・療養病床整備推進について
　・介護療養型医療施設整備促進について

追加
　・介護予防対策、生活習慣病予防対策の
　　推進
　・保健、医療、福祉の連携による総合的、
　　一体的なサービス提供の体制づくり
　・市町介護保険事業計画に沿った介護保険
　　施設等の計画的な整備

削除
　・老人保健事業の推進
 　・療養病床の適正な整備

ー
・現状分析の統計数値の更新
・医療機関数等の出自の変更

第１０章　歯科保健医療福祉対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.55～60

追加
　・医科・歯科医療連携の推進
　・市町健康増進計画推進の支援
　・全身疾患と歯科疾患の関係の啓発

追加
　・かかりつけ歯科医を持つ者の割合
　・医科・歯科医療連携実施率
　・糖尿病患者への教育、指導、管理実施
　　医療機関の割合
　・高齢者への摂食・嚥下に対する
　　医療供給体制の確保について
　・在宅療養児（者）等への歯科診療体制
　・救急歯科医療体制
　・喫煙が及ぼす歯周病への影響
　・高齢者の口腔機能向上の取組
　
削除
　・妊産婦歯科保健対策

追加
　・かかりつけ歯科医機能の啓発
　・医科・歯科医療連携システム確立
　・糖尿病を有する者への歯科教育、指導
　　管理の充実
　・摂食、嚥下に対する医療供給体制確保
　・在宅療養支援歯科診療所の増加
　・社会福祉施設等への歯科診療等推進
　・救急対応医療機関検索のための
　　ホームページ活用の周知
　・喫煙と歯周病の啓発
　・包括支援センターとの連携

削除
　・妊産婦歯科保健対策

追加
　・かかりつけ歯科医機能の充実・環境整備
　・地域の医療供給体制についての情報共有
　・障害者、有病者、要介護者等の口腔ケア
　　サービス提供のための環境整備

ー

現計画では歯科医療対策の記述が十分で
はないため、今回の見直しで歯科医療対策を
大幅に追加することとした。

　・現状分析の統計数値の更新
　・医療機関数等の出自の変更
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医療計画の見直し一覧表

第１１章　薬局の機能強化等推進対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

第１節
薬局の機能推
進対策

      P.61～62

削除
　・医療法の一部改正により調剤薬局が
　　医療提供施設として位置づけられたこと

追加
　・健康介護まちかど相談薬局の普及状況

追加
　・健康介護まちかど相談薬局の育成

変更なし － ・現状分析の統計数値の更新

第２節
医薬分業の推
進対策

      P.63～65

変更なし 変更なし 変更なし

追加
　・３師会等関係機関の連携による質の高い
　　医薬分業の推進
　・薬薬連携の推進
　・後発医薬品の適正使用及び理解向上
　・かかりつけ薬局の育成、普及及び定着
　・医薬分業率の引き上げ

－ ・現状分析の統計数値の更新

第１２章　健康危機管理対策　

基本計画 現状 課題 今後の方策 体系図 その他

      P.66～67

追加
　・新型インフルエンザに関する知識、対応
　　についての啓発

追加
　・感染症、新型インフルエンザ等に関する
　　情報提供、情報の共有化
 　・感染症病床数
　・新型インフルエンザ用の防護具、マスク、
　　手袋等の備蓄

変更なし

追加
　・新型インフルエンザ、新たな感染症発生に
　　備えての医療提供体制、保健所の体制
　　整備

ー ー
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