
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 保健医療施策の推進 
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第１章 医療提供体制整備の基本方向 

 

 

疾病対策の充实や医療提供体制の確保の充实においては、下記に示すとおり、「医療連携や保

健・医療・福祉の連携を通じた医療提供体制の確保の推進」など、個別の対策に共通して取り組

むべき基本施策があります。 

ここでは、個別の対策を計画するに当たって、共通して取り組むべき基本施策について記載し

ています。 

 

 

１ 医療連携や保健・医療・福祉の連携を通じた医療提供体制の確保の推進 

良質で適切な医療を効率的に提供するためには、医療機能の分化・連携を推進し、地域におい

て切れ目のない医療の提供を实現することが重要です。そのためには、地域における病診連携・

病病連携の推進はもとより、二次医療圏で対応できない場合の病病連携の推進を進めるとともに、

各種疾患対策や在宅医療等における医療・福祉の連携等を図り、関係機関が一体として医療サー

ビスを提供する体制を構築することが必要です。こうしたことから、医療提供体制の構築に当た

っては、各医療圏の保健所を中心として、医療連携や保健・医療・福祉の連携の推進を併せて行

い、良質で適切な医療を効率的に提供する体制整備に努めていきます。 

【今後の基本施策】 

○ 各地域における連携会議や地域ケア会議の開催・充实により、医療連携や医療・福祉の連携

を促進 

 

 

２ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進 

医療は、患者と医療提供者との信頼関係を基本として成り立つものであり、信頼できるかかり

つけ医等を持つことは、単に、医療の質の向上や急性期前後の医療連携強化に止まらず、医療に

対する県民の信頼の向上にも大きく寄与すると言えます。また、特に今後の需要の高まりが予想

される在宅医療等では、かかりつけ医の存在無しに十分な医療提供体制の確保は望めず、患者か

らの様々な要望にも十分に応えることができないと考えられます。こうしたことから、医療提供

体制の構築に当たっては、関係機関との連携により、かかりつけ医の推進を併せて進め、より県

民の暮らしに根ざした地域医療の形成を図っていきます。 

【今後の基本施策】 

○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持つことを、関係機関との連携により

推進 

 

 

３ 医療の適正な利用や知識の普及に向けた県民への普及啓発の推進 

現在、救急医療の分野では、第三次救急医療機関や第二次救急医療機関に多くの軽症患者が直

接受診に訪れることにより、本来行うべき救急医療に専念できない状況があります。小児救急医

療の分野でも、救急医療機関に、本来診療対象とならない軽症の小児患者が休日、夜間に集中す

る傾向があります。また、救急搬送を要しない軽度の傷病による救急車の不適正な利用も問題と

なっています。このほか、医療の適正な利用という点では、重複受診による検査や投薬の重複を
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避ける必要もあります。こうしたことから、医療提供体制の構築においては、医療の適正利用や

正しい知識の普及に向けた県民への普及啓発を、救急医療や専門医療、医療安全対策等のそれぞ

れの観点から、関係機関と連携して推進し、必要とされる医療サービスが必要とする患者に確实

に提供されるように努めていきます。 

【今後の基本施策】 

○ 関係機関との連携により、医療の適正利用や医療に関する正しい知識の県民への普及を推進 

・救急車や救急外来の受診の適正利用についての啓発 

・地域連携クリティカルパス等を用いた医療連携の流れについての啓発（かかりつけと病院 

の役割分担や、役割分担に基づいた入院期間の長さ等） 

  ・後発医薬品についての県民への正しい情報提供の推進 

※救急医療対策（第３部第３章第１節１）、小児医療対策（第３部第３章第４節）、医療安全 

対策（第３部第５章第１節）、医療情報の提供（第３部第５章第３節）において、関連す 

る施策を記載しています。 

 

 

４ 医療の情報化の推進 

医療連携や保健・医療・福祉の連携を円滑に進めるうえでも、災害時や救急時の対応を円滑か

つ適切に行ううえでも、関係機関間での患者情報の共有は不可欠であり、また医療の質や医療技

術の向上を図るためには、医療の情報化は不可避といえます。国においても、内閣府が平成 23

年５月に「医療情報化に関するタスクフォース報告書」をまとめ、レセプト情報等の活用や地域

医療ネットワークの連携の検討を進めるなど、医療情報化の動きが進んでいます。 

 他方、医療費の伸びの抑制は言うまでもなく社会的な課題であり、医療の情報化についても、

費用対効果に優れた、可能な限り低コストで簡素なシステム、地域や将来的な拡張性に優れたシ

ステムの選択が求められています。こうしたことから、医療提供体制の構築においても、関係者

間での合意形成を図りつつ、良質で適切な医療が効率的に提供されていくよう、国の動向等も注

視しながら、費用対効果や経済性・簡便性・汎用性・拡張性等に優れた ITの導入を支援し、医療

の情報化に努めていきます。 

【今後の基本施策】 

○ 関係者間での合意形成を図りつつ、費用対効果や経済性・簡便性・汎用性・拡張性等に優れ

た ITの導入を支援し、医療の情報化を推進 

※災害医療対策（第３部第３章第１節２）、医療情報の提供（第３部第５章第３節）において、 

関連する施策を記載しています。 
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第２章 疾病対策の充実 

第１節 生活習慣病対策 

 

１ がん医療対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 「岐阜県がん対策推進計画」の目標達成に向け、がん患者及びその家族を含めた県民の視

点に立ったがん対策を推進します。 

○ がんの集学的治療が地域で受けられるよう、均てん化を図るとともに、医師及び歯科医師

並びに薬剤師、看護師等を育成するとともに、これら多職種によるチーム医療を推進しま

す。 

○ がんと診断されたときからの緩和ケアが受けられるよう、専門知識を有する医療従事者を

養成するなど、緩和ケアチームの整備を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ がんの現状 

○ がんによる死亡者数は、平成 22年は男性

3,366人、女性 2,256人でした。がんによ

る死亡者数は男性では増加しています。

(表 2-1-1-1) 

○ 平成 22年のがんの年齢調整死亡率（人口

10 万対、以下同じ）は男性 168.7、女性

88.1 でした。がんによる死亡者数は増え

ていますが、高齢化の影響を除いた年齢

調整死亡率では低下しています。（表

2-1-1-2） 

75歳未満について平成22年のがんの年

齢調整死亡率（人口 10万対）を見ると、

男性 101.5、女性 59.8、男女計 79.8でし

た。（表 2-1-1-3） 

平成 22年度の圏域別がんの年齢調整死

亡率は、岐阜圏域男性 176.9、女性 91.4、

西濃圏域男性 183.7 女性 98.4、中濃圏域

男性 142.2、女性 84.3、東濃圏域男性

177.2、女性 78.0、飛騨圏域男性 149.3、

女性 72.9でした。（表 2-1-1-4） 

○ 平成 22年のがんの部位別の死亡率は、胃

は男性 16.9、女性 7.4、肺は男性 22.6、

女性 6.8、大腸は男性 12.1、女性 8.5、子

宮 4.1、乳房女性 9.0でした。(表 2-1-1-6) 

○ 岐阜県のがん登録平成 19年次統計による

と、岐阜県のがんの部位別年齢調整り患

率（人口 10万対）は、胃は男性 63.2、女

 

○ がんが原因で亡くなる人は増加してお

り、また、がんのり患率は上昇していま

す。 

がんの予防、早期発見・早期治療のほか、

手術療法、放射線療法、化学療法を組み

合わせた集学的治療の充实、がんと診断

されたときからの緩和ケア、患者や家族

の相談支援など、総合的かつ計画的なが

ん対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ がん対策には、がん登録によって情報を

収集し、評価・分析をすることが必要で

す。DCO割合（death certificate only）
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性 26.1、肺は男性 49.8、女性 13.5、結腸

は男性 35.4、女性 21.8、直腸は男性 22.1、

女性 12.0、子宮 33.9、乳房女性 51.9 で

した。 （表 2-1-1-7） 

○ 岐阜県のがん登録数は、平成 23年度報告

（平成 19年次集計）では、登録数は 9,706

件、精度を表す DCO割合は 22.3％でした。

（表 2-1-1-8） 

 

が低いほど精度が高いといえ、効果的な

対策をするために、精度を高めるため DCO

割合が低くなるための取り組みも併せ

て、地域がん登録システムの充实が必要

です。 

 

２ がんの医療体制 

○ がん医療の中心的な役割を担う「がん診

療連携拠点病院」は岐阜県では７か所指

定されています。岐阜圏域３か所、西濃

圏域 1 か所、中濃圏域 1 か所、東濃圏域

１か所、飛騨圏域１か所で各圏域に１か

所以上となっています。 

○ 平成 20年の圏域別医療体制をみると、病

院におけるがんの手術件数は人口 10万人

あたり、岐阜圏域 38.6件、西濃圏域 89.8

件、中濃圏域 19.4件、東濃圏域 26.6件、

飛騨圏域 31.3 件（全国平均 34.6 件）で

した。圏域間での差があります。（表

2-1-1-9） 

○ 平成 20年の病院におけるがんの放射線療

法の实施件数は人口 10万人あたり岐阜圏

域 106.3件、西濃圏域 12.7件、中濃圏域

8.1件、東濃圏域 194.1件、飛騨圏域 117.6

件（全国平均 163.7 件）でした。(表

2-1-1-9) 

○ 平成 20年の病院における外来化学療法の

实施件数は、人口 10万人あたり、岐阜圏

域 77.3 件、西濃圏域 97.3 件、中濃圏域

23.1件、東濃圏域 92.5件、飛騨圏域 0件

(全国平均 103.0件)でした。（表 2-1-1-9） 

○ 緩和ケア病棟のある病院数は、平成 24年

５月末現在で、岐阜圏域２か所、東濃圏

域１か所、飛騨圏域１か所です。 

○ 岐阜県では、がん医療に携わる医師に対

する緩和ケア研修会を開催しています。

平成 21年度から平成 23年度までで、432

名の医師が研修を受講しました。 

○ 平成 20年の末期のがん患者に対して在宅

医療を提供する医療機関数(人口 10万対)

は、岐阜圏域 10.6、西濃圏域 5.2、中濃

圏域 8.4、東濃圏域 4.2、飛騨圏域 5.0（全

 

○ がんの医療は、がん診療連携拠点病院が

中心となりますが、その他のがん医療を

提供する病院やかかりつけ医との連携が

重要です。 

 

 

○ がん医療では、手術療法、化学療法、放

射線療法を組み合わせた集学的治療をす

る場合があります。各分野の専門医や、

看護師等医療従事者が協力してチーム医

療を進めていくことが必要です。 

 

 

○ がん医療が不足している圏域では、医療

体制を整備するとともに圏域間での連携

が大切です。連携を推進するために、「医

療連携クリティカルパス」を活用してい

くことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

○ がん患者増加とともに、緩和ケアのニー

ズは増えると考えられます。また、がん

による全人的な痛みに対応するためには

「がんと診断されたときからの緩和ケ

ア」が重要です。そこで、緩和ケアに関

与する医療関係者等の育成をすることが

必要です。 

○ 緩和ケアが不足する圏域では、他圏域の

緩和ケア医療と連携するほか、在宅緩和

ケアを促進し、緩和ケア体制を促進する

ことが必要です。 
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国平均 9.0件）です。（表 2-1-1-10） 

 

○ 平成 24 年６月 30 日現在で、がんの周術

期における口腔機能管理のために歯科医

師による手術前後の口腔ケアを实施し口

腔機能管理料Ⅰ（为に入院前後の管理）

を算定している医療機関数は、岐阜圏域

５、西濃圏域３、中濃圏域０、東濃圏域

０、飛騨圏域１です。 

がんの周術期における口腔機能管理のた

めに歯科医師による手術前後の口腔ケア

を实施し口腔機能管理料Ⅱ（入院中の管

理）を算定している医療機関数は、岐阜

圏域５、西濃圏域３、中濃圏域０、東濃

圏域２、飛騨圏域２です。 

がん化学療法又は放射線療法の治療期間

中の口腔機能管理のために歯科医師によ

る口腔ケアを实施し口腔機能管理料Ⅲを

算定している医療機関数は、岐阜圏域４、

西濃圏域４、中濃圏域０、東濃圏域２、

飛騨圏域０です。（表 2-1-1-11） 

 

○ がん患者とその家族の相談支援に応じ

る、がん相談支援センターは、平成 24年

４月現在で、各拠点病院に開設されてお

り、岐阜圏域３か所、西濃圏域１か所、

中濃圏域１か所、東濃圏域１か所、飛騨

圏域１か所です。 

 

 

 

○ セカンドオピニオンについては、平成 24

年４月現在、すべてのがん診療連携拠点

病院でセカンドオピニオン外来を開設し

ています。また、県内の医療機関のうち、

「セカンドオピニオンに関する情報提供

有り」としている医療機関は、平成 23年

12 月１日現在では、岐阜圏域 362 件、西

濃圏域 105 件、中濃圏域 117 件、東濃圏

域 101 件、飛騨圏域 49 件です。(表

2-1-1-12) 

 

 

３ がんの医療費 

○ 平成 23年５月国保診療分の点数のうち、

 

 

○がん治療においては周術期（手術の前後）   

 や、放射線療法や化学療法を受ける際に口

腔機能を管理することは、合併症予防や生

活の質を保つために重要です。 

 そのため、歯科と医科の連携を促進すると

ともに、周術期等の口腔機能管理ができる

歯科医師や歯科衛生士等を育成することが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県民ひとりひとりが、がん予防を实践す

るため、また、がんになった場合に、治

療法等の情報を得て適切に判断するため

にも、がんに関する正しい情報が得られ

ることが必要です。 

○ がんになったときの患者や家族の不安を

和らげ、がんと向き合うために、がんに

関する専門相談支援体制が必要です。 

 

○ がん医療に関し、セカンドオピニオンを

求めることは、患者や家族が納得できる

医療を受けることにつながりますので、

今後も、がん診療連携拠点病院における

セカンドオピニオン外来は必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ がんを早期発見し早期治療につなげるこ
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がんにかかる点数は 192,958,438 点で全体の

約 16.0％を占めます。 

とで医療費負担を減らすようがん検診を

推進することが必要です。また、経済的

な支援について検討をすることが必要で

す。 

  

【数値目標】 

○ がんの年齢調整死亡率(75歳未満)の低下（人口 10万対）  

79.8（平成 22年）  → 68.7（平成 27年）  

○ 外来化学療法を实施する医療機関数の増加（人口 100万対） 

   8.2（平成 20年）  → 10.8（平成 26年) 

【今後の施策】 

○ 「第２期岐阜県がん対策推進計画」（平成 24年度策定予定）を基本とした、関係機関と一体

となった総合的かつ計画的ながん対策を推進します。 

○ がん診療連携拠点病院における研修会等を通じて、医療関係者を育成し、がんの集学的医療、

チーム医療を促進します。 

○ がんの医療連携クリティカルパスの運用を進め、保健医療及び介護サービスの連携体制の構

築を促進します。 

○ がん診療に必要な設備整備の支援を行うとともに、がんの医療連携クリティカルパスの運用

促進により、がん医療の均てん化を図ります。 

○ 緩和ケアに携わる医療関係者の育成、在宅緩和ケア体制の構築により、がんと診断されたと

きからの緩和ケアが受けられる体制の整備を促進します。 

○ 小児がん拠点病院と連携し小児がんに対する診療体制を促進します。 

○ がんの周術期や化学療法及び放射線療法等がん治療中における口腔ケアの实施により、感染

や合併症を予防し、摂食機能を保ち生活の質を保つために、医科と歯科の連携を促進します。 

○ がん診療連携拠点病院が設置するがん相談支援センターやがん情報センター等を通じ、がん

患者やその家族等に対し、がん医療や療養、就労等に関する正しい情報を提供します。 

○ がん患者とその家族の視点に立った相談支援を实施するため、がん診療連携拠点病院に設置

しているがん相談支援センターの機能強化を促進します。 

○ 地域がん登録について、標準データベースシステムの導入を図るとともに、医療機関の協力
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を得て、登録率向上を推進します。 

○ 教育委員会や市町村と連携したがんの健康教育を推進します。 

 

 

【参考図表】 

表 2-1-1-1 がんによる死亡者数  (単位：人) 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

男性 3,325 3,345 3,366 

女性 2,268 2,368 2,256 

資料：岐阜県衛生年報 

 

表 2-1-1-2 がんの年齢調整死亡率(人口 10 万対) 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

男性 188.9 183.3 168.7 

女性 94.2 92.2 88.1 

資料：厚生労働省人口動態統計 

 

表 2-1-1-3 がんの年齢調整死亡率（75 歳未満）（人口 10 万対） 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

男性 102.8 104.6 101.5 

女性 61.2 67.8 59.8 

男女計 81.0 85.3 79.8 

資料：国立がん研究センターがん対策情報センター 

 

表 2-1-1-4 圏域別がんの年齢調整死亡率（人口 10 万対） 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜県 

(平均) 

全国 

(平均) 

男性 176.9 183.7 142.2 177.2 149.3 168.7 182.4 

女性 91.4 98.4 84.3 78.0 72.9 88.1 92.2 

資料：岐阜県、全国は人口動態統計 圏域別は平成 22 年人口動態から算出 

 

表 2-1-1-5 圏域別がんの標準化死亡比 

（平成 18 年-平成 22 年 ） 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜県 

男性 96.0 98.4 83.0 92.5 81.3 93.2 

女性 102.3 101.0 88.3 90.8 83.5 96.5 

資料：人口動態統計から算出（ SMR：standardized mortality ratio） 
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表 2-1-1-6 がんの部位別年齢調整死亡率（75 歳未満）（人口 10 万対） 

 平成 

12 年 

平成 

14 年 

平成 

16 年 

平成 

18 年 

平成 

20 年 

平成 

22 年 

胃がん 男 25.5 21.1 21.5 21.2 17.1 16.9 

女 13.1 9.6 8.6 8.1 7.7 7.4 

大腸が

ん 

男 16.4 14.4 15.1 14.8 14.7 12.1 

女 10.0 9.7 8.2 8.2 7.9 8.5 

肺がん 男 26.8 25.7 22.3 24.4 21.7 22.6 

女 7.6 6.5 6.1 6.7 6.0 6.8 

子宮がん 4.9 3.9 3.4 4.8 4.9 4.1 

乳がん 女 10.0 11.2 8.9 11.1 8.8 9.0 

資料：国立がん研究センターがん対策情報センター 

 

表 2-1-1-7 がんの部位別年齢調整り患率(人口 10 万対) 

 胃がん 結腸 

がん 

直腸 

がん 

肺がん 子宮 

がん 

乳がん 

男性 63.2 35.4 22.1 49.8 - -注１ 

女性 26.1 21.8 12.0 13.5 33.9 51.9 

資料：岐阜県のがん登録（平成 19 年次集計）注１：平成 19 年次集計では男性の乳がん死亡は５名  

 

表 2-1-1-8 がん登録 DCO 割合  （単位：％） 

 平成 17年

次報告 

平成 18年

次報告 

平成 19年

次報告 

DCO 割合 24.4 22.5 22.3 

資料：岐阜県の地域がん登録 

DCO：death certificate only 

 

表 2-1-1-9 がん治療の状況（人口 10 万対）           (単位：件数) 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜県 

 

全国 

 

手術 38.6 89.8 19.4 26.6 31.3 42.5 34.6 

放射線療法 106.3 12.7 8.1 194.1 117.6 86.9 163.7 

外来化学療法 77.3 97.3 23.1 92.5 0 67.8 103.0 

資料：平成 20 年医療施設調査 

 

表 2-1-1-10 末期がん患者に対して在宅医療を提供する医療機関(人口 10 万対） 

(単位：か所) 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜県 

 

全国 

医療機関数 10.6 5.2 8.4 4.2 5.0 7.6 9.0 

資料：診療報酬施設基準（平成 24 年 1 月） 
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表 2-1-1-11 周術期に口腔機能管理を实施する医療機関数 

(単位：か所) 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

口腔機能管理料Ⅰを算定する 

医療機関 

５ ３ ０ ０ １ 

口腔機能管理料Ⅱを算定する 

医療機関 

５ ３ ０ ２ ２ 

口腔機能管理料Ⅲを算定する 

医療機関 

４ ４ ０ ２ ０ 

資料：診療報酬点数算定状況報告（平成 24 年 7 月１日現在） 

 

 

表 2-1-1-12 セカンドオピニオンの状況             (単位：か所) 

 岐阜圏域 西濃圏域 中濃圏域 東濃圏域 飛騨圏域 

拠点病院のセカンド

オピニオン外来数 

３ １ １ １ １ 

「セカンドオピニオン情報提供有り」の

医療機関数  

362 105 117 101 49 

資料：「セカンドオピニオン外来数」は保健医療課調べ   

   「セカンドオピニオン情報提供有り」とは、セカンドオピニオンのために情報

提供する旨、医療法第６条の３診療情報提供制度に基づき報告している医療

機関数であり平成 23 年 12 月１日現在の状況  
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【医療連携・施策の体系図】 

 

紹介・連携 

かかりつけ薬局 

・薬剤処方 

・在宅訪問指導等 

かかりつけ歯科医 

・口腔機能管理（口腔ケア） 

･嚥下・摂食ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝ 

・訪問歯科診療 

・訪問歯科衛生指導 

・ 

【がんの早期発見機能】 

服
薬
指
導 

市町村・職域のがん検診 

連携 

 

受 

 

診 

 

精

密

検

査 

がん医療を実施する施設 

・ガイドラインに基づくがん治療 ･治療後のフォローアップ 

・在宅療養支援  

・歯科医療との連携 

 

 

サ
ー
ビ
ス 

提
供 在宅療養 

岐阜県がん診療連携拠点病院・地域がん診療連携拠点病院 

・集学的な治療、標準的治療  ・がんと診断されたときからの緩和ケア（診断時のケア等） 

・がん診療の連携協力体制整備 ・がん患者に対する相談支援及び情報提供  ・歯科医療との連携 

・５大がんクリティカルパス運用、検討 ・研修会の実施 ・がんのリハビリテーション ・院内がん登録 

紹介・連携 

 

紹介・連携 

クリティカルパスの

運用 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

・訪問看護 

・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

連    携 

処
方
箋 

連
携
・ 

指
示
書 

が ん 検 診 機 関 等 

 ・がん検診の実施 ・精度管理 ・がん検診普及啓発 

 

精 

密 
検 
査 

 

【がんの療養支援機能】 

【がんの診療機能】 

 

協力 

・連携  

連

携 

  

携 

がんと診断されたときからの緩和ケア 

受
診
・
診
療 

受診・診療 

か  か  り  つ  け  医 

・退院後の経過観察、検査  ・患者の生活背景をとらえた生活指導、療養支援   

・在宅療養 ・終末期ケア（看取り） 
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【体系図の説明】 

○ 予防早期発見機能 

・がん検診を实施し、がんの疑いがある者に対しては精密検査を勧奨しがんの早期発見に努

めます。 

  ・がん検診の受診率を向上させるとともにがん検診の精度管理を行います。 

○ がんの診療機能 

  ・がん診療連携拠点病院を中心として、がんの病態に応じ、手術、放射線療法及び化学療法

を効果的に組み合わせた集学的治療を促進します。 

・がん診療連携拠点病院において、圏域内の医師等を対象とした研修の实施、がん診療に関

する情報提供等により、がん医療水準の均てん化を図ります。 

・がん診療連携拠点病院とそれ以外のがん医療を实施する施設及びかかりつけ医の連携を促

進します。 

・がん患者及びその家族等の相談に応じ、その不安解消に努めます。 

○ がんの療養支援機能 

 ・がんと診断されたときからの緩和ケア体制を推進します。 

・がん医療を实施する医療機関、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、訪問看護ステーション、

かかりつけ薬局、在宅サービス機関等が連携して、がんの在宅療養体制を推進します。 

 

 

【医療機関一覧表（がん医療対策）】 

 

○ がん診療連携拠点病院                （指定日 平成 22年３月３日） 

種別 医療機関名 所在地 電話番号 

県拠点 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸１番１ 058-230-6000 

地域拠点 

 

 

 

 

 

 

岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色４丁目６番１ 058-246-1111 

岐阜市民病院 岐阜市鹿島町７－１ 058-251-1101 

大垣市民病院 大垣市南頬町４-86 0584-81-3341 

木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井 590 0574-25-2181 

岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町５-161 0572-22-5311 

高山赤十字病院 高山市天満町３-11 0577-32-1111 
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【用語の解説】 

○ がんの集学的治療 

    がんの治療方法には、手術治療、放射線治療、薬物療法などがあり、これらを単独で行

うのではなく、がんの種類や進行度に応じて、さまざまな治療法を組み合わせて治療を行

うことを集学的治療という。 

○ 年齢調整死亡率 

   人口構成が基準人口と同じだったら实現されたであろう死亡率のこと。がんは高齢になるほ

ど死亡率が高くなるため、高齢者が多い集団は高齢者が尐ない集団よりがんの粗死亡率が高く

なる。そこで、高齢化の影響を除いて、２つの集団を比べたり、年次推移をみるときに使用す

る。通常、人口 10万対（人口 10万人当たり）で表示する。 

 

年齢調整死亡率＝ 

 

{（観察集団の各年齢階級の死亡率）×（基準となる人口集団のその年齢階級の人口）}の各階級の総和 

基準となる人口集団の総和（昭和 60年モデル人口） 

 

○ り患率 

   ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団の人口で割った値。通常 1年単位で

算出され、「人口 10万人のうち何人り患したか」で表現する。 

○ がん登録の DCO割合 

   がん登録において、死亡小票のみで登録されている患者の割合。この割合が大きいこと

は、がんの届け出がなく、がん登録室で把握できなかった登録漏れ患者が存在することと

なり、登録が不完全であることを示唆する。 

○ 医療連携クリティカルパス 

がん等の治療について、具体的な治療内容を定めた計画書。患者自身が携帯し、がん診

療連携拠点病院等とかかりつけ医の間で運用する。このパスによって、がん診療連携拠点

病院等を退院後も、計画に沿って治療がすすめられる。 

○ がん診療連携拠点病院 

全国どこに住んでいても「質の高いがん医療」が受けられるよう、都道府県の推薦を基

に厚生労働省が指定した病院のこと。専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制

の整備、患者への相談支援や情報提供などの役割を担う。 

○ 緩和ケア 

   がんの患者さんの体や心のつらさを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方。

「患者さんらしさ」を大切にし、身体的・精神的・社会的・スピリチュアル（霊的）な苦

痛について、つらさを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を

含めて支えること。 

○ がんによる全人的な痛み 

   がんによる苦痛には、身体的な苦痛（痛み、倦怠感、不眠等）、精神的な苦痛（不安、

いらだち、うつ状態等）、社会的苦痛（経済問題、仕事や学校の問題等）、スピリチュアル

な苦痛（死への恐怖、自負の念等）の４つの側面があり、これらは相互に関連しあい、影

響しあっている。これら４つの苦痛を総合的にとらえた考え方。 

○ セカンドオピニオン 

   病状や治療について担当医以外の医師の意見を聞くこと。別の医師の意見を聞くことで

より納得した治療を選択できることを目指す。 

○ セカンドオピニオン外来 
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   自分が受けている医療の内容の理解を深めるため、現在受けている医療機関以外での意

見を聞くための外来。 

○ 小児がん拠点病院 

   小児がんの患者や家族が、適切な医療や支援を受けられるような環境を整備するため、

小児がん医療の中心的役割を担う病院として、厚生労働省が全国で 15 か所指定した病院

のこと。 

○ SMR 

   Standardized mortality ratioの略。標準化死亡比。地域間の死亡状況を簡便に示すた

めの一つの指標であり、市町村間の死亡状況の差を見るのに適するとされる。全国値を 100

として比較する。 

○ 口腔機能管理 

口腔機能（摂食・嚥下機能、味覚・触覚などの感覚機能、唾液分泌機能、発声機能、構

音機能、平衡感覚を保つ、表情をつくる、脳への刺激、ストレスの発散等）を維持・向上・

回復することにより、生活の質の向上、低栄養・脱水の予防、誤嚥・窒息の予防、運動機

能の改善、社会参加の促進、全身的な疾患の予防等が可能になる。具体的には、摂食・嚥

下訓練、口腔機能向上のための機能訓練、口腔ケア、発声・構音訓練等を行うこと。 
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２ 脳卒中対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 生活習慣の改善を通じて脳卒中の予防を進めるとともに、発症早期からの医療機関への受

診につながる普及啓発に取り組みます。 

○ 脳卒中による日常生活動作の低下を防止するとともに療養生活の質の向上を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 脳卒中の予防対策 

○ 岐阜県における平成22年の脳血管疾患（脳

卒中）による死亡数は 2,091人、死亡総数

に占める割合は 10.3％で、死亡原因の第３

位です。（表 2-1-2-1） 

○ 岐阜県の脳血管疾患の年齢調整死亡率は、

平成 17年は男性が 57.8で女性が 37.0、平

成 22年は男性が 43.2、女性が 28.0となっ

ています。全国の数値と比較すると男性は

低く、女性は高い傾向があります。（表

2-1-2-2） 

平成 22 年の脳血管疾患の圏域別年齢調

整死亡率は、圏域による大きな差はありま

せん。（表 2-1-2-3） 

○ 平成 22 年国民健康・栄養調査によると全

国で「医療機関や健診で高血圧といわれた

ことがある者」の割合は男性 37.2％、女性

31.3％であり、平成 12 年に比べて男女と

も上昇しています。（表 2-1-2-4） 

また、高血圧といわれたことがある者の

うち、これまでに治療を受けたことがない

者の割合は 30～49 歳で最も高く、男性

58.6％、女性 44.9％です。（表 2-1-2-5） 

 

 

○ 脳卒中の危険因子として、高血圧、糖尿病、

脂質異常症、喫煙、過度の飲酒などがあり、

脳卒中の予防では、基礎疾患の管理や生活

習慣の改善を推進することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 脳卒中の最大の危険因子は高血圧であり、

正しい知識を普及することにより、早期の

受療行動につなげることや、食生活の改善

や運動の習慣化など保健指導を重点的に

实施することが必要です。 

２ 脳卒中の救護・救急体制 

○ 脳血管疾患により救急搬送された患者数

は人口 100万人当たり岐阜圏域 0.1千人、

西濃圏域 0.3千人、中濃圏域 0.3千人、東

濃圏域 0.3千人、飛騨圏域 0.6千人で、全

国平均0.2千人を上回っている圏域があり

ます。（表 2-1-2-6） 

 

 

○ 脳血管疾患が疑われる場合には、早急に適

切な医療機関に搬送し、専門的な治療を受

けることが必要です。 

３ 脳卒中の医療提供体制 

○ 急性期医療機関は 22病院、回復期は 51病

院あります。そのうち、脳卒中の発症後３

 

○ 急性期、回復期、維持期といった病期に応

じた治療、リハビリテーションを切れ目な
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時間以内に専門的な治療ができる超急性

期の医療機関は 13病院です。（表 2-1-2-7） 

○ 岐阜県における脳梗塞に対する t-PA によ

る脳血栓溶解療法適用患者への同療法实

施件数は 57件です。人口 10万対の实施件

数は全国 3.6に比べ岐阜県 2.7と低くなっ

ています。 

 

○ 在宅等の場に復帰した患者の割合は飛騨

圏域が最も高く 75.6％です。（表 2-1-2-8） 

 

 

○ 岐阜県における地域連携クリティカルパ

スに基づく診療計画作成等の实施件数は

139件です。（表 2-1-2-9） 

 

 

４ 脳卒中の医療費 

○ 岐阜県では国民健康保険の平成 23 年度５

月診療分において脳血管障害にかかる医

療費は全体の 9.0％です。 

く实施できる体制が必要です。 

 

○ 発症後4.5時間以内に治療を实施すること

が必要なため、発症後２時間以内に当該治

療が实施可能な医療機関に搬送する体制

の確立が必要です。 

 

 

○ 退院後も身近な地域においてリハビリテ

ーションや必要な福祉・介護サービスを受

けられるよう関係機関の連携の推進が必

要です。 

○ 切れ目のない適切な医療が受けられるよ

う、地域連携クリティカルパスの普及を促

進し、連携体制の構築を図ることが必要で

す。 

 

【数値目標】 

○ 脳卒中による年齢調整死亡率の低下（人口 10万対） 

男性：43.2（平成 22年） → 39.7（平成 27年） 

女性：28.0（平成 22年） → 26.8（平成 27年） 

○ 特定健康診査受診率（40～74歳）の上昇 

43.0％（平成 22年度） → 62.1％（平成 27年度） 

○ 高血圧の改善（収縮期血圧の平均値の低下） 

男性：136mmHg（平成 23年）→134mmHg（平成 28年） 

女性：130mmHg（平成 23年）→128mmHg（平成 28年） 

○ 脳梗塞に対する t-PAによる脳血栓溶解療法適用患者への同療法实施件数の増加 

57件（平成 22年度） → 75件（平成 27年度） 

 

【今後の施策】 

○ 「ヘルスプランぎふ 21（岐阜県健康増進計画）」に基づき、食生活や運動習慣などの生活習慣

の改善による循環器疾患の予防を推進します。 

○ 医療機関や医療保険者、市町村等の関係機関と連携し、脳卒中の危険因子である高血圧、糖

尿病、脂質異常症などの生活習慣病を予防するため、正しい知識の普及啓発を行います。 

○ 医療機関や医療保険者、市町村等の関係機関と連携し、定期的な健診受診を呼びかけるとと

もに、食生活の改善や運動の習慣化など保健指導を重点的に实施します。 

○ 脳卒中が疑われる症状及び発症初期の症状ならびに早期の医療機関受診の必要性といった早

期の救急要請につながるような普及啓発を实施します。 

○ 県メディカルコントロール協議会が定めた岐阜県救急隊（消防隊）活動プロトコール（活動

基準）に沿って、脳卒中患者に対する適切な観察・判断・処置が实施されるよう、メディカ
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ルコントロール体制の充实強化を図ります。 

○ 急性期、回復期、維持期の各期に応じた医療ならびにリハビリテーション（摂食・嚥下リハ

ビリテーションを含む）が切れ目なく適切に受けられるよう、地域連携クリティカルパスの

普及を促進し、関係機関の連携を図ります。 

 

 

【参考図表】 

表 2-1-2-1 脳血管疾患による死亡者数（岐阜県） 

  平成 20年 平成 21年 平成 22年 

死亡数 2,061 2,051 2,091 

死亡総数 19,478 19,402 20,220 

死亡原因に占める割合 10.6% 10.6% 10.3% 

死亡原因の順位 3位 3位 3位 

資料：人口動態統計 

 

表 2-1-2-2 脳血管疾患の年齢調整死亡率（人口 10万対） 

  平成 17年 平成 22年 

  岐阜県 全国 岐阜県 全国 

男 57.8  61.9  43.2  49.5  

女 37.0  36.1  28.0  26.9  

資料：人口動態統計 

 

表 2-1-2-3 平成 22年脳血管疾患の圏域別年齢調整死亡率（人口 10万対） 

  岐阜圏域 西濃圏域 中濃圏域 東濃圏域 飛騨圏域 

男 44.5  40.1  41.9  42.6  46.6  

女 29.9  31.2  26.1  25.2  22.7  

資料：人口動態統計（平成 22年調査）から算出 

 

表 2-1-2-4 高血圧といわれたことがある者の割合（30歳以上）（全国） 

  平成 12年 平成 22年 

男性（％） 25.0 37.2 

女性（％） 23.4 31.3 

資料：国民健康・栄養調査 
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表 2-1-2-5 高血圧といわれたことがある者における、治療の状況（30歳以上） 

    過去から現在にか

けて継続的に受け

ている 

過去に中断したこ

とがあるが現在は

受けている 

過去に受けたこと

があるが現在は受

けていない 

これまでに治療を

受けたことがない 

男性（％） 

30～49歳 28.0 1.1 12.4 58.6 

50～69歳 68.4 2.9 8.6 20.2 

70歳以上 79.1 4.0 8.9 8.0 

総数 66.2 3.0 9.3 21.5 

女性（％）  

30～49歳 29.2 2.2 23.6 44.9 

50～69歳 71.4 4.1 10.0 14.5 

70歳以上 84.2 3.5 6.6 5.7 

総数 74.4 3.7 9.4 12.5 

資料：国民健康・栄養調査（平成 22年調査） 

 

表 2-1-2-6 脳血管疾患により救急搬送された患者数             単位：千人 

  
岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜県 

（合計） 

全国 

（合計） 

脳血管疾患により救

急搬送された患者数 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.5  23.2  

人口 100万人当たり 0.1  0.3  0.3  0.3  0.6  0.2  0.2  

資料：患者調査（平成 20年調査） 

 

表 2-1-2-7 脳梗塞に対する t-PA療法による脳血栓溶解療法の实施可能な病院数 

  
岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 
岐阜県 

病院数 6  1  2  2  2  13  

資料：診療報酬施設基準 

 

表 2-1-2-8 脳血管疾患で在宅等生活の場に復帰した患者の割合 

    
岐阜 

圏域 

西濃

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 
 岐阜県 全国 

脳血管疾患・退院後家庭

復帰の患者数（千人） 
(a) 0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.6  32.3  

脳血管疾患の患者数 

（千人） 
(b) 0.3  0.1  0.2  0.1  0.1  0.9  56.0  

在宅復帰患者の割合

（％） 
(a/b) 71.1  59.1  68.6  60.0  75.6  67.5  57.7  

資料：患者調査（平成 20年調査） 
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表 2-1-2-9 地域連携クリティカルパスに基づく診療計画等の实施件数 

  岐阜圏域 西濃圏域 中濃圏域 東濃圏域 飛騨圏域 岐阜県 

实施件数 58  22  - 59  - 139  

資料：NDB（National Date Base：レセプト情報・特定健診等情報データベース） 

   （平成 22年 10月から平成 23年３月までの診療分） 

 

 

【医療連携・施策の体系図】 

①－２：早期発見機能
・健診 ・保健指導

関係機関：医療保険者、診療所、病院等

救急要請

救急搬送

②救急医療・急性期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 機能
・診断、専門的な治療（t-PA療法等）
・急性期リハビリテーション
・感染症等の合併症の予防

関係機関：別記

かかりつけ
医療機関

（病院・診療所）

•ハイリスク者の基礎
疾患管理

•再発の予防

•本人・家族への指
導・助言

かかりつけ
歯科医

•口腔機能管理(口
腔ケアを含む)
•摂食・嚥下リハ
ビリテーション
•訪問歯科診療
•訪問歯科衛生指
導

④維持期 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 機能（外来・在宅）
・日常生活維持のリハビリテーション
・再発防止の治療

・生活の場における療養支援
・訪問歯科診療
・訪問歯科衛生指導
関係機関：病院、診療所、歯科診療所、

介護老人保健施設等

居宅介護支援事業所等
・ケアプラン作成等

在宅での療養生活 ＡＤＬ維持、ＱＯＬ向上

急

性

期

予
防
・啓
発

回

復

期

維

持

期

①－１：発症予防・普及啓発
・広報活動等

関係機関：市町村、医療保険者、職域等

県 民

③回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能（入院）
・身体機能回復のリハビリテーション
・摂食・嚥下リハビリテーション
・日常生活復帰のリハビリテーション

関係機関：別記

地域連携
クリティカルパス

かかりつけ
薬局

栄養ケア・
ステーション

連携

連携

 
 

【体系図の説明】 

○ ①－１ 発症予防・普及啓発 

県民に対し、広報活動等により、初期症状出現時の対応について、本人等に教育・啓発を实

施します。 

○ ①－２ 早期発見機能 

健康診断等を通じて、高血圧、脂質異常症、糖尿病等の危険因子を早期に発見し、基礎疾患・

危険因子の管理を行います。 
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○ ② 救急医療・急性期リハビリテーション機能 

救急患者に対し、速やかに必要な検査を实施し、脳卒中の専門的な医療（t-PA 療法等）を迅

速に实施します。また、適切なリスク管理のもと、早期に急性期リハビリテーションを開始

します。 

＜該当施設の基準＞ 

・診療ガイドラインに則した治療を实施 

・CTや MRI等による必要な検査が 24時間实施可能 

・脳卒中に係る専門的治療が 24時間対応可能 

（必要な設備があり、脳卒中学会専門医、神経内科専門医、脳神経外科専門医のいずれか 

 が常勤、かつ、24時間対応可能） 

・脳卒中に係る急性期リハビリテーションを实施 

（脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）または（Ⅱ）を社会保険事務局に届出） 

○ ③ 回復期リハビリテーション機能（入院） 

失語、高次脳機能障害、嚥下障害、歩行障害など身体機能の早期改善のため、集中的にリハ

ビリテーションを实施するとともに、再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理等を实施

します。 

＜該当施設の基準＞ 

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）または（Ⅱ）を社会保険事務局に届出し、かつ、 

入院によるリハビリテーションを实施している医療機関 

○ ④ 維持期リハビリテーション機能（外来・在宅） 

日常生活機能の維持のためのリハビリを实施し、日常生活の継続を支援します。患者が在宅

等の場で療養できるよう、介護・福祉サービス等と連携して医療を实施します。また、再発

予防のための治療や高血圧、糖尿病等の基礎疾患・危険因子の継続的な管理、摂食障害者の

食事支援、かかりつけ歯科医による口腔ケア、口腔機能改善など（訪問歯科診療、訪問歯科

衛生指導を含む）を行います。 
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【医療機関一覧表（脳卒中対策）】 

②救急医療・急性期リハビリテーション機能（入院） 

                            （更新日 平成 24年 12月１日） 

医

療 

圏 

 

医療機関名 

 

 

所 在 地 

 

 

電話番号 

 

岐 

阜 

圏

域 

 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院☆ 

岐阜県総合医療センター☆ 

岐阜市民病院☆ 

河村病院 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 

医療法人社団誠広会岐阜中央病院 

公立学校共済組合東海中央病院☆ 

羽島市民病院☆ 

松波総合病院☆ 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市芥見大般若 1-84 

岐阜市橋本町 3-23 

岐阜市川部 3-25 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-241-3311 

058-253-8001 

058-239-8111 

058-382-3101 

058-393-0111 

058-388-0111 

西

濃

圏

域 

大垣市民病院☆ 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

大垣市南頬町 4-86 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

0584-81-3341 

0585-21-1111 

中

濃

圏

域 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院☆ 

医療法人社団白鳳会鷲見病院 

木沢記念病院☆ 

東可児病院 

関市若草通 5-1 

郡上市白鳥町白鳥 2-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

可児市広見 1520 

0575-22-2211 

0575-82-3151 

0574-25-2181 

0574-63-1200 

東

濃

圏

域 

岐阜県立多治見病院☆ 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 

土岐市立総合病院☆ 

総合病院中津川市民病院☆ 

多治見市前畑町 5-161 

瑞浪市土岐町 76-1 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

中津川市駒場 1522-1 

0572-22-5311 

0572-68-4111 

0572-55-2111 

0573-66-1251 

飛

騨

圏

域 

岐阜県立下呂温泉病院☆ 

高山赤十字病院☆ 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

下呂市幸田 1162 

高山市天満町 3-11 

高山市中切町 1-1 

0576-25-2820 

0577-32-1111 

0577-32-1115 

☆は、超急性期脳卒中加算の届出を行っている病院 
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③回復期リハビリテーション機能（入院） 1／2 

（亜急性期から回復期を含む）                     （更新日 平成 24年 12月１日） 

医

療 

圏 

 

医療機関名 

 

 

所 在 地 

 

 

電話番号 

 

岐

阜

圏

域 

近石病院＊ 

医療法人和光会山田病院＊ 

医療法人社団幸紀会安江病院 

医療法人社団慈朊会澤田病院 

河村病院＊ 

朝日大学歯学部附属村上記念病院＊ 

みどり病院 

医療法人社団志朊会加納渡辺病院 

山内ホスピタル＊ 

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 

医療法人社団誠広会平野総合病院 

岩砂病院・岩砂マタニティ＊ 

医療法人社団誠広会岐阜中央病院＊ 

松岡整形外科・内科リハビリテーション 

鵜沼中央クリニック 

各務原リハビリテーション病院 

羽島市民病院 

愛生病院 

松波総合病院＊ 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 

岐阜市光町 2-46 

岐阜市寺田 7-110 

岐阜市鏡島西 2-4-14 

岐阜市野一色 7-2-5 

岐阜市芥見大般若 1-84 

岐阜市橋本町 3-23 

岐阜市北山 1-14-24 

岐阜市加納城南通 1-23 

岐阜市市橋 3-7-22 

岐阜市長良 1300-7 

岐阜市黒野 176-5 

岐阜市八代 1-7-1 

岐阜市川部 3-25 

岐阜市東金宝町 2-12-6 

各務原市鵜沼羽場町 3-33-1 

各務原市鵜沼山崎町 6-8-2 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町円城寺 971 

羽島郡笠松町田代 185-1 

山県市高富 1187-3 

058-232-2111 

058-254-1411 

058-253-7745 

058-247-3355 

058-241-3311 

058-253-8001 

058-241-0681 

058-272-2129 

058-276-2131 

058-232-7755 

058-239-2325 

058-231-2631 

058-239-8111 

058-266-6888 

058-385-1155 

058-384-8485 

058-393-0111 

058-388-3300 

058-388-0111 

0581-22-1811 

西 

濃

圏

域 

医療法人社団豊正会大垣中央病院 

医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 

海津市医師会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 

博愛会病院＊ 

国民健康保険関ケ原病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

新生病院 

大垣市見取町 4-2 

大垣市林町 6-85-1 

海津市海津町福江 656-16 

養老郡養老町押越 986 

不破郡垂井町 2210-42 

不破郡関ケ原町大字関ケ原 2490-29 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

揖斐郡池田町本郷 1551-1 

0584-73-0377 

0584-77-6110 

0584-53-7111 

0584-32-1161 

0584-23-1251 

0584-43-1122 

0585-21-1111 

0585-45-3161 

＊は、回復期リハビリテーション病棟の届出を行っている病院 
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③回復期リハビリテーション機能（入院） 2／2 

（亜急性期から回復期を含む）                      (更新日 平成 24年 12月１日) 

医

療 

圏 

 

医療機関名 

 

 

所 在 地 

 

 

電話番号 

 

中

濃

圏

域 

医療法人香徳会関中央病院 

美濃市立美濃病院 

郡上市民病院 

医療法人社団白鳳会鷲見病院 

医療法人新生会八幡病院 

木沢記念病院＊ 

太田病院＊ 

岐阜社会保険病院 

医療法人馨仁会藤掛病院 

東可児病院 

関市平成通 2-6-18 

美濃市中央 4-3 

郡上市八幡町島谷 1261 

郡上市白鳥町白鳥 2-1 

郡上市八幡町桜町 278 

美濃加茂市古井町下古井 590 

美濃加茂市太田町 2855-1 

可児市土田 1221-5 

可児市広見 876 

可児市広見 1520 

0575-22-0012 

0575-33-1221 

0575-67-1611 

0575-82-3151 

0575-65-2151 

0574-25-2181 

0574-26-1251 

0574-25-3113 

0574-62-0030 

0574-63-1200 

東

濃

圏

域 

サニーサイドホスピタル＊ 

社会医療法人厚生会多治見市民病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 

高井病院 

城山病院＊ 

国民健康保険坂下病院 

市立恵那病院 

多治見市小名田町西ヶ洞 1-325 

多治見市前畑町 3-43 

瑞浪市土岐町 76-1 

土岐市妻木町 1658 

中津川市苗木那木 3725−2 

中津川市坂下 722-1 

恵那市大井町 2725 

0572-25-8110 

0572-22-5211 

0572-68-4111 

0572-57-6516 

0573-66-1334 

0573-75-3118 

0573-26-2121 

飛

騨

圏

域 

岐阜県立下呂温泉病院＊ 

下呂市立金山病院 

高山赤十字病院＊ 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 高山厚生病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

国民健康保険飛騨市民病院 

下呂市幸田 1162 

下呂市金山町金山 973-6 

高山市天満町 3-11 

高山市山口町 1280 

高山市中切町 1-1 

飛騨市神岡町東町 725 

0576-25-2820 

0576-32-2121 

0577-32-1111 

0577-32-1900 

0577-73-1115 

0578-82-1150 

 ＊は、回復期リハビリテーション病棟の届出を行っている病院 
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【用語の解説】 

 

○ 脳血管疾患（脳卒中） 

脳の血管が詰まったり破れたりすることにより、その先の細胞に血液が届かなくなり、

脳細胞が壊死する疾病の総称。これにより、意識を失ったり、半身麻痺、ろれつが回らな

い等の症状が起きる。 

○ t-PA療法 

脳梗塞に対する血栓溶解療法のこと。発症 4.5 時間以内に組織プラスノゲン活性化因子

（t-PA：tissue-plasminogen activator）を静脈内投与し、血栓（血のかたまり）を溶か

し、脳の血流を回復させ、脳細胞の壊死を防ぐ治療。 

平成 24年８月に、それまで発症後３時間以内とされていた治療可能時間が 4.5時間以内

となった。これを受け、「rt-PA（アルテプラーゼ）静注療法適正治療指針第二版 2012 年

10月」が公表されている。 

適正治療指針では、発症後 4.5 時間以内であっても、治療開始が早いほど良好な転帰が

期待できるため、患者が来院した後、尐しでも早く（遅くとも１時間以内に）t-PA療法を

始めることが望ましいとされている。 

○ メディカルコントロール 

救急現場から医療機関に搬送されるまでの間において、救急救命士等が行う救急救命処

置を医師が指示、指導・助言及び検証して、それらの救急活動の質を保障することをいう。 

 消防機関と医療機関の連携強化を推進し、メディカルコントロール体制の充实強化を目

的として、各都道府県においてメディカルコントロール協議会を設置しており、岐阜県で

は「岐阜県メディカルコントロール協議会」及び５圏域に各地域メディカルコントロール

協議会がある。 

○ 栄養ケア・ステーション 

食事療法の専門的な知識・技術を有する専門相談員（管理栄養士）を登録し、医療施設

等からの依頼に応じて紹介するシステム。県栄養士会が開設。 

○ ADL 

Activities of daily livingの略。日常生活動作。日常生活をするうえで必要な基本動

作（食事、更衣、移動、排泄、入浴など）を指す。 

○ QOL 

Quality of lifeの略。生活の質。 
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３ 急性心筋梗塞対策 

 

【基本的な計画事項】  

○ ハイリスク者の早期発見と基礎疾患の適切な管理により急性心筋梗塞の予防を進めます。 

○ 急性期、回復期、再発予防の各期に応じた医療が切れ目なく適切に受けられるよう関係機

関の連携を促進します。          

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 急性心筋梗塞の現状 

○ 岐阜県における平成 22年の急性心筋梗塞

による死亡者は 740人で、全死因の４％、

心疾患による死亡の 22％を占めます。  

（表 2-1-3-1） 

○ 心疾患は、岐阜県における死因の第２位

であり、その中でも急性心筋梗塞の占め

る割合が依然として大きいのが現状で

す。 

○ 岐阜県の急性心筋梗塞の年齢調整死亡率

は、平成 22年は男性が 21.9で女性が 8.3、

全国の数値と比較すると男性が上回って

います。（表 2-1-3-2） 

○ 医療保険者が实施する特定健診・特定保

健指導において、40～74 歳の加入者を対

象に、メタボリックシンドローム（内臓

脂肪症候群）の概念を導入した生活習慣

病予防のための健診を实施し、心疾患ハ

イリスク者の早期発見に努めています。 

 

２ 急性心筋梗塞の救護・救急体制 

○ 平成 22年の救急要請（覚知）から医療機

関への収容までに要した平均時間は、全

国平均の 37.4 分に対し、岐阜県は 30.8

分です。（表 2-1-3-4） 

○ 平成 22年の心肺機能停止傷病者全搬送人

員のうち、一般市民により除細動が实施

された件数は、岐阜県全体で 17件であり、

人口 10 万人当たりの件数は、全国の 1.0

件に対し岐阜県は 0.8 件です。（表

2-1-3-5） 

 

３ 急性心筋梗塞の医療提供体制 

○ 急性心筋梗塞の疑いのある患者の心臓 CT

検査や心臓カテーテル検査など必要な検

 

○ 急性心筋梗塞の発症を予防するために

は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの

基礎疾患を管理していくことが必要で

す。 

○ 心疾患を発症しないためには、基礎疾患

や肥満を予防することが重要であり、そ

のためには代謝を促進し、内臓脂肪を減

らすことが求められるため、適切な食生

活と運動習慣、禁煙、歯・口腔の健康づ

くりなど生活習慣の改善を行うことが必

要です。 

 

○ 健診結果に応じて医療機関への受診を勧

奨したり、一人ひとりの生活習慣の改善

に为眼を置いた保健指導が必要です。 

 

 

 

 

 

○ 急性心筋梗塞が疑われる場合は、早急に

医療機関へ搬送し、適切な医療機関で治

療を受けることが必要です。 

 

○ 病院外で心肺停止状態となった場合、周

囲にいる人や救急救命士等による AED の

活用や心肺蘇生の实施等が、救命率を高

めることにつながることから、心肺蘇生

の方法（AEDの使用を含む）について普及

が必要です。 

 

 

○ 急性心筋梗塞発症後は、早期に急性期の

専門的な治療を受けることができる体制
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査及び専門的治療が 24時間対応可能な医

療機関は、４医療圏に 16 施設あります。

（医療機関一覧表 ②-1救急医療機能（心

臓カテーテル治療施設）） 

○ 冠動脈バイパス手術など外科的な治療が

可能な医療機関は３医療圏に７病院あり

ます。（医療機関一覧表 ②-2 救急医療機

能（心臓外科治療施設）） 

○ 急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成

手術件数は、人口 10万人あたりの件数が

全国 28.5件に対し岐阜県は 40.7件です。

（表 2-1-3-6） 

○ 心大血管リハビリテーション料(Ⅰ)また

は(Ⅱ)の届出を行っている医療機関は 16

施設あり、人口 100 万人あたりの施設数

は 7.7で、全国の 5.3を上回っています。

（表 2-1-3-7 医療機関一覧表 心大血管

リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)届出施

設） 

○ 虚血性心疾患により入院した患者のうち

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

は、すべての医療圏において 90％以上で

す。（表 2-1-3-8） 

○ 心筋梗塞の地域連携クリティカルパス

（患者一人ひとりの治療開始から終了ま

での全体的な治療計画）は４つの医療圏

で導入されています。 

○ 岐阜県の虚血性心疾患の診療報酬点数

は、全疾患における合計点数の約 15.3％

にあたります。 

を確保するこたが必要です。 

 

 

 

○ 医療機能が不足する医療圏にあっては他

の医療圏との機能連携が必要です。 

 

 

○ 急性期、回復期、再発予防の各期に応じ

た医療が切れ目なく提供できる体制づく

りが必要です。 

 

○ 急性期及び回復期の医療機関と地域の医

療機関等との連携のもとで、再発予防の

ための治療や投薬、生活指導等が継続し

て行われる体制が必要です。 

 

 

 

 

 

 

○ 心筋梗塞の患者が切れ目なく医療を受け

られるようにするため、地域連携クリテ

ィカルパスの運用を促進し、地域の医療

機関等が相互に連携できる体制を整備す

ることが必要です。 

 

 

【数値目標】 

○急性心筋梗塞による年齢調整死亡率の低下（人口 10万対） 

   男性：21.9（平成 22年） → 20.4（平成 27年） 

    女性： 8.3（平成 22年） →  7.9（平成 27年） 

○喫煙率の低下 

男性： 21.0％（平成 23年度） → 16.0％（平成 28年度） 

    女性： 7.8％（平成 23年度） →  6.0％（平成 28年度） 

○特定健康診査受診率（40～74歳）の上昇【再掲】 

43.0％（平成 22年度） → 62.1％（平成 27年度） 
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【今後の施策】 

○ 医療機関や医療保険者等と連携し、ハイリスク者の早期発見と脂質異常症や高血圧症、糖尿

病等の基礎疾患を有する者に対する保健指導を徹底します。 

○ 「ヘルスプランぎふ 21（岐阜県健康増進計画）」に基づき、医療、保健、職域、教育等の関

係機関と協働して、食生活、運動、たばこ、歯・口腔の健康づくり等の各分野で、県民が健

康づくりを为体的に取り組むことができる環境づくりを推進します。 

○ 急性心筋梗塞の発症が疑われる症状や、再発予防のための必要な事項等について、医療機関

や医療保険者等と連携し、普及啓発します。 

○ 周囲の人が、心肺蘇生（AED 使用を含む）を迅速に实施できるよう、関係機関とともに適切

な救命処置を普及啓発します。 

○ 発症者が直ちに適切な医療機関で治療が受けられるよう、消防機関（救急隊）、急性心筋梗

塞診療機関、かかりつけ医療機関等の連携を強化します。 

○ 地域において、急性期治療・リハビリテーションを終えた患者が、在宅で再発予防の治療や

基礎疾患・危険因子の管理を行えるよう、関係機関の連携を強化します。 

○ 地域における研修会の開催等、地域連携クリティカルパスの普及を通じ、関係機関の連携を

促進します。 

 

 

【参考図表】 

表 2-1-3-1 心疾患死亡者数（岐阜県）                （単位：人） 

 平成 19年 平成 22年 

総死亡者数 心疾患 心筋梗塞 総死亡者数 心疾患 心筋梗塞 

男性 10,045 1,484 367 10,603 1,592 436 

女性 8,865 1,714 315 9,617 1,735 304 

総数 18,910 3,198 682 20,220 3,327 740 

資料：人口動態統計(平成 19年調査、平成 22年調査) 

 

表 2-1-3-2 心疾患年齢調整死亡率（人口 10万対）                

 平成 19年 平成 22年 

心疾患 心筋梗塞 心疾患 心筋梗塞 

岐阜県 全国 岐阜県 全国 岐阜県 全国 岐阜県 全国 

男性 77.6 77.0 20.1 22.5 76.1 74.2 21.9 20.4 

女性 47.3 42.3 9.2 9.9 41.9 39.7 8.3 8.4 

資料：人口動態統計(平成 19年調査、平成 22年調査) 

 

表 2-1-3-3 急性心筋梗塞圏域別年齢調整死亡率（人口 10万対） 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜県 全国 

男性 20.0 16.3 26.7 28.9 16.8 21.9 20.4 

女性 7.3 7.0 11.1 9.1 7.5 8.3 8.4 

資料：人口動態統計(平成 22年調査) から算出 
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表 2-1-3-4 救急要請（覚知）から医 

療機関への収容までに要 

した平均時間（単位：分） 

 平成 22年 

全国 37.4 

岐阜県 30.8 

資料：救急・救助の現況 

 

 

表 2-1-3-6 急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成手術件数 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜 

県計 
全国 

手術件数 466 132 80 131 38 847 36,206 

人口 10万人あたり 58.0 34.3 21.0 37.0 23.8 40.7 28.5 

資料：NDB(National Data Base：レセプト情報・特定健診等情報データベース) 

（平成 22年 10月から平成 23年３月までの診療分） 

 

表 2-1-3-7 心臓リハビリテーションが实施可能な医療機関数 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 

岐阜 

県計 
全国 

心大血管リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）届出施設数 
6 2 2 3 0 13 581 

心大血管リハビリテーショ

ン料（Ⅱ）届出施設数 
2 0 0 0 1 ３ 98 

心大血管リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）（Ⅱ）届出施設数 
8 2 2 3 1 16 679 

人口 100万人あたり 10.0 5.2 5.3 8.5 6.3 7.7 5.3 

資料：診療報酬施設基準（平成 24年８月届出機関数） 

 

表 2-1-3-8 在宅等生活の場に復帰した患者の割合 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 
全国 

虚血性心疾患・退院後家庭復帰

の患者数(千人)(a) 
0.4 0.1 0.1 0.1 0 38.3 

虚血性心疾患の患者数(千人) (b) 0.4 0.1 0.1 0.1 0 41.3 

在宅復帰患者の割合(％)(a/b) 96.3 96.4 96.9 90.0 93.4 92.8 

資料：患者調査（平成 20年調査） 

表 2-1-3-5 心肺機能停止傷病者全搬送人員 

       のうち一般市民により除細動が 

实施された件数（平成 22年） 

 件数 人口 10万対 

全国 1,298 1.0 

岐阜県 17 0.8 

 資料：救急・救助の現況 
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【医療連携・施策の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体系図の説明】 

○ かかりつけ医は、動悸や胸の痛み等の自覚症状のある患者について、専門的な医療機関で治

療を受ける必要がある場合は、患者の状況に応じて、①の救急医療機能をもつ医療機関へ紹

介するとともに、退院後は、心臓リハビリテーション機能をもつ医療機関、薬局、歯科診療

所とも連携し、再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を施し、在宅療養を支援します。   

○ ①-1急性心筋梗塞診療医療機関（心臓カテーテル治療対応施設）は、かかりつけ医の紹介や

急性心筋梗塞の疑いのある患者の救急搬送を受け入れ、心臓カテーテルを用いた急性心筋梗

塞に係る標準的な検査及び治療を 24時間行うとともに、合併症を防ぎつつ、心機能回復リハ

ビリテーションを行います。 

○ ①-2急性心筋梗塞診療医療機関（心臓外科治療対応施設）は、①-1の医療機関のうち、特に

患者の病態が重篤な場合に、心臓血管外科医等の協力により心臓バイパス手術等の外科的な

治療を行います。 

早期発見機能 

・健診 ・保健指導 

関係機関：医療保険者、健診機関等 

紹介 

受診 

通院、在宅療養支援 

予

防

・

啓

発 

急    

性 

期 

回

復

期 

再

発

予

防 

県   民 

病院・診療所・歯科診療所・行政・医療保険者 

特定保健指導 生活習慣改善普及啓発 初期症状教育 救命処置啓発 

救急搬送 

発症：自覚症状「胸痛」 

呼吸困難、意識消失、嘔吐、冷や汗等 

①救急医療機能 

-1心臓カテーテル治療（24時間） 

対応施設 

-2心臓外科治療対応施設 

初期病態評価、専門治療、心臓リハビリ

テーション 

心臓リハビリテーション機能 

在宅復帰のための運動療法、食事療法等の心

臓リハビリテーション 

基礎疾患の治療、管理  

心肺蘇生 AED 

かかりつけ医 

（病院・診療所） 

・高血圧症、脂質異常症、 

糖尿病等基礎疾患管理 

・禁煙、肥満予防の指導、

管理 

・再発予防のための食事や

運動に関する指導 

・本人・家族への指導・助

言 

・薬物療法 

 

在宅での療養生活 ＡＤＬ維持、ＱＯＬ向上 

医療保険者、市町村、保健所 

救急要請 

地域連携 

クリティカルパス 

連 携 

連 携 

かかりつけ歯科医 

（歯科診療所） 

・歯周病治療 

・口腔機能管理（口腔ケア 

を含む） 

・本人・家族への指導・助言 

 

かかりつけ薬局 

・朋薬指導 

・薬歴管理 
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【医療機関一覧表（急性心筋梗塞対策）】 

①-1 救急医療機能（心臓カテーテル治療施設）    （更新日 平成 24年 12月１日） 

 

①-2 救急医療機能（心臓外科治療施設）          （更新日 平成 24年 12月１日） 

 

 

 

医

療 

圏 

  

医療機関名 

 

 

所 在 地 

 

 

電話番号 

 

 

 

岐 

 

 

 

阜 

 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 

岐阜ハートセンター 

羽島市民病院 

公立学校共済組合東海中央病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 

松波総合病院 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市長良 1300-7 

岐阜市薮田南 4-14-4 

羽島市新生町 3-246 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

山県市高富 1187-3 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-232-7755 

058-277-2277 

058-393-0111 

058-382-3101 

0581-22-1811 

058-388-0111 

西

濃 

大垣市民病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

大垣市南頬町 4-86 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

0584-81-3341 

0585-21-1111 

中

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

木沢記念病院 

関市若草通 5-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

0575-22-2211 

0574-25-2181 

東

濃
 

岐阜県立多治見病院 

土岐市立総合病院 

総合病院中津川市民病院 

多治見市前畑町 5-161 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

中津川市駒場 1522-1 

0572-22-5311 

0572-55-2111 

0573-66-1251 

医

療 

圏 

 

医療機関名 

 

 

所 在 地 

 

 

電話番号 

 

 

岐 

 

阜 

 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

岐阜ハートセンター 

松波総合病院 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市薮田南 4-14-4 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-277-2277 

058-388-0111 

西

濃 
大垣市民病院

 
大垣市南頬町 4-86

 
0584-81-3341

 

東

濃 
岐阜県立多治見病院

 
多治見市前畑町 5-161

 
0572-22-5311
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② 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)届出施設  （更新日 平成 24年 12月１日） 

 

③ 心大血管リハビリテーション料(Ⅱ)届出施設      （更新日 平成 24年 12月１日） 

 

医

療 

圏 

 

医療機関名 

 

 

所 在 地 

 

 

電話番号 

 

 

 

岐 

 

阜 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

羽島市民病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 

松波総合病院 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

羽島市新生町 3-246 

山県市高富 1187-3 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-393-0111 

0581-22-1811 

058-388-0111 

西

濃 

大垣市民病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

大垣市南頬町 4-86 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

0584-81-3341 

0585-21-1111 

中

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

木沢記念病院 

東可児病院 

関市若草通 5-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

可児市広見 1520 

0575-22-2211 

0574-25-2181 

0574-63-1200 

東

濃
 

岐阜県立多治見病院 

土岐市立総合病院 

総合病院中津川市民病院 

多治見市前畑町 5-161 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

中津川市駒場 1522-1 

0572-22-5311 

0572-55-2111 

0573-66-1251 

医

療 

圏 

 

医療機関名 

 

 

所 在 地 

 

 

電話番号 

 

岐 

阜 

岐阜ハートセンター 

各務原リハビリテーション病院 

岐阜市薮田南 4-14-4 

各務原市鵜沼山崎町 6-8-2 

058-277-2277 

058-384-8485 

飛

騨 
岐阜県立下呂温泉病院 下呂市幸田 1162 0576-25-2820 
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【用語の解説】 

○ 心臓カテーテル検査 

心臓に特殊な細いプラスチックの管（カテーテル）を挿入し、心臓内の圧や血液の酸素

濃度を測定･分析したり、造影剤を注入してＸ線撮影し、心臓の血管の状態や形、心室・

心房と弁の動きを調べたり、さらには心臓の筋肉（心筋）を採取して病理学的に検査する

心筋生検などを行なう検査。 

○ 冠動脈バイパス手術 

心臓の筋肉に血液を送っている冠動脈が狭くなったり詰まったりしたとき、その場所を

またぐ新しい通路（バイパス）を作って心筋への十分な血流を回復させる手術のこと。バ

イパスとなる血管には、患者の別の部位の血管（胸の内側の動脈など）が使用される。 

○ 心臓リハビリテーション 

心疾患に基づく身体的精神的影響の軽減や合併症及び再発予防を目的とした、運動処

方、危険因子の管理、教育やカウンセリングなどの包括的なプログラム。 

○ 心肺蘇生 

病気やけがなどで突然、呼吸停止、心肺停止の状態に陥ったとき救命するため行われる

応急手当。 

○ AED 

Automated external defibrillator の略。自動体外式除細動器。心臓が小刻みに震え

て血液を送り出すことができなくなる心室細動と呼ばれる症状による心停止者に対し、電

気ショックを与えて心臓の動きを正常に戻すための装置。救命のためであれば一般市民も

使用することができる。 
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４ 糖尿病対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 予防から治療までの一貫した糖尿病対策を推進し、県民の誰もが身近な地域で症状に応じ

た適切な治療を受けられる医療連携体制を強化します。 

○ 糖尿病患者の重症化及び合併症発症の予防や療養生活の質の向上を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 糖尿病の現状 

○ 糖尿病は、１型糖尿病と２型糖尿病に分け

られます。このうち、わが国の糖尿病の大

部分を占める２型糖尿病の発症には食生

活、運動、ストレス等の生活習慣が密接に

関連しています。 

 

○ 平成 22年度の特定健康診査の結果による

と、岐阜県では、「糖尿病予備群の人（40

～74歳）」は約 41万人、「糖尿病が疑われ

る人（40～74歳）」は約 6万人と推定され

ます。平成 20年度より、糖尿病予備群の

人は約 3％増加、糖尿病が疑われる人は、

約 3％減尐しています。 

（表 2-1-4-1） 

○ 平成 22年に行われた国民健康・栄養調査

結果によると、全国では、医療機関や健診

で糖尿病と言われたことがある者のうち、

｢糖尿病の継続した治療は受けていない｣

という人の割合は、男性 40.6％、女性

37.4％で、「約４割の人が継続した治療を

受けていない」と報告されています。特に、

30～40 歳代では「これまでに治療を受け

たことがない」という人の割合が、男性

42.0％、女性 54.2％と、約半数の人が適

正な治療を受けていない状況にあります。

（表 2-1-4-2） 

○ 岐阜県では、平成 22年度の特定健康診査

の結果によると、「糖尿病の疑いを指摘さ

れた人(40～74 歳)」は、男性は受診者の

9.6％、女性は受診者の 5.6％となってい

ます。そのうちすでに医療機関に受診し

ている人は、男性 52.3％、女性 51.2％で、

「約半数の人が医療機関に受診していな

い状況」にあります。 

 

○ 糖尿病の発症を予防するためには代謝を

促進し、内臓脂肪を減らすことが求めら

れることから、食生活の改善、運動の習

慣化、適正体重の維持が大切で、若年層

からの生活習慣病の予防に向けた普及啓

発が必要です。 

○ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）は、糖尿病の基礎病態であること

が多いため、特定健康診査・特定保健指

導の普及啓発に更に努め、受診率をより

高めることで早期にリスクを発見し、一

次予防を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 健診で明らかになった糖尿病ハイリスク

者に適切な生活習慣病改善指導、及び受

診勧奨から受診につなげる連携の強化が

必要です。 
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（表 2-1-4-3） 

○ また同じく、平成22年度の特定健康診査

の結果によると、糖尿病の治療中者でヘ

モグロビンA1c(JDS)8.0％（同

(NGSP)8.4％）以上の「血糖コントロール

不良者」の割合は男性8.2％、女性7.1％

となっています。（表2-1-4-3） 

○ 糖尿病は新規透析患者の原因の第１位

で、糖尿病腎症による新規透析導入率（人

口 10 万対）は上昇傾向にあり、平成 22

年は全国 12.9、岐阜県 13.5と全国より高

い傾向にあります。（表 2-1-4-4） 

年齢別状況は、岐阜県では 15～64歳の

透析導入が約４割、また、糖尿病性網膜

症に対する年齢別手術件数は、15～64 歳

が約５割の状況にあります。  

○ 糖尿病患者は、免疫力が低下しているた

め、気づかないうちに歯周病が進行し重

症化しやすくなっています。また、歯周

病の発生予防、歯周病の治療が血糖コン

トロールに好影響を与えることは十分に

知られていません。 

 

○ 糖尿病予備群、コントロール不良者等を

把握し、医療機関受診や適切な保健指導

につなげるなど、重症化予防を行うこと

が必要です。 

 

 

○  糖尿病の重症化を予防し、人工透析の開

始時期を遅らせることや、生活習慣病が

発症する 40歳・50歳代以前の若年層の生

活習慣病の予防が必要です。 

 

 

 

 

 

○ 歯周病の発生予防や、糖尿病患者の歯周

病治療の必要性を普及啓発する必要があ

ります。 

 

２ 糖尿病の医療連携提供体制 

○ 岐阜県医師会では、岐阜県糖尿病対策推

進協議会を設置し、関係機関の連携のも

と、岐阜県糖尿病対策を推進し、特に発

症予防と治療の質の向上に努めていま

す。 

 

○ 岐阜県では、日常の診療を担うかかりつ

け医と合併症の治療などに対する専門医

療機関相互の連携により、糖尿病の改

善・悪化防止を進めるため、各圏域に医

療コーディネーターを配置し、地域連携

クリティカルパス（糖尿病連携手帳等）

による医療連携体制の構築に取り組んで

います。 

○ 岐阜県糖尿病対策推進協議会と、岐阜県

慢性腎臓病(CKD）医療連携会議が連携を

図り、糖尿病の重症化を防止し、新規透

析導入患者の減尐に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

○ 糖尿病を原因とした人工透析、腎障害、

失明、心疾患、脳卒中などは、生活上の

制限を大きく受け、QOLの低下を招く恐れ

があります。重症化を阻止するために適

切な糖尿病管理・治療が継続して行われ

ることが必要です。 

○ 糖尿病患者が、質の高い医療をできるだ

け便利に受けられるよう、地域連携クリ

ティカルパス（糖尿病連携手帳等）の普

及を図る必要があります。 

 

 

 

 

○ 慢性腎臓病(CKD)は糖尿病や高血圧など

の生活習慣病が発症に大きく関係してい

ます。慢性腎臓病(CKD)の中で特に増加し

ているのが、糖尿病が引き金になる糖尿

病性腎症です。糖尿病による腎機能異常

の重症化を防止し、慢性腎不全による透

析導入への進行を阻止し、新規透析導入
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３ 糖尿病の医療費 

○ 岐阜県の糖尿病の診療報酬点数は、全疾

患における合計点数の約 8.8％にあたり

ます。 

患者の減尐に取り組むことが必要です。 

 

 

【数値目標】 

○ 糖尿病が疑われる人の減尐（40～74歳） 

→ 平成 20年度から 10％以上低下させる 

62,798人（平成 20年度） → 56,518人（平成 27年度）  

※ヘモグロビン A1c（JDS)6.1％以上 又は、(NGSP)6.5％以上 

※岐阜県の特定健康診査結果から、平成 20年人口(40～74歳)での年齢調整を行い推計し    

 た人数 

○ 特定保健指導終了率の上昇（40～74歳） 

→ 19.0％（平成 22年度） → 37.6％（平成 27年度） 

○ 血糖コントロール不良者の減尐（40～74歳） 

→ 平成 20年度から 20％以上低下させる 

    9,836人（平成 20年度） → 7,869人（平成 27年度） 

※ヘモグロビン A1c（JDS)8.0％以上 又は、(NGSP)8.4％以上 

※岐阜県の特定健康診査結果から、平成 20 年人口(40～74 歳)での年齢調整を行い推計し

た人数 

 

【今後の施策】 

糖尿病発症予防対策の推進 

○ 世界糖尿病デーに合わせた県民向けセミナーの開催など、第２次ヘルスプランぎふ 21推進団

体等と協働して、県民の食生活や運動などの生活習慣を促すなど糖尿病予防の必要性や、健

診等による早期発見の重要性について県民に広く啓発し、予防と早期発見を推進します。 

○ 保険者協議会、市町村等の関係機関に働きかけ、特定健康診査を受診しやすく、特定保健指 

導を受けやすい体制づくりの推進、また、糖尿病境界域にある者への特定保健指導の徹底と、 

指導内容の向上に努め、生活習慣の改善を推進します。 

○ 若年世代からの教育は、正しい生活習慣のあり方を習得することによる予防効果が大きいこ

とから、学校保健や産業保健と連携して予防対策を推進します。 

○ 糖尿病患者の歯周病の発生予防や治療の必要性を、医療・関係機関と連携して促進します。 

○ 糖尿病患者のプライマリ・ケアの窓口として保険薬局の必要性や薬剤師に対する研修を、医

療・関係機関と連携して促進します。 

○ 県民自ら栄養面からの適切な健康管理が行える環境づくりを推進するため、関係機関と連携 

して飲食物への栄養成分表示を推進することなどに努めていきます。 

 

 

重症化予防対策の強化 

○ 医療機関における標準的糖尿病治療の普及を図るため、岐阜県糖尿病対策推進協議会を中心 

に医療・行政・その他関係機関等との連携による糖尿病治療ガイドラインに則した治療の普

及を促進します。 
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○ かかりつけ医・かかりつけ歯科医・健診機関等による予防・早期発見の強化と、各圏域にお

ける専門病院を中心とした地域連携クリティカルパス（糖尿病連携手帳等）活用の増加を図

るため、地域連携会議で課題を整理し、地域連携クリティカルパス（糖尿病連携手帳等）の

活用による円滑な医療連携体制を推進します。 

○ 糖尿病の重症化を防止し、新規透析導入患者の減尐を目指して、岐阜県糖尿病対策推進協議

会と、岐阜県慢性腎臓病(CKD）医療連携会議の連携体制を強化します。 

○ 重症化予防のための食事指導拠点(栄養ケアステーション)の活用を促進します。 

 

【参考図表】 

表 2-1-4-1 岐阜県の糖尿病予備群推定数(40～74歳)・糖尿病が疑われる人の推定数(40～74歳) 

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

糖尿病予備群推定数（人） 404,197 384,967 414,833 

糖尿病が疑われる人の   

推定数（人） 

62,798        58,022        60,844 

資料：厚生労働省 医療費適正化計画の策定にかかる参考データ 

※糖尿病予備群：ヘモグロビン A1c（JDS)5.2％以上 6.1％未満 又は、(NGSP)5.6％以上 6.5％ 

未満 

※糖尿病が疑われる人：ヘモグロビン A1c（JDS)6.1％以上 又は、(NGSP)6.5％以上 

※推定数：岐阜県の特定健康診査結果から、平成 20 年人口(40～74 歳)での年齢調整を行い推計

した人数 

 

 

表 2-1-4-2 糖尿病といわれたことがある者における治療の状況（30歳以上） 

 過去から現在にかけて継

続的に受けている 

過去に中断したことがあ

るが現在は受けている 

過去に受けたことがある

が現在は受けていない 

これまでに治療を受けた

ことがない 

男性（％） 59.4 3.2 11.1 26.3 

女性（％）  62.7 3.9 9.6 23.9 

資料：国民・健康栄養調査（平成 22年調査） 

 

 

表 2-1-4-3 ヘモグロビン A1c(JDS)検査結果(40～74歳) 

 ～5.1％ 5.2～

5.4％ 

5.5～

6.0％ 

6.1％～ 

（糖尿病疑い） 

 

糖尿病治療中  糖尿病未治療 

HbA1c8.0～ 

男性（％） 45.0 26.9 18.5 9.6 52.3 8.2    47.7 

女性（％）  42.8 32.2 19.3 5.6 51.2 7.1     48.8 

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会提供資料（平成 22年度） 

 

 

表 2-1-4-4 糖尿病腎症による新規透析導入率（人口 10万対） 

  平成 18年 平成 22年 

岐阜県  9.0 13.5 

全 国 10.0 12.9 

資料：社団法人日本透析医学会 透析調査委員会「わが国の慢性透析療法の現況」 
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【医療連携・施策の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体系図の説明】 

○ 特定健康診査、特定保健指導や労働安全衛生法に基づく健診等により、糖尿病の早期発見や

糖尿病予備群のリスクを発見し、受診や生活習慣の改善を促します。 

○ 地域の診療所や病院のかかりつけ医による定期的な診療において、日常の血糖管理の状態を

把握し、重症化や合併症の予防を促します。 

○ 糖尿病が歯周病を悪化させ、また、歯周病も糖尿病を悪化させるという相互の関係が指摘さ

れていることから、かかりつけ歯科医への定期的な受療により、口腔ケア、歯周病の発症予

防・治療を行います。 

○ 糖尿病専門医療機関等（準基幹的医療機能・基幹的医療機能・糖尿病合併症に対する専門治

療機能）は、血糖コントロールに関する教育入院や合併症治療を行うなど重症化予防に向け

た日常生活の徹底を図る指導や、糖尿病の合併症に対する専門的な治療を行います。 

 

 

 

 

 

栄養ケアステーション  

第２次ヘルスプラン 

ぎふ２１推進団体 

県保健所・市町村 
（普及啓発・相談窓口） 

未受診者へ呼びかけ 医療保険者（健診・保健指導） 

① かかりつけ医機能 
・継続的な療養指導 

   ・生活習慣病の指導 
     ・糖尿病治療の総合管理 

③ 準基幹的医療機能 
  ・教育入院による治療 
   ・栄養指導など 

④ 基幹的医療機能 
・教育入院による治療、専門外来 
・ 栄養指導、糖尿病教室 
・ 合併症治療  

⑤ 慢性合併症治療を行う専門治療機能 
・ 網膜症       ・ 慢性腎丌全 
・ 心血管障害  ・ 末梢血管障害 
・  脳血管障害    ・ 歯周病 

紹介・精密検査受診 

紹介・転院時連携 

紹介・転院時連携 

紹介・転院時連携 

指導・管理 
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【医療機関一覧表（糖尿病対策）】 

③ 準基幹的医療機能（教育入院・栄養指導）     （更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

 

 

 

岐 

 

 

阜 

 

医療法人社団誠広会平野総合病院 

みどり病院 

山内ホスピタル 

笠松病院 

医療法人社団誠広会岐阜中央病院 

岩砂病院・岩佐マタニティ 

医療法人社団幸紀会安江病院 

公立学校共済組合東海中央病院 

各務原リハビリテーション病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 

岐阜市黒野 176-5 

岐阜市北山 1-14-24 

岐阜市市橋 3-7-22 

岐阜市中鶉 3-11 

岐阜市川部 3-25 

岐阜市八代 1-7-1 

岐阜市鏡島西 2-4-14 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

各務原市鵜沼山崎町 6-8-2 

山県市高富 1187-3 

058-239-2325 

058-241-0681 

058-276-2131 

058-276-2881 

058-239-8111 

058-231-2631 

058-253-7745 

058-382-3101 

058-384-8485 

0581-22-1811 

 

 

西 

 

濃 

医療法人社団豊正会大垣中央病院 

海津市医師会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 

博愛会病院 

国民健康保険関ケ原病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

新生病院 

大垣市見取町 4-2 

海津市海津町福江 656-16 

養老郡養老町押越 986 

不破郡垂井町 2210-42 

不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

揖斐郡池田町本郷 1551-1 

0584-73-0377 

0584-53-7111 

0584-32-1161 

0584-23-1251 

0584-43-1122 

0585-21-1111 

0585-45-3161 

 

 

 

中 

 

 

濃 

 

医療法人香徳会関中央病院 

美濃市立美濃病院 

郡上市民病院 

医療法人新生会八幡病院 

医療法人社団白鳳会鷲見病院 

郡上市国保白鳥病院 

太田病院 

医療法人馨仁会藤掛病院 

医療法人白水会白川病院 

桃井病院 

関市平成通 2-6-18 

美濃市中央 4-3 

郡上市八幡町島谷 1261 

郡上市八幡町桜町 278 

郡上市白鳥町白鳥 2-1 

郡上市白鳥町為真 1205-1 

美濃加茂市太田町 2855-1 

可児市広見 876 

加茂郡白川町坂ノ東 5770 

可児郡御嵩町中 2163 

0575-22-0012 

0575-33-1221 

0575-67-1611 

0575-65-2151 

0575-82-3151 

0575-82-3131 

0574-26-1251 

0574-62-0030 

0574-72-2222 

0574-67-2108 

 

 

東 

 

濃 

 

タジミ第一病院 

社会医療法人厚生会多治見市民病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 

国保国民健康保険坂下病院 

市立恵那病院 

国保国民健康保険上矢作病院 

多治見市小名田町西ヶ洞 1-648 

多治見市前畑町 3-43 

瑞浪市土岐町 76-1 

中津川市坂下 722-1 

恵那市大井町 2725 

恵那市上矢作町 3111-2 

0572-22-5131 

0572-22-5211 

0572-68-4111 

0573-75-3118 

0573-26-2121 

0573-47-2211 

飛

騨 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

国保国民健康保険飛騨市民病院 

高山市中切町 1-1 

飛騨市神岡町東町 725 

0577-32-1115 

0578-82-1150 

※  糖尿病療養を担当する医師がおり、糖尿病教育、血糖コントロール、合併症精査などを行う。 
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④ 基幹的医療機能                 （更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

全 国立大学法人岐阜大学医学部付属病院 岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000 

 

岐 

 

阜 

 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

岐阜赤十字病院 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 

羽島市民病院 

松波総合病院 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市岩倉町 3-36 

岐阜市橋本町 3-23 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-231-2266 

058-253-8001 

058-393-0111 

058-388-0111 

西

濃 

大垣市民病院 

海津市医師会病院 

大垣市南頬町 4-86 

海津市海津町福江 656-16 

0584-81-3341 

0584-53-7111 

中 

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

木沢記念病院 

岐阜社会保険病院 

関市若草通 5-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

可児市土田 1221-5 

0575-22-2211 

0574-25-2181 

0574-25-3113 

東 

濃 

岐阜県立多治見病院 

土岐市立総合病院 

総合病院中津川市民病院 

多治見市前畑町 5-161 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

中津川市駒場 1522-1 

0572-22-5311 

0572-55-2111 

0573-66-1251 

飛

騨 

岐阜県立下呂温泉病院 

高山赤十字病院 

下呂市幸田 1162 

高山市天満町 3-11 

0576-25-2820 

0577-32-1111 

※  常勤の糖尿病専門医がおり、糖尿病教室、教育入院、栄養指導を行うとともに、各診療科との院

内連携がとれ、合併症の専門治療も含めた総合的対応ができる。24時間対応可。 
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⑤-1 糖尿病合併症に対する専門治療機能（網膜症）     （更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

 

 

岐 

 

 

阜 

 

国立大学法人岐阜大学医学部付属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

岐阜赤十字病院 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 

医療法人社団誠広会平野総合病院 

公立学校共済組合東海中央病院 

羽島市民病院 

松波総合病院 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市岩倉町 3-36 

岐阜市橋本町 3-23 

岐阜市黒野 176-5 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-231-2266 

058-253-8001 

058-239-2325 

058-382-3101 

058-393-0111 

058-388-0111 

西 

 

濃 

大垣市民病院 

医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 

博愛会病院 

国民健康保険関ケ原病院 

大垣市南頬町 4-86 

大垣市林町 6-85-1 

養老郡養老町押越 986 

不破郡垂井町 2210-42 

不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29 

0584-81-3341 

0584-77-6110 

0584-32-1161 

0584-23-1251 

0584-43-1122 

 

 

中 

 

 

濃 

 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

美濃市立美濃病院 

医療法人新生会八幡病院 

医療法人社団白鳳会鷲見病院 

木沢記念病院 

岐阜社会保険病院 

東可児病院 

医療法人白水会白川病院 

関市若草通 5-1 

美濃市中央 4-3 

郡上市八幡町桜町 278 

郡上市白鳥町白鳥 2-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

可児市土田 1221-5 

可児市広見 1520 

加茂郡白川町坂ノ東 5770 

0575-22-2211 

0575-33-1221 

0575-65-2151 

0575-82-3151 

0574-25-2181 

0574-25-3113 

0574-63-1200 

0574-72-2222 

 

 

東 

 

濃 

 

岐阜県立多治見病院 

社会医療法人厚生会多治見市民病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 

土岐市立総合病院 

総合病院中津川市民病院 

国保国民健康保険坂下病院 

市立恵那病院 

多治見市前畑町 5-161 

多治見市前畑町 3-43 

瑞浪市土岐町 76-1 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

中津川市駒場 1522-1 

中津川市坂下 722-1 

恵那市大井町 2725 

0572-22-5311 

0572-22-5211 

0572-68-4111 

0572-55-2111 

0573-66-1251 

0573-75-3118 

0573-26-2121 

 

飛 

騨 

岐阜県立下呂温泉病院 

高山赤十字病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

下呂市幸田 1162 

高山市天満町 3-11 

高山市中切町 1-1 

0576-25-2820 

0577-32-1111 

0577-32-1115 
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⑤-2-1 糖尿病合併症に対する専門治療機能（慢性腎不全）（更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

岐 

 

 

 

 

 

 

 

 

阜 

 

 

 

 

 

国立大学法人岐阜大学医学部付属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

岐阜赤十字病院 

医療法人社団慈朊会澤田病院 

河村病院 

操外科病院 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 

みどり病院 

医療法人社団双樹会早徳病院 

医療法人社団誠広会平野総合病院 

医療法人社団誠広会岐阜中央病院 

山内ホスピタル 

公立学校共済組合東海中央病院 

各務原リハビリテーション病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 

羽島市民病院 

松波総合病院 

水谷医院 

うぬま東クリニック(血液） 

各務原そはらクリニック（血液） 

会羽島クリニック(血液） 

サンシャインＭ＆Ｄクリニック 

吉村内科（血液） 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市岩倉町 3-36 

岐阜市野一色 7-2-5 

岐阜市芥見大般若 1-84 

岐阜市四屋町 43 

岐阜市橋本町 3-23 

岐阜市北山 1-14-24 

岐阜市宇佐南 1-8-1 

岐阜市黒野 176-5 

岐阜市川部 3-25 

岐阜市市橋 3-7-22 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

各務原市鵜沼山崎町 6-8-2 

山県市高富 1187-3 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町田代 185-1 

岐阜市加納朝日町 3-46-10 

各務原市鵜沼東町 5-7 

各務原市蘇原東島町 3-107 

羽島郡笠松町門間 578-1 

瑞穂市本田 174-1 

瑞穂市別府 1297 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-231-2266 

058-247-3355 

058-241-3311 

058-262-7711 

058-253-8001 

058-241-0681 

058-272-3253 

058-239-2325 

058-239-8111 

058-276-2131 

058-382-3101 

058-384-8485 

0581-22-1811 

058-393-0111 

058-388-0111 

058-275-7428 

058-370-8701 

058-371-6101 

058-387-6161 

058-329-5522 

058-327-0020 

 

 

 

 

西 

 

 

 

 

濃 

 

 

大垣市民病院 

医療法人社団正和会馬渕病院 

医療法人社団豊正会大垣中央病院 

医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 

博愛会病院 

国民健康保険関ケ原病院（血液） 

海津市医師会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

松岡内科クリニック 

大垣北クリニック 

安八診療所（血液） 

おおくま内科クリニック（腹膜） 

やまぐち内科クリニック（血液） 

大垣市南頬町 4-86 

大垣市美和町 1831 

大垣市見取町 4-2 

大垣市林町 6-85-1 

養老郡養老町押越 986 

不破郡垂井町 2210-42 

不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29 

海津市海津町福江 656-16 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

大垣市新田町 2-14 

安八郡神戸町末守 737-1 

安八郡安八町南今ケ淵 270-2 

安八郡安八町東結字芝原東 1520-1 

養老郡養老町押越 693-1 

0584-81-3341 

0584-75-2288 

0584-73-0377 

0584-77-6110 

0584-32-1161 

0584-23-1251 

0584-43-1122 

0584-53-7111 

0585-21-1111 

0584-89-1948 

0584-27-1050 

0584-64-3616 

0584-61-1215 

0584-32-0008 

※ 医療機関名の後に、（血液）とあるのは血液透析のみ、（腹膜）とあるのは腹膜透析のみ实    

  施。その他は血液透析及び腹膜透析を实施。 
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⑤-2-2 糖尿病合併症に対する専門治療機能（慢性腎不全） 

（更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

 

 

 

中 

 

 

 

濃 

 

 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

美濃市立美濃病院 

郡上市民病院 

郡上市国保白鳥病院 

木沢記念病院 

太田病院 

医療法人馨仁会藤掛病院 

東可児病院 

医療法人白水会白川病院 

五井クリニック（血液） 

新田医院（血液） 

関市若草通 5-1 

美濃市中央 4-3 

郡上市八幡町島谷 1261 

郡上市白鳥町為真 1205-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

美濃加茂市太田町 2855-1 

可児市広見 876 

可児市広見 1520 

加茂郡白川町坂ノ東 5770 

美濃市常盤町 2282 

加茂郡白川町中川 488 

0575-22-2211 

0575-33-1221 

0575-67-1611 

0575-82-3131 

0574-25-2181 

0574-26-1251 

0574-62-0030 

0574-63-1200 

0574-72-2222 

0575-33-0039 

0574-72-1503 

 

 

 

東 

 

 

 

濃 

 

岐阜県立多治見病院 

タジミ第一病院 

多治見クリニック 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 

高井病院 

土岐市立総合病院（血液） 

土岐白楊クリニック（血液） 

総合病院中津川市民病院 

城山病院 

国保国民健康保険坂下病院 

中津川共立クリニック（血液） 

森川クリニック（血液） 

多治見市前畑町 5-161 

多治見市小名田町西ヶ洞 1-648 

多治見市音羽町 2-51 

瑞浪市土岐町 76-1 

土岐市妻木町 1658 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

土岐市肥田浅野朝日町 2-39 

中津川市駒場 1522-1 

中津川市苗木 3725−2 

中津川市坂下 722-1 

中津川市駒場 1666-1122 

恵那市長島町中野 616 

0572-22-5311 

0572-22-5131 

0572-22-5566 

0572-68-4111 

0572-57-6516 

0572-55-2111 

0572-53-1151 

0573-66-1251 

0573-66-1334 

0573-75-3118 

0573-65-8777 

0573-26-2222 

飛 

騨 

岐阜県立下呂温泉病院 

高山赤十字病院 

高桑内科クリニック（血液） 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

下呂市幸田 1162 

高山市天満町 3-11 

高山市石浦町 6-220 

高山市中切町 1-1 

0576-25-2820 

0577-32-1111 

0577-36-1911 

0577-32-1115 

※ 医療機関名の後に、（血液）とあるのは血液透析のみ、（腹膜）とあるのは腹膜透析のみ实施。

その他は血液透析及び腹膜透析を实施。 
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⑤-3 糖尿病合併症に対する専門治療機能（心血管障害）  （更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

 

 

岐 

 

 

阜 

 

国立大学法人岐阜大学医学部付属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

岐阜赤十字病院 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 

医療法人社団誠広会岐阜中央病院 

公立学校共済組合東海中央病院 

羽島市民病院 

松波総合病院 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市岩倉町 3-36 

岐阜市橋本町 3-23 

岐阜市川部 3-25 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-231-2266 

058-253-8001 

058-239-8111 

058-382-3101 

058-393-0111 

058-388-0111 

西 

 

濃 

大垣市民病院 

医療法人社団豊正会大垣中央病院 

医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

大垣市南頬町 4-86 

大垣市見取町 4-2 

大垣市林町 6-85-1 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

0584-81-3341 

0584-73-0377 

0584-77-6110 

0585-21-1111 

中 

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

木沢記念病院 

岐阜社会保険病院 

関市若草通 5-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

可児市土田 1221-5 

0575-22-2211 

0574-25-2181 

0574-25-3113 

 

東 

 

濃 

 

岐阜県立多治見病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 

土岐市立総合病院 

総合病院中津川市民病院 

国保国民健康保険坂下病院 

市立恵那病院 

多治見市前畑町 5-161 

瑞浪市土岐町 76-1 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

中津川市駒場 1522-1 

中津川市坂下 722-1 

恵那市大井町 2725 

0572-22-5311 

0572-68-4111 

0572-55-2111 

0573-66-1251 

0573-75-3118 

0573-26-2121 

飛 

騨 

岐阜県立下呂温泉病院 

高山赤十字病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

下呂市幸田 1162 

高山市天満町 3-11 

高山市中切町 1-1 

0576-25-2820 

0577-32-1111 

0577-32-1115 
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⑤-4 糖尿病合併症に対する専門治療機能（末梢血管障害） （更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

 

 

岐 

 

 

阜 

 

国立大学法人岐阜大学医学部付属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 

医療法人社団誠広会岐阜中央病院 

みどり病院 

公立学校共済組合東海中央病院 

羽島市民病院 

松波総合病院 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市橋本町 3-23 

岐阜市川部 3-25 

岐阜市北山 1-14-24 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-253-8001 

058-239-8111 

058-241-0681 

058-382-3101 

058-393-0111 

058-388-0111 

 

西 

 

濃 

大垣市民病院 

医療法人社団豊正会大垣中央病院 

医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 

博愛会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

大垣市南頬町 4-86 

大垣市見取町 4-2 

大垣市林町 6-85-1 

不破郡垂井町 2100-42 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

0584-81-3341 

0584-73-0377 

0584-77-6110 

0584-23-1251 

0585-21-1111 

 

中 

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

木沢記念病院 

太田病院 

岐阜社会保険病院 

関市若草通 5-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

美濃加茂市太田町 2855-1 

可児市土田 1221-5 

0575-22-2211 

0574-25-2181 

0574-26-1251 

0574-25-3113 

東

濃 

岐阜県立多治見病院 

土岐市立総合病院 

多治見市前畑町 5-161 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

0572-22-5311 

0572-55-2111 

飛

騨 

岐阜県立下呂温泉病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

高山赤十字病院 

下呂市幸田 1162 

高山市中切町 1-1 

高山市天満町 3-11 

0576-25-2820 

0577-32-1115 

0577-32-1111 
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⑤-5 糖尿病合併症に対する専門治療機能（脳血管障害）  （更新日 平成 24年 12月１日） 

 医療機関名 所 在 地 電話番号 

 

 

 

岐 

 

 

 

阜 

 

国立大学法人岐阜大学医学部付属病院 

岐阜県総合医療センター 

岐阜市民病院 

岐阜赤十字病院 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 

笠松病院 

医療法人社団誠広会岐阜中央病院 

みどり病院 

公立学校共済組合東海中央病院 

羽島市民病院 

松波総合病院 

岐阜市柳戸 1-1 

岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市岩倉町 3-36 

岐阜市橋本町 3-23 

岐阜市中鶉 3-11 

岐阜市川部 3-25 

岐阜市北山 1-14-24 

各務原市蘇原東島町 4-6-2 

羽島市新生町 3-246 

羽島郡笠松町田代 185-1 

058-230-6000 

058-246-1111 

058-251-1101 

058-231-2266 

058-253-8001 

058-276-2881 

058-239-8111 

058-241-0681 

058-382-3101 

058-393-0111 

058-388-0111 

 

西 

 

濃 

大垣市民病院 

医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 

海津市医師会病院 

国民健康保険関ケ原病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 

大垣市南頬町 4-86 

大垣市林町 6-85-1 

養老郡養老町押越 986 

海津市海津町福江 656-16 

不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29 

揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 

0584-81-3341 

0584-77-6110 

0584-32-1161 

0584-53-7111 

0584-43-1122 

0585-21-1111 

 

中 

 

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 

郡上市民病院 

医療法人社団白鳳会鷲見病院 

木沢記念病院 

岐阜社会保険病院 

関市若草通 5-1 

郡上市八幡町島谷 1261 

郡上市白鳥町白鳥 2-1 

美濃加茂市古井町下古井 590 

可児市土田 1221-5 

0575-22-2211 

0575-67-1611 

0575-82-3151 

0574-25-2181 

0574-25-3113 

 

東 

濃 

岐阜県立多治見病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 

土岐市立総合病院 

総合病院中津川市民病院 

多治見市前畑町 5-161 

瑞浪市土岐町 76-1 

土岐市土岐津町土岐口 703-24 

中津川市駒場 1522-1 

0572-22-5311 

0572-68-4111 

0572-55-2111 

0573-66-1251 

飛 

騨 

岐阜県立下呂温泉病院 

高山赤十字病院 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 

下呂市幸田 1162 

高山市天満町 3-11 

高山市中切町 1-1 

0576-25-2820 

0577-32-1111 

0577-32-1115 
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【用語の解説】 

○ １型糖尿病、２型糖尿病 

・糖尿病には、すい臓からのインスリン分泌が低下して発病する１型（インスリン依存型）

と、生活習慣の影響が大きいとされる２型があり、日本では２型糖尿病が90％以上を占

めている。 

・糖尿病は、高血圧症、脂質異常症などを合併し、進行すると、腎症、網膜症、神経障害、

心疾患や脳血管疾患などの重大な合併症を引き起こし、生活の質の低下の大きな原因と

なっている。 

○ ヘモグロビンA1c 

  ・ヘモグロビンA1cとはブドウ糖と結びついたヘモグロビン（血色素）で、現時点より過

去1～1.5か月間の平均血糖値を反映している。生活や症状を把握するために必要な糖尿

病の検査。 

・日本糖尿病学会では、2012年4月1日よりHbA1cの表記は、日常の診療において国際標準

値（NGSP値）を使用。したがって、これまで使用していた数値（JDS値）よりおよそ0.4％

高くなる。 

・特定健康診査の結果、ヘモグロビンA1c (JDS値) 6.1％(NGSP値6.5％)を超えた場合は、

「糖尿病が強く疑われる」として医療機関（かかりつけ医）への受診勧奨の対象として

いる。 

○ 血糖コントロール不良者 

・「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2010」では、血糖コントロールの評価指標と

して、ヘモグロビンA1c(NGSP)8.4％以上が「血糖コントロール不可」と位置付けられている。 

○ 慢性腎臓病(CKD) 

・慢性腎臓病（CKD）は、｢蛋白尿｣または「腎機能低下」が３か月以上続く状態。 

・糖尿病や高血圧、高尿酸血症といった生活習慣病から進行する「糖尿病性腎症」や｢慢 

性糸球体腎炎」、「腎硬化症」などは、心臓病や脳卒中などの病気の発症リスクを高め、 

進行すると人工透析が必要となる場合がある。 

   ・健康診断で尿検査（蛋白尿・血尿）や血液検査（クレアチニン）の異常を早期に発見し、

適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、発症や重症化の予防が可能。 

○ 第２次ヘルスプランぎふ21 

  ・生活習慣病の発症予防と重症化予防に重点を置き、県民一人ひとりの自覚と实践を基本 

とした健康づくりを推進するための岐阜県健康増進計画。 

（計画期間：平成 25年度～平成 29年度の５年間) 
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５ 慢性閉塞性肺疾患対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 慢性閉塞性肺疾患（COPD）に関する正しい知識を広く普及啓発し、認知度の向上を図りま

す。 

○ COPDの予防のため、禁煙・受動喫煙防止などのたばこ対策を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 慢性閉塞性肺疾患の予防対策 

○ 岐阜県における平成 22年の慢性閉塞性肺

疾患による死亡数は 256 人、死亡総数に

占める割合は 1.3％で、死亡原因の第 10

位です。（表 2-1-5-1） 

○ COPD という病気について「言葉や、どの

ような病気かを知っている」と回答した

人は 13.0％、「言葉を聞いたことはある

が、どのような病気かは知らない」と回

答した人は 20.3％と、33.3％の認知割合

です。（表 2-1-5-2） 

 

 

○ COPD の为要原因は喫煙であるため、禁

煙・受動喫煙防止などの対策が必要です。 

 

 

○ COPD を理解し、その予防と早期発見に取

り組めるよう、COPD の周知を強化してい

くことが必要です。 

２ 医療提供体制 

○ 平成 20年患者調査によると、岐阜県にお

ける医療機関に入院又は通院している

COPD 患者数（治療患者数）は約４千人で

す。全国では約 17万３千人です。一方、

平成 12年の日本における患者数は 530万

人と推定されています。 

（NICE Study,Nippon COPD Epidemiology  

Study） 

 

○ かかりつけ医による早期発見から専門医

による確定診断への医療連携体制を構築

することが必要です。 

○ 岐阜県における COPDに係る医療提供体制

を検討するため、岐阜県医師会に委託し

た岐阜県慢性閉塞性肺疾患（COPD）対策

協議会を中心に、COPD 対策を推進してい

ます。 

○ COPD の地域連携クリティカルパスは岐阜

圏域及び西濃圏域で導入されています。 
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【数値目標】 

○ COPDの認知度の上昇 

33.3％（平成 24年度） → 50.0％（平成 29年度） 

○ 喫煙率の低下【再掲】 

男性 21.0％（平成 23年度） → 16.0％（平成 28年度） 

女性  7.8％（平成 23年度） →  6.0％（平成 28年度） 

 

【今後の施策】 

○ 医療関係者や医療保険者等と連携しつつ、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の予防に関する知識に

ついて特定健康診査・特定保健指導等の機会を利用した普及啓発を实施します。 

○ COPDの为要原因はたばこであるため、市町村、教育委員会、職域等と連携し、たばこの害に

ついての正しい知識の普及啓発を实施します。 

○ COPDの早期発見・治療を推進するため、早期発見から早期治療へ円滑につながるよう関係者

との意見交換を行い、医療連携体制を促進します。 

 

【参考図表】 

表 2-1-5-1 慢性閉塞性肺疾患による死亡者数 

  平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

  岐阜県 全国 岐阜県 全国 岐阜県 全国 

死亡数(a) 303 15,520 291 15,359 256 16,293 

死亡総数(b) 19,478 1,142,407 19,402 1,141,865 20,220 1,197,012 

a/b（％） 1.6 1.4 1.5 1.3 1.3 1.4 

死亡原因の順位 9 10 9 10 10 9 

資料：人口動態統計 

 

表 2-1-5-2 COPDの認知度                     （N：330） 

  
言葉やどのような病

気かを知っている 

言葉は聞いたことが

あるがどのような病

気かは知らない 

全く聞いたことがな

い 
総計 

男性 11.4% 15.0% 73.7% 100.0% 

女性 14.7% 25.8% 59.5% 100.0% 

合計 13.0% 20.3% 66.7% 100.0% 

性別の回答がなかった者及びこの設問への回答がなかった者を分母から除いて集計 

資料：保健医療課 

 

【用語の解説】 

○ 慢性閉塞性肺疾患(COPD) 

Chronic obstructive pulmonary disease の略。为には長期の喫煙によってもたらされ

る、肺の炎症性疾患。咳・痰・息切れを为な症状として緩やかに呼吸障害が進行する。か

つては、肺気腫、慢性気管支炎と呼ばれていた疾患が含まれる。 
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６ 生活習慣病予防対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ メタボリックシンドロームを含めた生活習慣病の予防に向け、県民一人ひとりが为体的か

つ積極的な健康づくりを实践することを促す取り組みを進めます。 

○ 各市町村における、がん検診を通じたがんの予防・早期発見を推進します。 

○ 各市町村における成人の歯周病予防のために、歯周病検診（健康増進法に基づく 40 歳、

50歳、60歳、70歳の節目歯周病検診）の实施割合や検診受診率の向上を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ メタボリックシンドロームを含む生活習

慣病予防 

○ 岐阜県の生活習慣病（悪性新生物（がん）、

高血圧性疾患、虚血性心疾患、脳血管疾

患、糖尿病の合計）の総患者数は平成 20

年度でおよそ 23万人であり、当該年の推

計人口の 11.0％にあたります。（表

2-1-6-1） 

 

 

○ 生活習慣病の発症は食生活や運動、喫煙

等の生活習慣が深く関わっていることか

ら、第 2 次岐阜県食育推進計画や第 2 次

ヘルスプランぎふ 21に基づき生活習慣の

改善等を推進し、生活習慣病の発症予防

や重症化予防に取り組む必要がありま

す。 

○ ヘルスプランぎふ 21推進会議等にて、岐

阜県の生活習慣病の状況と対策について

検討し、関係機関と連携した取組を推進

する必要があります。 

○ 岐阜県の国民健康保険被保険者における

平成 23年 5月診療分の生活習慣病（悪性

新生物（がん）、高血圧性疾患、心疾患、

脳血管疾患、糖尿病の合計）診療分診療

報酬点数は、全疾患における合計点数の

52.0％にあたります。（表 2-1-6-2） 

○ 生活習慣病の医療費は、全疾病における

合計の 1/2 以上を占めており、医療費抑

制のためにも生活習慣病予防を推進する

必要があります。 

○ 特定健康診査において、岐阜県の平成 22

年度の受診率は 43.0％でした。この健診

が開始した平成 20年度と比較して 3.8ポ

イントの上昇が見られます。また、特定

保健指導の实施率は、平成 22年度 19.0％

と、平成 20年度と比較して 5.3ポイント

の上昇が見られました。岐阜県医療費適

正化計画及びヘルスプランぎふ 21におい

て、平成24年度の目標として健診は70％、

保健指導は 45％を目指していますが、目

標達成は困難な状況にあると推測されま

す。（表 2-1-6-3） 

○ 特定健康診査・特定保健指導で生活習慣

病のリスクを早期発見し、発症予防や重

症化予防を図るために、健診や保健指導

の实施率の向上を推進する必要がありま

す。 

○ 特定保健指導従事者が対象者に対して効

果的な保健指導が行えるよう、知識や技

術習得のための研修会等を開催し能力向

上に努める必要があります。 
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○ 特定健康診査において、岐阜県の平成 22

年度のメタボリックシンドローム該当者

及び予備群の数は、受診者の 23.4％を占

めています。平成 20年度と比較した減尐

率は 7.8％です。岐阜県医療費適正化計画

及びヘルスプランぎふ21において平成24

年度の目標としている減尐率 10％に近づ

いている状況にあります。（表 2-1-6-4） 

○ 「医療費適正化に関する施策についての

基本的な方針（平成 24 年 9 月 28 日付厚

生労働省大臣告示）」にて、平成 29 年度

時点で平成 20年度と比べてメタボリック

シンドロームの該当者及び予備群を 25％

以上減尐させる目標が設定されていま

す。メタボリックシンドローム予防の普

及啓発により、新たな該当者や予備群を

つくり出さないことや保健指導の推進や

充实で重症化防止を図り、より一層メタ

ボリックシンドローム該当者及び予備群

の減尐に努める必要があります。 

 

２ がん予防 

○ 岐阜県の悪性新生物（がん）の総患者数

は平成 20 年度でおよそ２万５千人であ

り、当該年の推計人口の 1.2％にあたりま

す。（表 2-1-6-1） 

 

○ 喫煙は、がんをはじめ様々な健康への影

響を及ぼします。「岐阜県県民健康意識調

査（平成 23年度）」による 20歳以上の喫

煙率は、男性 21.0％、女性 7.8％、全体

で 13.9％でした。（表 2-1-6-5） 

○ 健康リスクを低下させるために、喫煙率

の低下と受動喫煙防止を推進する必要が

あります。 

○ 「岐阜県民健康意識調査（平成 23年度）」

による岐阜県のがん検診受診率（40 歳以

上、子宮がん検診は 20歳以上）は、胃が

ん 38.7％、大腸がん 36.6％、肺がん

28.5％、子宮がん 40.6％、乳がん 46.3％

でした。岐阜県がん対策推進計画におい

て平成 24 年度目標（平成 23 年度調査結

果で評価）としているがん検診受診率

50％以上（全てのがん検診共通）には、

いずれも達していない状況です。 

○ がんの早期発見のためには、がん検診の

受診率を上げることが重要です。がん検

診を受診しやすい体制づくりをすすめる

ほか啓発方法や啓発媒体を工夫するなど

より一層の普及啓発等が必要です。 

○ がん検診は市町村が实施为体となってい

ますが、職域で福利厚生として受診する

こともあります。職域での受診状況を把

握することが必要です。 

○ 子宮頸がんの発症については、ワクチン

である程度予防できるものの 100％では

ありません。そこで、早期発見のために

はがん検診が必要です。子宮頸がん予防

ワクチンとあわせて子宮頸がん検診の普

及啓発を推進することが必要です。 

○ 岐阜県全体のがん検診の精度管理を行う

ために、生活習慣病管理指導協議会がん

部会を開催しています。 

○ 引き続き精度管理を行い、实施为体であ

る市町村が質の高いがん検診を实施でき

るよう支援するとともに、がん検診に関

する課題を整理し検討することが必要で

す。 
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３ 歯周病予防 

○ 「成人歯科疾患实態調査（平成 23年度）」

による岐阜県の成人の歯周病有病率は、

40 歳 86.9％、50 歳 89.6％であり、この

うち進行した歯周病は、それぞれ 

45.0％、57.0％となっています。 

 

○ 40歳、50歳の進行した歯周病有病率を、

低下させることが必要です。 

 

○ 岐阜県の歯周病検診实施市町村（平成 23

年度）は 42 市町村のうち 36 市町村

（85.7％）であり、平成 24年度目標であ

る 100％には達していません。また、当該

検診の受診率は 6.7％と低い状態にあり

ます。 

○ 歯周病検診实施市町村の増加や当該検診

の受診率の向上が必要です。 

 

【数値目標】 

○ 特定健康診査におけるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減尐 

平成 20年度からの減尐率 7.8％（平成 22年度） 

→平成 20年度からの減尐率 20％以上（平成 27年度） 

○ がん検診受診率の上昇（40～69歳、子宮がん検診は 20～69歳） 

胃がん検診 41.0％ （平成23年度） → 50.0％以上 （平成 28年度) 

大腸がん検診 38.0％ （平成23年度） → 50.0％以上 （平成 28年度) 

肺がん検診 29.7％ （平成23年度） → 40.0％以上 （平成 28年度) 

子宮がん検診 38.2％ （平成23年度） → 50.0％以上 （平成 28年度) 

乳がん検診 46.1％ （平成23年度） → 50.0％以上 （平成 28年度) 

○ 40歳時、50歳時の進行した歯周病有病率の低下 

40歳 45.0％ （平成23年度） → 40.0％以下 （平成 28年度) 

50歳 57.0％ （平成23年度） → 50.0％以下 （平成 28年度) 

○ 歯周病検診实施市町村数の増加 

36市町村（85.7％）（平成 23年度） → 42市町村（100％）（平成 28年度） 

○ 歯周病検診受診率の上昇 

6.7％（平成 23年度） → 10.0％以上（平成 28年度） 

 

【今後の施策】 

○ 市町村、教育委員会、職域等と連携し、がん・歯周病を含めた生活習慣病の予防に関する教

育と、健診（検診）の普及啓発を实施します。 

○ 特定保健指導に従事する者を対象に、知識や技術習得のための研修会を实施し、従事者の能

力向上を支援します。 

○ がんの早期発見のため、がん検診受診率向上対策として他の健診との同時实施を推進すると

ともに、がん検診の精度管理を实施します。 

○ 検診機関や保険者と連携し、職域でのがん検診の实施状況を把握するほか、働く人が受けや

すいがん検診体制の整備を推進します。 

○ 健全な口腔状態の維持のために、歯周病と糖尿病・喫煙等の関係や口腔がん等の知識の普及

を図ります。 

○ 市町村や事業所、保健関係団体に対し、生活習慣病である「歯周病と喫煙やメタボリックシ

ンドロームとの関係」、「糖尿病等の全身疾患との関係」の普及推進を図ります。 
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○ 正しい歯磨きと「歯間部清掃用具の使用」やかかりつけ歯科医による「歯科健診や歯石除去、

歯面清掃を受けること」の普及促進を図ります。 

○ 事業所や市町村での青年期（若年層）からの歯周病検診、歯科保健指導实施の推進や受診率

等の向上を図ります。 

○ 歯周病リスクのある「要指導者」や「要精検者」へ、かかりつけ歯科医による口腔保健管理

の实施促進を図ります。 

○ 「標準的な成人歯科健診プログラム質問票」を活用した歯科健診・保健指導の推進を図りま

す。 

 

【参考図表】 

表 2-1-6-1 岐阜県の生活習慣病の総患者数（単位：千人） 

疾患名 平成 20年  

５疾患の合計 230 

 悪性新生物（がん） 25 

高血圧性疾患 121 

虚血性心疾患 19 

脳血管疾患 21 

糖尿病 47 

資料：患者調査（平成 20年調査） 

 

表 2-1-6-2 岐阜県の生活習慣病の診療報酬点数（国民健康保険被保険者分） 

疾患名 
点数 

（単位：点） 

全疾病合計における

割合（単位：％） 

 

５疾患の合計 625,724,636 52.0 

 悪性新生物（がん） 192,958,438 16.0 

高血圧性疾患 35,305,854 2.9 

虚血性心疾患 183,749,509 15.3 

脳血管疾患 108,183,653 9.0 全疾病の合計点数（点） 

糖尿病 105,527,182 8.8 1,202,635,045 

資料：岐阜県国民健康保険団体連合会 岐阜県疾病分類別統計表（平成 23年５月診療分） 

 

表 2-1-6-3 全国と岐阜県の特定健康診査・特定保健指導状況 （単位：％） 

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

 岐阜県 全国 岐阜県 全国 岐阜県 全国 

特定健康診査受診率 39.2 38.9 40.8 41.3 43.0 43.2 

特定保健指導实施率 13.7 7.7 18.2 12.3 19.0 13.1 

資料：（全国）厚生労働省特定健康診査・特定保健指導の实施状況（確報値） 

（岐阜県）厚生労働省 医療費適正化計画の策定にかかる参考データ 
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表 2-1-6-4 全国と岐阜県の特定健康診査におけるメタボリックシンドローム該当者及び予備群 

 の割合（健診受診者に締める割合） （単位：％） 

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

 岐阜県 全国 岐阜県 全国 岐阜県 全国 

メタボリックシンドロームの該当者 

及び予備群 
25.1 26.8 24.3 26.7 23.4 26.4 

 
メタボリックシンドローム該当者 13.9 14.4 13.5 14.4 13.1 14.4 

メタボリックシンドローム予備群 11.2 12.4 10.9 12.3 10.3 12.0 

資料：（全国）厚生労働省特定健康診査・特定保健指導の实施状況（確報値） 

（岐阜県）厚生労働省 医療費適正化計画の策定にかかる参考データ 

 

表 2-1-6-5 岐阜県の喫煙率（20歳以上） （単位：％） 

 平成 18年度 平成 23年度 

全  体 18.3 13.9 

 男性 31.0 21.0 

女性 7.5 7.8 

資料：保健医療課 岐阜県民健康意識調査（平成 18年度・平成 23年度） 

 

 

【用語の解説】 

○ メタボリックシンドローム 

内臓脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる状態で、

それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともある。ただし、食べ過ぎや運動

不足など、悪い生活習慣の積み重ねが原因となって起こるため、生活習慣の改善によって、

予防・改善ができる。 

 

○ 総患者数 

厚生労働省が实施する患者調査において、調査日現在において、継続的に医療を受けて

いる者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計し

たもの。 

総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数

（6/7） 
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第２節 精神疾患対策 

 

１ 精神医療対策 

 

【基本的な計画事項】  

○ 精神障がい者が社会生活を送ることができるよう、医療機関の機能分担と連携により、患

者の状態に応じて必要な医療を受けられる体制を構築し、保健・福祉と協働して総合的な

精神保健の体制を構築します。 

○ 精神科救急患者や身体疾患を合併した患者が安心して社会生活を送ることができるよう、

精神科と身体科の機能分担と密接な連携により、患者の状態に応じて適切な医療を提供で

きる医療体制を構築します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 精神科医療の現状 

○ 県内で精神科医療を提供する病院は 28病

院、診療所は 21施設、訪問看護を提供す

る病院は 8 病院、診療所は 3 施設、精神

科病院の従事者数（医師数）は 127.6人、

手帳交付は 8,873件となっています。（医

療機関数については表 2-2-1-1） 

また、退院患者平均在院日数は 200.7

日となっています。（全国平均は 305.3日） 

圏域別では、岐阜圏域 128.9日、西濃圏

域 406.3日、中濃圏域 344.8日、東濃圏域

94.4日、飛騨圏域 160日となっています。

（在院日数は、患者所在地別で集計） 

○ 厚生労働省は、精神科病院からの退院、

地域移行を促進し、社会的入院の解消を

さらに進めるため、「１年未満入院者の平

均退院率」を平成 26 年までに平成 20 年

調査（全国平均で 71.2％）から７％増と

なる 76％まで引き上げるよう定めていま

す。 

 

２ 精神科救急医療体制の充实 

○ 24 時間 365 日、精神科救急医療を提供す

るため、14 病院の輪番制による精神科救

急医療体制を整備するとともに、精神医療

相談窓口と精神科救急情報センターを設

置しています。 

○  身体疾患を合併する精神疾患患者は、医療

機関への受け入れまでに、通常に比べ長時

間を要しています。この要因としては、精

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 岐阜県においても「１年未満入院者の平

均退院率」を平成 20年調査（74％）から

全国の目標値である 76％まで引き上げる

必要があります。 

 

 

 

 

 

○ 輪番病院の指定は不足しており、各精神

科医療機関は自院の患者に夜間・休日も

対応できる体制（ミクロ救急）を確保す

る必要があります。 

 

○  救急医療機関との連携強化等により身体

疾患を合併する精神疾患患者を受け入れ

る体制を確保する必要があります。 
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神科救急医療機関では、身体疾患の救急対

応について、一般救急医療機関では精神疾

患の救急対応について、各々必要な体制を

常態として有せず不慣れであること等が

指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

○ １年未満入院者の平均退院率の上昇 

74.0%（平成 20年度）→76.0%（平成 26年度） 

【今後の施策】 

○ 患者・家族や精神科救急情報センター等からの問合せに、医療機関や障害福祉サービス事業

所が地域で連携して対応できるよう、入院医療からの地域移行と、社会生活の定着を支援す

るとともに、各圏域において市町村、保健所及び関係機関が協議会等で対策を検討します。 

○ 身体疾患を合併する精神疾患患者を診療する場合の精神科医療機関と一般病院の協力体制

を構築するため、連絡会議等において搬送のあり方等を検討します。 

 

【参考図表】 

表 2-2-1-1 二次医療圏別の医療機関数の内訳 

資料：医療施設調査（平成 20年調査） 

 

【医療連携・施策の体系図】 

 

 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 
計 

精神科を標榜する病院数 11 6 3 5 3 28 

精神科を標榜する診療所数 13 1 5 1 1 21 

精神科訪問看護を提供する病院数 2 3 1 1 1 8 

精神科訪問看護を提供する診療所数 1 0 1 1 0 3 

精神科救急医療体制のイメージ 
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【体系図の説明】 

○ 精神医療相談窓口 

・ 精神障がい者の疾病の重篤化を軽減する観点から、精神障がい者等の症状の緩和が図れる

よう適切に対応するとともに、必要に応じて医療機関の紹介や受診指導を行います。 

○ 精神科救急情報センター 

・ 緊急な医療を必要とする精神障がい者等の搬送先となる医療機関と円滑な連絡調整を行い

ます。 

○ 病院群輪番型施設 

・ 各圏域で、複数病院の輪番制により医師・看護師を常時配置して、受入体制を整備した病

院を指します。 

 

 

【医療機関一覧表（精神医療対策）】 

○ 精神科病院群輪番型施設 

・ 岐阜・西濃圏域                  （最終更新日：平成 23年４月１日） 

 

・ 中濃・東濃・飛騨圏域               （最終更新日：平成 23年４月１日） 

 

 

【用語の解説】 

○ 障害福祉サービス事業所 

 障がい者が各々の有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むた

めに必要なサービス（自立訓練、地域移行支援等）を提供する事業所。 

 医 療 機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

岐阜 

圏域 

公益社団法人岐阜病院 岐阜市日野東 3-13-6 058-245-8171 

医療法人社団尚英会 岐阜南病院 岐阜市柳津町高桑 5-91 058-279-1155 

黒野病院 岐阜市洞 1020 058-239-0611 

医療法人杏野会 各務原病院 各務原市東山 1-60 058-389-2228 

西濃 

圏域 
大垣病院 大垣市中野町 1-307 0584-78-3758 

西濃病院 大垣市大外羽 4-7 0584-89-4551 

養南病院 海津市南濃町津屋 1508 0584-57-2511 

医療法人清澄会 不破ノ関病院 不破郡垂井町 94-1 0584-22-0411 

 医 療 機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

中濃 

圏域 

のぞみの丘ホスピタル 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3555 0574-25-3188 

医療法人春陽会 慈恵中央病院 郡上市美並町大原 1-1 0575-79-2030 

東濃 

圏域 
大湫病院 瑞浪市大湫町 121 0572-63-2231 

特定医療法人社団聖泉会 聖十字病院 土岐市泉町久尻 2431-160 0572-54-8181 

飛騨 

圏域 

須田病院 高山市国府町村山 235-5 0577-72-2100 

南ひだせせらぎ病院 下呂市萩原町西上田 1936-1 0576-25-5758 



 

86 

 

２ メンタルヘルス対策 

 

【基本的な計画事項】  

○ 市町村、保健所、精神保健福祉センターが連携し、総合的な自殺予防対策を推進します。 

○ うつ病を発症してから、精神科医に受診するまでの期間をできるだけ短縮するために、か

かりつけ医と精神科医との連携を促進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 精神障がい者に対する支援体制 

○ 保健所及び市町村が实施した精神保健福

祉相談等の被指導实人員は 2,526人、延べ

人員は 4,207人、精神保健福祉訪問指導の

被指導实人員は 993人、延べ人員は 2,481

人となっています。人口 10万人あたりで

みると、いずれも全国平均を下回っている

状況です。（表 2-2-2-1参照）「資料：地域

保健・健康増進事業報告（平成 21年調査）」 

○ 精神保健福祉センターにおける相談等の

活動の被指導实人員は 78人、延べ人員は

399 人となっています。人口 10 万人あた

りで比較すると、いずれも全国平均を下

回っている状況です。（表 2-2-2-2 参照）

「資料：衛生行政報告例（平成 22年調査）」 

 

２ こころの健康対策 

○ 国民生活基礎調査によると、「悩みやスト

レスあり」と回答した県民は全体の

45.2％で、原因の 1 位は自分の仕事

（35.2％）、2 位は収入・家計・借金

（28.4％）、3 位は自分の病気や介護

（18.5％）となっています。「資料：国民

生活基礎調査（平成 22年調査）」 

○ 人口動態統計による自殺死亡率は人口 10

万人当たり 20.8 人であり、全国平均の

23.4 人よりも低くなっています。なお、

圏域別では、岐阜圏域 18.9人、西濃圏域

19.7人、中濃圏域 18.3人、東濃圏域 22.1

人、飛騨圏域 31.7人となっています。「資

料：人口動態調査（平成 22年調査）」 

岐阜県では、男性は 80歳以上、女性は 70

歳以上の自殺死亡者の割合が全国と比べ

て高く、近年では 10～20歳代の若年層の

自殺者数が増加しています。 

 

○ 精神障がい者は増加する傾向にあり、市

町村を基礎とした重層的な相談支援体制

の確立を図る中で、保健所及び精神保健

福祉センターは、精神科の医療機関や相

談支援事業所等と連絡調整を行いなが

ら、相談体制を強化する役割を果たす必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自殺には、失業、多重債務、職場でのス

トレス、いじめ等さまざまな要因が関係

しているため、それぞれの問題に対応す

る相談機関との緊密な連携が必要です。 

 

 

 

○ 自殺対策について、広く県民に状況の周

知と正しい知識の普及啓発を図り、関係

機関と連携し、総合的に取り組む必要が

あります。また、自殺未遂患者への救急

対応ができる体制の構築が課題となって

います。 
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○ うつ病は、双極性障害や他の精神疾患と

症状が類似しており、身体疾患との合併

もあることから、症状によって精神科医

の診断が必要です。 

○ 内科等の一般かかりつけ医と精神科医と

の連携の強化が必要です。 

 

【数値目標】 

○ 保健所及び市町村が实施した精神保健福祉相談等の被指導实人員・延べ人員の増加 

  实人員   2,526人（平成 20年度）→3,000人（平成 29年度） 

  延べ人員  4,207人（平成 20年度）→5,000人（平成 29年度） 

○ GP(general physician-psychiatrist（一般医－精神科医）)連携会議の開催地域数の増加 

  ７地域（平成 23年度）→14地域（平成 29年度） 

 

【今後の施策】 

○ 岐阜県自殺総合対策協議会や各圏域の協議会等を中心に、市町村と保健所は関係機関や団体

等と連携して、精神障がい者が住み慣れた身近な地域で、メンタルヘルス相談や障害福祉サ

ービス、基本的な医療支援を受けられる体制を構築していきます。 

○ 県民が自殺やうつ病に対する正しい知識を持ち、自殺のサインに気づいて支えあう地域づく

りを推進するための研修会を開催します。 

○ 各圏域での連携構築体制に向け、かかりつけ医と精神科医（精神科病院・精神科診療所）と

の連携（GP連携）会議を開催します。 

 

【参考図表】 

表 2-2-2-1 保健所及び市町村が实施した精神保健福祉相談等の实施状況（単位:人） 

項 目 区 分 岐阜県総数 人口 10万人あたり

人数 

人口 10万人あたり

人数（全国平均） 

精神保健福祉相談 

にかかる人数 

实人員 2,526 121.3 238.3 

延人員 4,207 202.0 644.2 

精神保健福祉訪問 

指導にかかる人数 

实人員   993  47.7  98.5 

延人員 2,481 119.1 250.6 

資料：地域保健・健康増進事業報告（平成 21年調査） 

 

表 2-2-2-2 精神保健福祉センターにおける相談等の活動状況（単位:人） 

項 目 区 分 岐阜県総数 人口 10万人あたり 

人数 

人口 10万人あたり 

人数（全国平均） 

精神保健福祉センタ

ーにおける相談活動

等による被指導人数 

实人員  78  3.7  19.0 

延人員 399 19.2 165.7 

資料：衛生行政報告例（平成 22年調査） 
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【医療連携・施策の体系図】 

 

 

【体系図の説明】 

○ 予防・アクセス 

・ 保健所や市町村等が行う精神保健福祉相談や、内科医等かかりつけ医がうつ病患者を発見

したときの連携体制の構築を通して、うつ病等精神疾患の予防に努めます。また、かかり

つけ薬局では、朋薬指導の際に表情を確認することや向精神薬の重複をチェックすること

で自殺予防のゲートキーパーとしての役割を果たします。 

○ 治療～回復 

・ 精神科医療機関により個々の患者に応じた治療（入院、外来及び訪問看護）を实施します。               

また、市町村を中心とした相談支援事業を通し、社会復帰までの計画（サービス等利用計

画）作成します。 

○ 回復～社会復帰 

・ 作成された計画をもとに、障害福祉サービス事業所により自立訓練等のサービスを提供し、

社会復帰を促進します。 

○ GP連携 

・ 内科等の身体疾患を担当する一般医療機関の医師（General physician）と精神科医

（Psychiatrist）が地域レベルで定期的な連絡会議を開催して、一般医がうつ病患者を発

見したときの日常的な連携体制の構築やケーススタディ（事例研究）を行います。 

精神科医とかかりつけ医の連携強化  
○地域レベルでの定期的な連絡会議の開催  

 ・かかりつけ医でうつ病患者を発見したときの日常

的な連携体制の構築  

 ・ケーススタディ  

  （具体的な事業内容：連携内容の検討、確認 

紹介等の連携事業の实施）   

 精神科医 かかりつけ医 

（内科医等） 

患者（身体疾患＋うつ病） 

連携 
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３ 認知症疾患対策 

 

【基本的な計画事項】  

○ 認知症患者が、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できる医療提供体制を構築しま

す。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 認知症高齢者の増加 

○ 急速な高齢化の進展に伴い、高齢者人口、

特に後期高齢者人口が増加することが推

計されていることから、認知症高齢者も

増加していくものと予想されます。 

 

 

 

２ 認知症医療の充实 

○ 認知症の早期診断・早期治療を行うとと

もに、地域の医療・福祉との連携を図る

ため、県内の７病院に「認知症疾患医療

センター」を設置しています。 

 

○ 認知症施策５か年計画（オレンジプラン）

において、高齢者の自立支援、認知症の

人の地域支援を推進するため、医師、ケ

アマネージャー、施設担当者等、医療・

介護を中心に関係者が集まる「地域ケア

会議」を平成 27年度以降、全ての市町村

で实施することとされています。 

 

○ 認知症疾患医療センターと内科医等かか

りつけ医師やかかりつけ歯科医、地域包

括支援センター等との連携を推進し、周

辺症状により専門医療が必要な認知症患

者や軽度認知症患者等、それぞれの状態

に応じた適切なサービス提供の流れを作

成・普及する必要があります。 

 

【数値目標】 

○ 認知症地域連携クリティカルパスの導入率（導入圏域数／県内圏域数）の上昇 

20.0％（県内１圏域）→100.0％（県内全圏域） 

（平成 23年度）   （平成 29年度） 

 

【今後の施策】 

○ 医療、介護の専門家など多職種が協働して实施する「地域ケア会議」の普及・定着を支援し

ていきます。 

○ 認知症患者が、心理的な抵抗を感ずることなく早期の診断や周辺症状への対応を含む治療を

受けられ、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できる医療提供体制を構築するため、地

域型認知症疾患医療センター等の専門医療機関を中心にかかりつけ医、かかりつけ歯科医、

介護機関等との情報共有と連携を支援すると共に、市町村における認知症ケアパス（状態に

応じた適切なサービス提供の流れ）の作成を推進していきます。 

○ 引き続き基幹型認知症疾患医療センターの整備を検討していきます。 

○ 認知症に関する正しい知識の普及・啓発を図ります。 

○ 医師や介護職員向けの研修を引き続き实施し、関係機関の認知症対応力の向上を推進してい

きます。 
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【医療機関一覧表（認知症疾患対策）】 

認知症疾患医療センター（地域型）  

             医療機関名 所 在 地 電 話 番 号 

岐阜圏域 公益社団法人 岐阜病院 岐阜市日野東 3-13-6 058-245-8171 

医療法人香風会 黒野病院 岐阜市洞 1020 058-239-0611 

西濃圏域 医療法人静風会 大垣病院 大垣市中野町 1-307 0584-78-3758 

中濃圏域 医療法人清仁会 のぞみの

丘ホスピタル 

美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3555 
0574-25-3188 

医療法人春陽会 慈恵中央

病院 

郡上市美並町大原 1-1 
0575-79-2030 

東濃圏域 医療法人仁誠会 大湫病院 瑞浪市大湫町 121 0572-63-2231 

飛騨圏域 医療法人生仁会 須田病院 高山市国府町村山 235-5 0577-72-2100 

 

【医療連携・施策の体系図】 

 

 

【体系図の説明】 

○ 認知症疾患医療センター（地域型） 

・ 認知症疾患に関する鑑別診断、専門医療相談等を实施するとともに、地域保健医療・介護

関係者への研修等を行っています。 

○ 認知症疾患医療センター（基幹型） 

・ 地域型の業務を实施するほか、身体合併症に対する救急・急性期医療への対応が可能な態

勢を確保することにより、県の認知症医療の中核を担います。 
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【用語の解説】 

○ 地域包括支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マ

ネジメントなどを総合的に行う機関。各区市町村に設置される。 

センターには、保健師、为任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相

互連携しながら業務にあたる。 

○ 認知症地域連携クリティカルパス 

認知症患者の情報や治療経過を医療機関、かかりつけ薬局、介護サービス機関、地域包

括支援センター等が共有することで入院治療後の退院支援を円滑に行うとともに、在宅で

の治療、介護が適切に行われるよう関係機関の連携を図るための地域連携パス 
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第３節 難病対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 難病患者及びその家族の様々なニーズに対応し、地域において患者やその家族が安心し

て、生きがいを持って生活を送ることができる環境を整備します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 難病は、原因不明で治療方法が未確立で

あり、かつ後遺症を残すおそれが尐なく

ない疾病、経過が慢性にわたり、単に経

済的な問題のみならず、介護等に著しく

人手を要するために家庭の負担が重く、

また精神的にも負担の大きい疾病です。

厚生労働省の難治性疾患克朋研究事業の

対象となっている疾患は 130 疾患、その

うち、医療費の一部を公費で負担する特

定疾患治療研究事業の対象となっている

疾患は、56疾患のみとなっています。 

  

○ 岐阜県の特定疾患治療研究事業認定患者

数は、平成 13年度は約 6,800人であった

のに対し、平成 22 年度は 10,500 人以上

と 1.5 倍まで増加しており、近年は、毎

年 500 人以上の割合で増加しています。

（表 2-3-1） 

○ 難病患者は、疾病や症状が多岐にわたる

ため、症状や障害の変動に合わせた福祉

サービスの提供、医療費助成を始めとす

る経済的支援や就労支援など、患者のニ

ーズに応じた支援が求められています。 

○ 平成 25年４月１日に施行される「障害者

総合支援法」では、障害者の定義に難病

等も追加されるため、これまで障害者手

帳を取得できなかった難病患者でも、障

害福祉サービスを受けることができるよ

うになり、制度の谷間のない支援を实施

することが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

○ 療養生活において、患者のニーズに応え、

難病患者の QOL が向上するように、行政

や医療機関、施設等が相互に連携をとり、

難病患者の療養環境の整備や就労支援な

ど、総合的な難病対策を促進していく必

要があります。 

 

 

○ 在宅において人工呼吸器使用など医療的

ケアを必要とする難病患者については、

介護者の負担が大きくなっています。 
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【数値目標】 

（就労相談件数） 

   46件（平成 23年度） → 増加（平成 29年度） 

【今後の施策】 

○ 特定疾患治療研究事業の対象疾病に係る医療費自己負担分に対する経済的支援を实施します。 

○ 岐阜県難病医療連絡協議会を中心に、難病拠点・協力病院や関係団体等が相互に連携協力す

る難病医療ネットワーク事業を实施し、重症難病患者の受入れを適時・適切に行うことがで

きる体制の整備を促進します。 

○ 日常相談や就労支援を实施する難病生きがいサポートセンター事業を实施し、地域において

難病患者やその家族が安心して、生きがいを持って生活することができる環境を整備します。 

○ 現在の医療水準では治療法が未確立で完全治癒の見込みのない難病患者及びその家族の多く

が、病気の進行や日常生活の変化に不安を抱えているため、難病相談事業や訪問指導等の難

病患者地域支援対策事業を实施することによって、日頃の悩みの解決や孤独感の解消を図り

ます。 

○ 様々な専門分野の難病患者在宅療養応援員を配置し、在宅患者や家族のニーズに合った支援

を行う難病患者在宅療養支援事業を实施することによって、患者及び家族の QOLの向上を図

ります。 

○ 市町村が实施为体となる、難病患者等の在宅における療養生活を支援するため、日常生活用

具の給付等を行う難病患者等居宅生活支援事業を促進します。 

【参考図表】 

表 2-3-1 特定疾患治療研究事業認定患者数 

 平成 13年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

患者数 6,816 8,184 8,720 9,241 10,060 10,561 

資料：衛生行政報告例 

【医療連携・施策の体系図】 

 

難病患者（家族）

難病患者団体連絡協議会

在宅患者支援

医療費補助

在宅患者対策
医療費等給付

難病医療ネットワーク

岐阜県難病患者保健・医療・福祉施策の体系図

市町村

特定疾患治療研究事業

難病患者（特定疾患）
の医療費に対する公費
負担

病院間の連携により重症難病患者に適時・適切な入院施設を提供

難病医療連絡協議会

■協議会の役割
・難病医療専門員の設置
・関係機関の連絡調整
・医療従事者研修会の開催

ネットワーク医療機関

拠点病院
（岐阜大学医学部附属病院）

基幹協力病院

一般協力病院

医療機関等

医師会 病院協会

・ ・ ・

難病患者地域支援対策推進事業 （保健所）
・難病患者訪問相談事業
・難病セミナー事業

難病患者等居宅生活支援事業 （市町村）
・難病患者等ホームヘルプサービス事業
・難病患者短期入所事業
・難病患者等日常生活用具給付事業

在宅人工呼吸器使用特定疾患患者
訪問看護治療研究事業

在宅人工呼吸器使用特定疾患
患者に対し診療報酬を越える
回数を訪問看護

県庁・保健所

各種相談

・ ・ ・ ５機関

入院施設確保

難病患者のQOLの向上、療養生活の支援を目的に、
地域における患者の自立と社会参加の促進を図る。

ホームヘルパー養成研修事業（福祉事業団委託）

難病生きがいサポートセンター事業
・難病相談・支援員の設置 （難病連委託）
・なんでも相談事業
・難病情報ホームページ事業
・難病ふれあい教室事業
・難病患者在宅療養応援員支援事業
・意志伝達装置貸与事業
・就労支援員の設置、就労連絡協議会の開催

難病患者生き生き在宅療養支援事業（県）
・難病患者在宅療養応援員の設置

３０機関

難病患者医療等相談会実施事業（難病連委託）
・専門医による相談会

災害時支援対策（県・保健所）
・在宅人工呼吸器装着患者等へ災害時準備の啓発

処遇困難事例等に関する連絡会議（保健所）
・療養支援のための関係機関と連携や災害対策に
ついて検討
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【体系図の説明】 

○ 在宅患者対策 

 ・在宅療養難病患者やその家族の日常生活の相談や、専門医師による疾病に関する相談等に応

じ、療養生活に対する不安の軽減を図ります。 

○ 医療費等給付 

 ・特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患患者の医療費の一部を公

費により負担し、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ります。 

○ 難病医療ネットワーク 

 ・難病医療拠点病院を中心に、難病医療協力病院間のネットワークを整備し、重症難病患者に

対し、適時適切な入院施設を確保できるよう連携を図ります。 

 

【用語の解説】 

○ 難治性疾患克服研究事業 

症例数が尐なく、原因不明で治療方法が未確立であり、かつ生活面で長期に渡り支障が

ある疾患について、国が研究班を設置し、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究を行

うもの。現在 130疾患が対象となっている。 

○ 特定疾患治療研究事業 

     原因不明、治療方法未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが尐なくない疾病として国

が調査研究を進めている疾患のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く

患者数が比較的尐ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等

に困難をきたすおそれのある疾患を対象とした研究事業。 
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【医療機関一覧表（難病対策）】 

○ 難病医療ネットワーク協力機関 

 区分 医療機関名 所在地 電話番号 

岐
阜 

拠点 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸１－１ 058-230-6000 

基幹 岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111 

一般 

岐阜市民病院  岐阜市鹿島町 7-1 058-251-1101 

岐阜赤十字病院 岐阜市岩倉町 3-36 058-231-2266 

医療法人和光会 山田メディカルクリニック 岐阜市東金宝町 1-12 058-265-1411 

医療法人社団慈朊会 澤田病院 岐阜市野一色 7-2-5 058-247-3355 

河村病院 岐阜市芥見大般若 1-84 058-241-3311 

朝日大学歯学部附属  村上記念病院 岐阜市橋本町 3-23 058-253-8001 

山内ホスピタル 岐阜市市橋 3-7-22 058-276-2131 

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 岐阜市長良 1300-7 058-232-7755 

公立学校共済組合 東海中央病院 各務原市蘇原東島町 4-6-2 0583-82-3101 

医療法人東山会 長良川病院 羽島市竹鼻町梅ヶ枝町 370-1 058-392-2525 

松波総合病院 羽島郡笠松町田代 185-1 058-388-0111 

朝日大学歯学部附属病院 瑞穂市穂積 1851-1 058-329-1112 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 山県市高富 1187-3 0581-22-1811 

羽島市民病院 羽島市新生町 3-246 058-383-0111 

西
濃 

基幹 大垣市民病院 大垣市南頬町 4-86 0584-81-3341 

一般 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 養老郡養老町押越 986 0584-32-1161 

国民健康保険 関ケ原病院 不破郡関ヶ原町関ヶ原 2490-29 0584-43-1122 

海津市医師会病院 海津市海津町福江 656-16 0584-53-7111 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 0585-21-1111 

中
濃 

基幹 木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井 590 0574-25-2181 

一般 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 関市若草通 5-1 0575-22-2211 

医療法人香徳会 関中央病院 関市平成通 2-6-18 0575-22-0012 

医療法人新生会 八幡病院 郡上市八幡町桜町 278 0575-65-2151 

医療法人社団白鳳会 鷲見病院 郡上市白鳥町白鳥 2-1 0575-82-3151 

岐阜社会保険病院 可児市土田 1221-5 0574-25-3113 

東
濃 

基幹 岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町 5-161 0572-22-5311 

一般 

社会医療法人厚生会 多治見市民病院 多治見市前畑町 3-43 0572-22-5211 

岐阜県厚生農業協同組合連合会  東濃厚生病院 瑞浪市土岐町 76-1 0572-68-4111 

土岐市立総合病院 土岐市土岐津町土岐口 703-24 0572-55-2111 

国民健康保険坂下病院 中津川市坂下 722-1 0573-75-3118 

総合病院 中津川市民病院 中津川市駒場 1522-1 0573-66-1251 

飛
騨 

基幹 高山赤十字病院 高山市天満町 3-11 0577-32-1111 

一般 
岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 高山市中切町 1-1 0577-32-1115 

岐阜県立下呂温泉病院 下呂市幸田 1162 0576-25-2820 
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第４節 感染症・結核対策 

 

１ 感染症対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 健康危機管理の観点から、迅速かつ的確な情報収集、適切な予防や治療及び大規模感染症

の発生などに対応するため、岐阜県感染症情報センターの充实を図ります。 

○ 新興・再興感染症の発生に備え、日頃から、感染症の予防やまん延防止のための普及啓発

を図るとともに、ワクチンに関する正しい知識の普及を進め予防接種を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 感染症の発生 

○ 県では、「岐阜県感染症予防計画」に基づ

き感染症の予防のための施策を实施して

います。 

○ 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上

により、多くの感染症が克朋されてきま

したが、新型インフルエンザ、重症急性

呼吸器症候群（SARS）等の新興感染症や、

結核、マラリア等の再興感染症など、様々

な感染症が発生し、今なお人類に脅威を

与えています。 

○ また、近年では、手足口病、咽頭結膜熱

（プール熱）、流行性耳下腺炎（おたふく

かぜ）の小学校などでの流行、Ｏ157を代

表とする腸管出血性大腸菌感染症の保育

所等での集団感染やノロウイルスなどに

よる感染性胃腸炎の社会福祉施設での集

団感染事例が多発するなど、免疫力の低

い小児や高齢者などの間で様々な感染症

が流行を繰り返す傾向があります。 

 

２ 感染症に関する情報提供 

○ 感染症の発生やまん延防止のため、感染

症の発生の正確な把握や分析を行い、県

のホームページなどにより、その結果を

情報提供しています。 

 

３ 予防接種 

○ 予防接種法に基づき市町村が定期の予防

接種を实施していますが、その接種率が

十分な水準に達していないものがありま

 

○ 岐阜県感染症予防計画を随時改訂し、迅

速・的確な体制整備を図る必要がありま

す。 

○ 新興感染症の発生に備えた対策の充实と

ともに、今後さらに増加が予想される免

疫力が低い小児や高齢者への対応が求め

られています。 

○ 感染症発生時の対策として感染症指定医

療機関の確保・整備を図る必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 感染症発生時の迅速・的確な拡大防止が

重要であることから、感染症に関する情

報収集、病原体検査能力の向上等、体制

の充实が必要です。 

 

 

○ 予防接種に関する正しい知識の普及を進

め、市町村や医師会等関係者と連携し、

県民の理解を得つつ、接種率の向上に向
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す。 

○ 市町村や医療機関からの予防接種に関す

る相談等が増加しており、県では岐阜県

予防接種センターを設置し対応していま

す。 

けて対策を推進する必要があります。 

 

【今後の施策】 

○ 岐阜県感染症情報センターにおいて、リアルタイム感染症サーベイランスの活用や、感染症

発生動向調査事業により、患者情報や病原体情報を収集・解析し、医療機関や県民への情報

提供を实施します。また、感染症に関する専門知識を持った人材を養成します。 

○ 定期予防接種の広域化に取り組むなど、岐阜県予防接種センター（岐阜大学医学部附属病院）

と連携し、予防接種体制の充实を図ります。 

○ 感染症のまん延を防止するため、感染症指定医療機関の施設整備、運営等を支援します。 

○ 「岐阜県感染症予防計画」を適宜改訂しつつ、迅速かつ適切な対応を講じることができる体

制の整備を図ります。 

 

【岐阜県感染症予防計画】 

  基本的考え方 

    ◇  事前対応型行政の構築 

    ◇  個々の県民に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策 

    ◇  患者・感染者の人権の尊重 

    ◇  健康危機管理の観点に立った対応 

    ◇  結核対策 

  関係団体等の役割 

   県  等：感染症の発生･まん延防止の施策实施、知識の普及、人材養成、検査 

体制の整備、保健所の機能強化等 

     医 師 等：患者の理解のもとでの良質・適切な医療の提供、行政機関への積極的協力等 

   獣医師等：行政機関への積極的協力、動物取扱業者における感染防止に関する知識及び 

技術の習得等 

     学  校：教職員自ら情報の収集、児童生徒等が感染症に関する正しい知識を習得 

   県  民：感染症に対する正しい知識の習得、感染症予防の注意、患者等の人権の尊重 

 予防接種の推進 

 特定感染症予防指針 

 感染症を取り巻く状況に即した感染症対策の推進 

 各 論 

○ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 

○ 感染症のまん延防止に関する事項 

○ 感染症の医療体制に関する事項 

○ 感染症及び病原体等に関する調査及び研究の推進に関する事項 

○ 感染症の検査体制及び検査能力の向上に関する事項 

○ 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項 

○ 感染症の知識の啓発及び人権の尊重に関する事項 

○ 緊急時における対策に関する事項 

○ その他の重要事項 
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 【医療機関一覧表（感染症対策）】 

感染症指定医療機関等（平成 24年４月１日現在） 
○ 第一種感染症指定医療機関 ： １医療機関（２床） 

医療機関名 病床数 所  在  地 電話番号 
岐阜赤十字病院   ２床 岐阜市岩倉町3-36 058-231-2266 
 
○ 第二種感染症指定医療機関 ： ５医療機関（28床） 

医療機関名 病床数 所  在  地 電話番号 

岐阜赤十字病院 ６床 岐阜市岩倉町 3-36 058-231-2266 

大垣市民病院 ６床 大垣市見取町 4-2  0584-81-3341 

岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 ６床 関市若草通 5-1   0575-22-2211 

岐阜県立多治見病院 ６床 多治見市前畑町 5-161  0572-22-5311 

岐阜県厚生農業協同組合連合会久美愛厚生病院  ４床 高山市中切町 1-1   0577-32-1111 

 

二次及び三次予防接種医療機関（平成 24年４月現在） 

○ 三次予防接種医療機関 

 

○ 二次予防接種医療機関 

医療機関名 所  在  地 電話番号 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000 

 岐阜県（34機関）  

医療機関名 所  在  地 電話番号 

岐

阜 

岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111 

岐阜市民病院 岐阜市鹿島町 7-1 058-251-1101 

岐阜赤十字病院 岐阜市岩倉町 3-36 058-231-2266 

独立行政法人国立病院機構長良医療センター 岐阜市長良 1300-7 058-232-7755 

公立学校共済組合東海中央病院 各務原市蘇原東島町 4-6-2 058-382-3101 

岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生病院 山県市高富 1187-3 0581-22-1811 

羽島市民病院 羽島市新生町 3-246 058-393-0111 

松波総合病院 羽島郡笠松町田代 185-1 058-388-0111 

西

濃 

大垣市民病院 大垣市南頬町 4-86 0584-81-3341 

岐阜県厚生農業協同組合連合会西美濃厚生病院 養老郡養老町押越 986 0584-32-1161 

博愛会病院 不破郡垂井町 2210-42 0584-23-1251 

岐阜県厚生農業協同組合連合会揖斐厚生病院 揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 0585-21-1111 

中

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 関市若草通 5-1 0575-22-2211 

美濃市立美濃病院 美濃市中央 4-3 0575-33-1221 

郡上市民病院 郡上市八幡町島谷 1261 0575-67-1611 

郡上市国保白鳥病院 郡上市白鳥町為真 1205-1 0575-82-3131 

木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井 590 0574-25-2181 

太田病院 美濃加茂市太田町 2855-1 0574-26-1251 

岐阜社会保険病院 可児市土田 1221-5 0574-25-3113 

医療法人馨仁会藤掛病院 可児市広見 876 0574-62-0030 

医療法人白水会白川病院 加茂郡白川町坂ノ東 5770 0574-72-2222 

東 岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町 5-161 0572-22-5311 
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【用語の解説】 

○ 新型インフルエンザ 

インフルエンザウイルスの性質が変異することによって、これまで人に感染しなかった

インフルエンザウイルスが人に感染するようになり、さらに人から人へ感染するようにな

っておこる致死率の高い病気。 

○ 重症急性呼吸器症候群（SARS：severe acute respiratory syndrome） 

平成15年（2003年）に新しく発見されたSARSコロナウイルスによる感染症。为な症状は

38℃ 以上の高熱、咳、息切れ、呼吸困難などで、胸部エックス線写真で肺炎などの所見

が見られる。 

 

 

濃 社会医療法人厚生会多治見市民病院 多治見市前畑町 3-43 0572-22-5211 

東

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会東濃厚生病院 瑞浪市土岐町 76-1 0572-68-4111 

土岐市立総合病院 土岐市土岐津町土岐口 703-24 0572-55-2111 

総合病院中津川市民病院 中津川市駒場 1522-1 0573-66-1251 

国民健康保険坂下病院 中津川市坂下 722-1 0573-75-3118 

市立恵那病院 恵那市大井町 2725 0573-26-2121 

国民健康保険上矢作病院 恵那市上矢作町 3111-2 0573-47-2211 

飛

騨 

岐阜県立下呂温泉病院 下呂市幸田 1162 0576-25-2820 

下呂市立金山病院 下呂市金山町金山 973-6 0576-32-2121 

高山赤十字病院 高山市天満町 3-11 0577-32-1111 

岐阜県厚生農業協同組合連合会久美愛厚生病院 高山市中切町 1-1 0577-32-1115 

国民健康保険飛騨市民病院 飛騨市神岡町東町 725 0578-82-1150 

 静岡県（１機関） 

医療機関名 所在地 電話番号 

独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター 静岡市葵区漆山 886 054-245-5446 

 愛知県（４機関） 

医療機関名 所在地 電話番号 

国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 名古屋市昭和区鶴舞町 65 052-741-2111 

社会保険中京病院 名古屋市南区三条 1-1-10 052-691-7151 

名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 名古屋市西区栄生 2-26-11 052-551-6121 

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 弥富市前ケ須町南本田 396 0567-65-2511 

 三重県（２機関） 

医療機関名 所在地 電話番号 

独立行政法人国立病院機構三重病院 津市大里窪田町 357 059-232-2531 

地方独立行政法人桑名市総合医療センター 桑名市寿 3-11 0594-22-1115 
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２ エイズ対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ HIV感染者やエイズ患者の発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、人権保護のための

正しい知識の普及を取り組みの柱として、積極的かつ重点的な対策を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ HIV感染者・エイズ患者数 

○ 本県における平成 23 年の HIV 感染者・  

エイズ患者報告数は、HIV感染者が 21人、

エイズ患者が 12人といずれも過去最多と 

なりました。(表 2-4-2-1、図 2-4-2-1) 

○ HIV 感染者・エイズ患者 33 人のうち、31

人が男性で、男性の増加傾向が持続して

います。 

○ 年齢階級別にみると、30 歳代 14 人

（42.4％）、20歳代 10人（30.3％）、50

歳代４人（12.1％）となっています。 

○ 男性 31人の感染経路は、異性間性的接触 

が６件（19.4％）、同性間性的接触が 21

件（67.7％）、母子感染１件（3.2％）、

その他・不明は３件（9.7％）でした。 

 

○ 患者等の感染経路については、性的接触

による感染が大部分を占め、その中でも

多数を占める個別施策層（青尐年、MSM等）

に対する効果的な施策の实施が必要で

す。 

 

２ 保健所の HIV検査・相談 

○ 保健所における HIV 抗体検査・相談件数 

は、平成 20年をピーク（検査 961件、相

談 1,262 件）に、２年連続して減尐しま

したが、23 年はわずかに増加に転じまし

た（検査 775件、相談 1,042件）。 

 

 

○ 個人における早期発見・早期治療及び社

会における感染拡大防止の観点から、検

査・相談の機会の拡充を図ることが重要

です。 

 

３ 診療体制 

○ 県内に拠点病院等を８か所整備してお

り、エイズ治療の中核拠点病院（岐阜大

学医学部附属病院）に委託して、拠点病

院への情報提供、エイズ診療に当たる医

療関係者、保健所及び市町村等の担当者

への研修等を实施しています。 

 

 

○ エイズ治療の中核拠点病院を中心とした

総合的なエイズ医療体制の整備と診療の

質の向上を図る必要があります。 

 

【数値目標】 

○ 保健所における HIV検査・相談件数の増加 

HIV検査     775 件（平成 23年）  →  900件（平成 28年） 

 相  談  1,042件（平成 23年）    → 1,200件（平成 28年） 
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【今後の施策】 

○ 世界エイズデーを中心としたキャンペーンや、学校への出前講座により、エイズに関する正

しい知識の普及や、患者や感染者に対する差別や偏見の解消を推進します。 

○ 個別施策層（青尐年、MSM 等）を対象とした HIV 検査会の实施など、検査・相談体制の充实

を図ります。 

○ エイズ治療の中核拠点病院を中心として、エイズ拠点病院等、関係医療機関との連携のもと

にエイズ診療体制の確保を図ります。 

○ 予防はもとより感染者・患者の人権保護のための正しい知識の普及啓発を図ります。 

○ 対象者に応じたパンフレット等の配布、地域研修会や世界エイズデーに合わせ、キャンペー

ンの实施や各種広報媒体による啓発を集中して展開します。 

○ 性感染症を合わせたエイズ予防についての正しい知識を普及するため、学校への出前講習を

实施します。 

 

【参考図表】 

表 2-4-2-1 岐阜県・HIV感染者／AIDS患者報告数 

区  分 2011年新規 1989年からの累計 

HIV感染者数 21人（過去１位） 101人 

AIDS患者数 12人（過去１位） 84人 

合   計 33人（過去１位） 185人 

資料：平成23年エイズ発生動向年報 

 

図2-4-2-1 岐阜県・新規HIV感染者／AIDS患者年次別推移 

 

資料：平成 23年エイズ発生動向年報  
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【医療機関一覧表（エイズ対策）】 

 エイズ治療中核拠点病院及びエイズ拠点病院等（平成 24年４月１日現在） 
 

○ エイズ治療の中核拠点病院 ： １医療機関 

医 療 機 関 名 所在地 電話番号 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院  岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000 

 

○ エイズ拠点病院 ： ８医療機関 

医 療 機 関 名 所在地 電話番号 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院  岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000   

独立行政法人国立病院機構長良医療センター 岐阜市長良 1300-7 058-232-7755 

岐阜県総合医療センター     岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111 

大垣市民病院          大垣市南頬町 4-86 0584-81-3341 

木沢記念病院          美濃加茂市古井町下古井 590 0574-25-2181 

岐阜県立多治見病院          多治見市前畑町 5-161 0572-22-5311 

岐阜県立下呂温泉病院        下呂市幸田 1162 0576-25-2820 

高山赤十字病院    高山市天満町 3-11 0577-32-1111 

 

○ エイズ相談窓口 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

岐阜県庁エイズ相談室(保健医療課) 岐阜市薮田南 2-1-1 058-272-8270 

岐阜保健所 各務原市那加不動丘 1-1 058-380-3004 

西濃保健所 大垣市江崎町 422-3 0584-73-1111  内線 273 

関保健所 美濃市生櫛 1612-2 0575-33-4011  内線 375 

中濃保健所 美濃加茂市古井町下古井 2610-1 0574-25-3111  内線 365 

東濃保健所 多治見市上野町 5-68-1 0572-23-1111  内線 362 

恵那保健所 恵那市長島町正家後田 1067-71 0573-26-1111  内線 259 

飛騨保健所 高山市上岡本町 7-468 0577-33-1111  内線 310 

岐阜市保健所 岐阜市都通 2-11 058-252-7191 

 

【用語の解説】 

○ HIV 感染者 

ヒト免疫不全ウィルス（Human immunodeficiency virus：HIV）に感染した者。 

○ エイズ患者 

HIV 感染症が進行した結果、免疫機能が低下し、日和見感染症や悪性腫瘍などの症状を

呈し、医師がエイズと診断した状態の者。 

○ MSM  

Men who have sex with menの略。男性間で性行為を行う者。 
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３ 新型インフルエンザ対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 「岐阜県新型インフルエンザ行動計画」に基づき、ウイルスの病原性や感染力等に応じた

柔軟な対策を迅速かつ合理的に实施できるよう体制整備を推進します。 

○ 抗インフルエンザウイルス薬の必要数を確保します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 新型インフルエンザ行動計画の策定 

○ 新型インフルエンザ発生時に、行政、医

療機関、事業者、個人のそれぞれが、対

策の基本的方針や役割等を共通に理解

し、一体となって展開していくため、政

府の新型インフルエンザ対策行動計画に

基づき「岐阜県新型インフルエンザ対策

行動計画」を策定しています（平成 17年

12月策定、平成 21年２月改定）。 

○ 平成 24年３月には、国行動計画や、平成

21年度のインフルエンザ（H1N1）2009流

行時の経験等を踏まえ、県行動計画を改

定しました。 

 

○ 医療体制やワクチン接種体制等の具体的

な内容については、国が定めるガイドラ

インを参考に関係者と検討することとし

ており、必要に応じ、マニュアル等の策

定・整備を図る必要があります。 

○ 新型インフルエンザの発生に的確に対応

するため、抗インフルエンザウイルス薬、

マスク等、防疫用品・資材を備蓄する必

要があります。 
 

 

 

２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の

制定 

○ 新型インフルエンザ対策の实効性を高

め、国民の生命や健康の保護、国民生活

や経済に及ぼす影響を最小限にとどめる

ことを目的に、平成 24年４月 27日、新

型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成 24年法律第 31号）が成立し、５月 11

日に公布されました。 

 

 

 

○ 特別別措置法が施行後は、対策本部の運

用（条例の制定）、県行動計画に基づく

緊急対策チーム立ち上げ、市町村行動計

画への指導等、社会機能維持対策を含め

た対応がこれまで以上に求められていま

す。 

 

【今後の施策】 

○ 国のガイドライン等により詳細な方針が示された後、医師会、薬剤師会等関係者と協議しな

がら、公衆衛生対策に関する体制整備について具体的手順等を策定します。 

○ 電気、ガス、通信等のライフライン関係機関と連携し、社会機能維持に関する体制整備を図

るとともに、市町村の体制整備を推進します。 

○ 新型インフルエンザ発生時に備え、抗インフルエンザウイルス薬の必要数を確保します。 

 

＜岐阜県新型インフルエンザ対策行動計画（平成24年３月改定）の概要＞ 

１ 総論的事項 

 (1) 行動計画の運用の弾力化 
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  ア 病原性・感染力等が高い場合も対応できるよう計画には強力な措置を記載 

  イ ウイルスの特徴に関する情報が得られ次第、適切な対策に切り替え 

 (2) 地域の状況に応じた対策の切り替え 

   県単位で発生段階（県内発生早期、県内感染期）を判断し、医療提供体制確保、感染拡大

抑制策等を切り替え 

 (3) 県独自の対策を計画に位置付け 

   リアルタイム感染症サーベイランスの活用、病原性・感染力に応じた柔軟な組織体制、各

種会議による医療関係者・市町村との連携を強化、等 

２ サーベイランス・情報収集 

 (1) 平時から「患者発生サーベイランス」、「学校サーベイランス」、「ウイルスサーベイラ

ンス」、「入院サーベイランス」を实施 

 (2) 海外発生期から県内発生早期には、「全数把握」、「集団発生の把握強化」を实施 

３ 予防・まん延防止 

 (1) 濃厚接触者に対する健康観察、予防投与などは県内発生早期までで終了 

 (2) 外出・集会の自粛、学校の臨時休業等は、感染拡大に伴い順次緩和 

４ 医療体制 

  (1) 「発熱外来」、「発熱相談センター」を、それぞれ「帰国者・接触者外来」「帰国者・接

触者相談センター」に改め、振り分け対象者を「発生国からの帰国者や、国内患者の濃厚

接触者であって、発熱・呼吸器症状等を有する者」に限定。その他の発熱者等は一般医療

機関を受診。 

  (2) 県内感染期以降は、一般医療機関での対応に切り替え 

５ ワクチン 

  (1) 公費で集団的な接種を行うことを基本とした接種体制を構築 

  (2) 市町村が具体的な实施方法について策定（国・県が支援） 

６ ガイドライン等の策定 

    対策切り替えの基準、休業等要請の考え方、医療提供体制の詳細、ワクチン接種の仕組みの

導入等については、ガイドライン策定・改定時に検討 
 
 
 
○ 特別措置法の概要  

◇ 危機管理法制である災害対策基本法や国

民保護法がモデル 

◇ 政府が緊急事態を宣言すると、流行の拡

大を防ぐため、知事は、 

・ 多数の人が利用する施設使用・催し 

物の制限の指示 

・ 医師への医療の指示 

・ 臨時医療施設開設のための土地等の 

強制使用 

・ 医薬品や食品の確保のための保管命 

令等が可能となる（罰則規定有り） 

◇ また、知事は交通機関やNHKを含む指定

公共機関に対し、緊急事態宣言の発令時

に「総合調整」という権限に基づく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             特別措置の流れ         

 新型インフルエンザ発生    

                                                

 政府、都道府県が対策本部設置    

                                                

 政府が緊急事態宣言   

 

 

 

 

 

 政  府 ・基本方針、総合調整 

 都道府県 ・休校や催し中止などの制限 

      ・医療関係者に対応を要請、指示 

      ・臨時の医療施設を開設 

 市 町 村 ・住民への予防接種 

 

 宣 言 解 除   

 ２年以内、１年延長可 

  「必要な指示」ができる。 
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○ 行動計画に基づく抗インフルエンザ薬の備蓄目標量と配分 

備蓄者 

 

配当量 

タミフル リレンザ 合 計 

 国       26,800,000人分       2,680,000人分      29,480,000人分 

 予防投与用        3,000,000人分   

 都道府県       23,800,000人分       1,330,000人分      25,130,000人分 

  岐阜県（再掲）            389,800 人分             21,800人分           411,600 人分 

 通常流通分           4,000,000人分               －         4,000,000人分 

計          54,600,000人分          4,010,000人分        58,610,000人分 

 

【用語の解説】 

○ インフルエンザ（H1N1）2009 

2009年（平成21年）４月にメキシコで確認され世界的大流行となったH1N1亜型のウイル

スを病原体とするインフルエンザをいう。2009 年（平成21年）４月の時点で、感染症法

に基づき、厚生労働大臣が、新型インフルエンザ等感染症の発生として公表し、以降、「新

型インフルエンザ（A/H1N1）」との名称が用いられた。2011年（平成23年）３月に厚生労

働大臣は、大部分の人がそのウイルスに対する免疫を獲得したこと等により、感染症法に

基づき新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨を公表し、新型インフルエン

ザ（A/H1N1）については、季節性インフルエンザとして扱い、その名称については、「イ

ンフルエンザ（H1N1）2009」としている。 

○ 抗インフルエンザウイルス薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエンザの症

状を軽減する薬剤。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイルス薬の一つであ

り、ウイルスの増殖を抑える効果がある。 
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４ 結核対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 結核患者の早期発見や早期治療を促進するための対策を推進し、適正な結核医療の普及と

患者支援体制の充实強化を図ります。 

○ 重点的な対策として、結核患者の大半を占める高齢者への対策や、特に結核罹患率等が高

い地域について地域の实情に即した対策を展開します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 結核を取り巻く状況は、昭和 26年の結核

予防法制定以来、結核患者数が大幅に減

尐するなど、飛躍的に改善してきました。 

○ 本県において、昭和 40年には１年間に新

たに 5,758 人[罹患率（人口 10 万対）

338.6]の患者が報告されていましたが、

その後著しく減尐しましたが、平成 23年

には 434 人[同 21.0]と、前年（414 人）

に比べ増加するなど、近年は減尐速度が

鈍化しています。（図 2-4-4-1） 

○ 特に高齢者の発病が多く、平成23年中の

新登録患者の76.0％を60歳以上が占めて

います。（図2-4-4-2） 

○ 新登録肺結核患者の菌培養検査結果把握

割合（県 66.7％、全国 79.4％）、薬剤感

受性検査結果把握割合（県 56.4％、全国

73.7％）が全国に比べ低い状況です。（図

2-4-4-3、図 2-4-4-4） 

○ 肺結核患者の入院期間（中央値：県 79日、

全国 65日）が全国に比べ長い状況です。

（図 2-4-4-5） 

○ 結核罹患率等の指標に地域格差［罹患率

（最高：東濃保健所管内 29.7、最低：飛

騨保健所管内 13.4）］がみられます。 

○ 今後は、高齢化の進展に伴い、さらに高

齢者の発病が増加することが危惧され、

また治療の中断等による多剤耐性結核菌

の発生や重度の合併症など、治療の困難

な事例の増加が予想されます。 

○ 結核に対する県民の意識は希薄になって

きており、市町村が实施する結核健康診

断の受診率が低い現状にあり、健診の必

要性の周知が必要となっています。 

 

 

 

 

○ 結核の治療内容、菌検査及び薬剤感受性

検査の結果、入院期間等の情報を確实に

把握し、効果的な結核対策を講ずる必要

があります。 

 

 

 

 

○ 地域の实情に応じた重点的な結核対策が

必要となっています。 

○ 結核の入院医療を提供する機関として、

７医療機関に 137 床の結核病床がありま

す。 

○ 地域偏在のない必要な結核病床の確保及

び適正な配置が必要です。 
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【数値目標】 

○ 結核指標の改善（罹患率、死亡率の低下） 

 罹患率（人口 10万対）  21.0（平成 23年） →  16.4（平成 28年） 

 死亡率（人口 10万対）   1.4（平成 23年）  →    1.3（平成 28年） 

○ 結核菌検査、薬剤感受性検査結果の把握率の上昇 

 結核菌検査     67.0％（平成 23年） →  80.0％（平成 28年） 

 感受性検査     56.4％（平成 23年） →  65.0％（平成 28年） 

○ 結核健康診断受診率の上昇 

 受診率       41.4％（平成 22年） →  60.0％（平成 27年）             

 

【今後の施策】 

○ 患者発生時の医師から保健所への迅速な届出や、保健所の保健師による早期の家庭訪問指導

を徹底するなど、保健所と医療機関が連携し患者支援体制の充实を図るとともに、健康診断

の確实な受診や有症状時の早期受診の勧奨について県民への普及啓発を实施します。 

○ 学校や高齢者入所施設における結核対策を重点的に推進するとともに、結核罹患率の高い地

域において、地域の实情、課題に即した結核対策を推進します。 

○ 結核の早期発見と結核医療の質的向上を図るため、医療従事者に対する研修を实施し、適正

な結核医療の普及を推進します。 

○ 結核菌検査の实施の徹底について、患者及び医療機関に周知するとともに、病状及び菌検査

結果等の正確な把握を推進します。 

○ 必要に応じ、薬剤感受性検査及び分子疫学的手法を用いた病原体サーベイランスを行うなど

結核発生動向調査の精度向上を推進します。 

○ 必要な結核病床の確保及び適正な配置を促進します。 

○ 結核の標準治療のほか、多剤耐性結核の治療及び合併症を为に担う医療機関の確保を推進し

ます。 

○ 保健所と医療機関等との連携のもと、朋薬支援（DOTS）事業を展開し、結核患者の治療完遂

及び多剤耐性結核菌の出現防止に努め、円滑な朋薬支援の対策を推進します。 

 

【参考図表】 

図2-4-4-1  結核罹患率（人口10万対） 年次推移 

 

資料：結核登録者情報調査年報集計 
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図2-4-4-2  結核新登録者のうち60歳以上の割合 年次推移 

 

資料：結核登録者情報調査年報集計 

 

図 2-4-4-3  新登録肺結核中培養検査結果把握割合（％） 
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資料：結核登録者情報調査年報集計 

 

図 2-4-4-4  新登録肺結核培養陽性中薬剤感受性結果把握割合（％）
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資料：結核登録者情報調査年報集計 
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図 2-4-4-5  前年登録肺結核退院者入院期間中央値(日）
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資料：結核登録者情報調査年報集計 

 

【医療機関一覧表（結核対策）】 

結核指定医療機関等（平成 24年４月１日現在） 
○ 結核病床を有する医療機関：   ７医療機関（137床） 

医 療 機 関 名 病床数 所在地 電話番号 
 独立行政法人国立病院機構長良医療センター   52 岐 阜 市 058-232-7755 
 羽島市民病院   10 羽 島 市 058-393-0111 
 大垣市民病院   40 大 垣 市 0584-81-3341 
 郡上市国保白鳥病院    4 郡 上 市 0575-82-3131 
 岐阜県立多治見病院   13 多治見市 0572-22-5311 
 市立恵那病院   10 恵 那 市 0573-26-2121 
 岐阜県厚生農業協同組合連合会久美愛厚生病院    8 高 山 市 0577-32-1115 
○ モデル病床を有する医療機関：   ２医療機関（８床） 

医 療 機 関 名 病床数 所在地 電話番号 
 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院    6 関  市 0575-22-2211 
 岐阜県立多治見病院   2 多治見市 0572-22-5311 

 

【用語の解説】 

○ 多剤耐性結核菌 

INH（イソニコチン酸ヒドラジド）、RFP（リファンピシン）という２つの抗結核薬に耐

性である結核菌。 

○ DOTS 

Directly observed treatment，short-courseの略。直接朋薬確認療法。WHOが推奨する

患者の朋薬を第三者が確認する治療法。 
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５ 肝炎対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 肝炎感染者の早期発見と肝炎患者の早期で適切な治療の推進を図るため、肝炎ウイルス検

査の充实や、肝炎に関する正しい知識の普及、岐阜県医師会や医療機関等と連携した医療

体制の充实に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 総合的な肝炎対策 

○ 我が国のウイルス性肝炎の患者・感染者

数は、Ｂ型で 110～140万人、Ｃ型では 190

～230万人と推定されています。 

○ 検査・治療・普及啓発に係る総合的な肝

炎対策が推進されるよう、国において「全

国肝炎対策懇談会」が設置され、岐阜県

においては、「岐阜県肝炎対策協議会」を

設置・開催しています。 

 

 

 

２ 検査体制の充实 

○ 県及び市町村は、肝炎ウイルス検査の機

会を設け、検査体制の充实を図っていま

す。 

 

 

○ 肝炎ウイルスの持続感染者であることを

知らず適切な治療を受けていない者が多

く存在すると考えられ、早期発見、早期

治療への結びつけが必要です。 

３ 診療体制の整備 

○ 肝疾患の診療においては、かかりつけ医

と肝疾患に関する専門的な医療機関との

連結が必須であることから、肝疾患診療

連携拠点病院、肝疾患専門医療機関を指

定し、役割に応じた診療体制を構築して

います。 

○ 良質かつ適切な医療が受けられるよう

に、医師向け、医療従事者向けの研修会

を開催しています。 

 

○ 肝硬変や肝がんといったより重篤な疾病

への進行を防止するため、肝炎感染者の

早期発見及び肝炎患者の早期・適切な治

療の推進が、県民の健康保持の観点から

喫緊の課題となっています。 

○ 肝炎ウイルス持続感染者や肝炎患者等を

適切な医療へと導き、感染者や患者、そ

の家族からの相談等に対応できる肝疾患

に関する専門知識を持った人材を養成す

る必要があります。 

４ 肝炎治療促進のための環境整備（医療費

助成） 

○ インターフェロン治療及び核酸アナログ

製剤治療の経済的負担を軽減し、肝炎治

療を促進していくための環境を整備して

ます。 

 

 

５ 普及啓発・情報提供 

○ リーフットの作成・配布、テレビ、ラジ
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オ等による普及啓発、一般県民を対象と

した講習会の開催による情報提供などを

行っています。 

 

【数値目標】 

○ 保健所における肝炎ウイルス検査数の増加 

 検査数  193件（平成 23年度）  →  250件（平成 28年度） 

 

【今後の施策】 

○ かかりつけ医と肝疾患に関する専門的な医療機関との連携が必須であることから、岐阜県肝

疾患診療連携拠点病院等連絡協議会や岐阜県医師会との連携のもと、それぞれの役割に応じ

た診療体制の構築を推進します。 

○ 肝炎治療を推進するため、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療の経済的負担の

軽減を図ります。 

○ 肝炎ウイルス持続感染者や肝炎患者等を適切な医療へと導き、感染者や患者、その家族から

の相談等に対応できる、肝疾患の専門知識を持った人材を養成します。 

○ 肝炎ウイルス検査の機会を設け、リーフレット、ホームページ、講演会等を通じ早期検査に

よる早期発見の重要性を訴えるなど検査体制の充实を図ります。 

○ 肝炎ウイルスに関する正しい知識の普及、検査の受診勧奨及び医療費助成制度等についての

普及啓発を図ります。 

 

【医療連携・施策の体系図】 

受診勧奨
医療機関紹介

かかりつけ医療機関

協力医療機関

岐阜県における肝疾患診療連携体制

保健所 市町村検診

職員検診 県医師会委託

陽性者

肝炎ウイルス検査

肝疾患診療連携拠点病院

(岐阜大学医学部附属病院)
・肝疾患相談センター
・肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

(岐阜大学医学部附属病院、岐阜県総合
医療センター、岐阜市民病院、松波総合
病院、朝日大学歯学部附属村上記念病
院、岐阜中央病院、羽島市民病院、大垣
市民病院、中濃厚生病院、岐阜県立多
治見病院、岐阜県立下呂温泉病院、
高山赤十字病院)

ネットワークの中心的役割

地域の医療機関への診療支援

肝炎治療に係る医療の提供

岐阜県肝炎対策協議会

構成：拠点病院、医師会、専門医、患者、
行政機関の代表者等

事務局：県保健医療課

総合的体系的な肝炎対策事業の
推進のための検討

研修・診療支援 連携・情報交換

ウイルス肝炎研究部会（県医師会）

肝疾患診療ネットワーク

診療支援
保健所

県（審査会）

申請

受給者
承認

研修・診療支援

連携・情報交換

肝炎治療医療費助成

・日本肝臓学会肝臓専門医がいる医療機関
・岐阜県（委託事業を含む。）または肝疾患
診療連携拠点病院が実施する肝炎に関
する研修又は講演会を受講した者がいる
医療機関

インターフェロン治療・
核酸ｱﾅﾛｸﾞ製剤治療導入の判断

診断書発行

助言・
診療支援

専門医療機関協力医療機関
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【医療機関一覧表（肝炎対策）】 

肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患専門医療機関（平成 24年４月１日現在） 
 
○ 肝疾患診療連携拠点病院 ： １医療機関 

医 療 機 関 名 所在地 電話番号 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院        岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000 

○ 肝疾患専門医療機関 ： 12医療機関 
医 療 機 関 名 所在地 電話番号 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000 

岐阜県総合医療センター             岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111 

岐阜市民病院                       岐阜市鹿島町 7-1 058-251-1101 

松波総合病院                羽島郡笠松町田代 185-1 058-388-0111 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 岐阜市橋本町 3-23 058-253-8001 

医療法院社団誠広会岐阜中央病院 岐阜市川部 3-25 058-239-2325 

羽島市民病院                       羽島市新生町 3-246 058-393-0111 

大垣市民病院  大垣市南頬町 4-86 0584-81-3341 

岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院   関市若草通 5-1 0575-22-2211 

岐阜県立多治見病院                多治見市前畑町 5-161 0572-22-5311 

岐阜県立下呂温泉病院               下呂市幸田 1162 0576-25-2820 

高山赤十字病院   高山市天満町 3-11 0577-32-1111 

 

【用語の解説】 

○ 肝炎ウイルス 

   ウイルスは細胞より小さく、電子顕微鏡でやっと見ることができる最も小さな生物。ウ

イルスの中には人に病気を起こすものもあり、Ｂ型肝炎を起こすウイルスをＢ型肝炎ウイ

ルス、Ｃ型肝炎を起こすウイルスをＣ型肝炎ウイルスという。 

○ 肝炎ウイルス検査  

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスへの感染の有無を確認するための血液検査。保健所及び医療機

関における肝炎ウイルス検査と市町村及び健康保険組合等が实施する肝炎ウイルス検診

がある。  

○ インターフェロン 

   ウイルスの増殖を抑制する物質として発見され、その後体内で産生されることが明らか

となった。肝炎ウイルスの増殖抑制に大きな効果があることから、治療薬として用いられ

ている。 

○ 核酸アナログ製剤 

   DNA（デオキシリボ核酸）の材料となる物質に似た構造を持つため「核酸アナログ」と

呼ばれている。Ｂ型肝炎ウイルスのDNA合成を阻害する作用があり、ウイルス増殖を抑制

する抗ウイルス薬で経口薬。 
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第３章 医療提供体制の確保の充実 

第１節 救急・災害医療対策 

１ 救急医療対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 基本的に二次医療圏ごとで救急医療が完結できる体制の整備と、三次救急医療体制の整備

を進めます。 

○ 救急搬送の最適化と、救急現場及び医療機関への搬送途上における救命体制の確保を図り

ます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 救急医療体制の状況 

○ 救急医療については、その機能分担の明確

化を図りながら、昭和 52 年から整備を進

めてきた初期（第一次）、第二次、第三次

の救急医療機関の整備と、救急医療活動を

支援する広域災害・救急医療情報システム

の運営により体制の確保を図ってきまし

た。 

 

○ 第三次救急医療機関や第二次救急医療機

関に多くの軽症患者が受診することによ

り、本来行うべき第三次・第二次の救急医

療に専念できない状況があります。初期

（第一次）、第二次、第三次救急医療機関

それぞれの役割分担と連携が必要であり、

また、傷病に合った適切な医療機関への受

診を県民に対して啓発することが必要で

す。 

○ 応急処置や治療を行う初期（第一次）救急

医療は、地域医師会、地域歯科医師会等の

協力によって、休日夜間救急センター、小

児初期救急センター、在宅当番医制、休日

歯科診療所、休日歯科在宅当番医制等が開

設され、かかりつけ医、かかりつけ歯科医

等と連携して、为に夜間及び休日におけ

る、救急車での搬送を必要としない傷病者

の外来診療を担っています。 

○ 手術や入院治療を必要とするなどの重篤

救急患者に対応する第二次救急医療につ

いては、「救急病院等を定める省令」に基

づき、平成 24年８月現在 74医療機関（う

ち病院 67 機関、診療所７機関）を告示し

ています。また、病院群輪番制 39、後方ベ

ッド確保対策４の計 43 医療機関及び４か

所の小児救急医療拠点病院がその役割を

担っています。 

○ 脳卒中、心筋梗塞、頭部損傷などの重篤救

急患者の救命医療を行う第三次救急医療

は、県内の各医療圏に１か所の救命救急セ

ンターと、特に高度な診療機能を有する高

度救命救急センター１か所の計６か所に
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より確保しており、平成 23年度では 13万

人超の救急患者の受入れを行っています。

このうち、高度救命救急センターである岐

阜大学医学部附属病院は、特に高度な診療

機能を有するとともに、救急担当医などの

スタッフの育成等、教育、研究の場として

の役割も果たしています。 

 

２ 救急搬送 

(1)救急搬送の状況 

○ 傷病者の救急搬送は、为として救急車によ

り行われていますが、平成 23 年における

県内の救急搬送人員は 75,774人で、10年

前と比較して 27.6％増加しており、全国の

伸び率（23.6％）を上回っています。 

○ 救急要請を受けてから傷病者を医療機関

に収容するまでの平均時間は 30.8 分（平

成 22年）で、全国平均の 37.4分より短く

なっていますが、10年前との比較では 5.8

分延長しています。（表 3-1-1-1） 

○ 重症以上の傷病者の救急搬送先決定まで

に４回以上医療機関への問い合わせが必

要となった事案の平成 22 年の件数は 55

件、救急搬送件数全体の 0.6％で、全国平

均（3.8％）より低くなっています。 

（表 3-1-1-2） 

○ 救急隊による傷病者の救急搬送及び医療

機関における受入れの实施については、消

防法に基づき策定した「傷病者の搬送及び

傷病者の受入れの实施に関する基準」の運

用により、概ね円滑に行われています。 

○ 平成 23 年２月から、岐阜大学医学部附属

病院を基地病院としてドクターヘリの運

航を行っています。 

 

 

 

○ 救急搬送件数は増加傾向にあるため、迅

速かつ適切な医療機関への搬送の確保対

策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)病院前救護体制 

○ 救急搬送時に傷病者への救急救命処置を

行うことができる救急救命士の県内の有

資格者数は 444人、うち消防本部で運用さ

れている救急救命士は428人となっていま

す。（平成 23年４月１日現在） 

○ 救急救命士が常時乗車している救急車の

割合（救命士常時運用隊）は 67.2％と、全

国平均（80.5％）を下回っています。 

（平成 23年４月１日現在）（表 3-1-1-3） 

○ 救急救命士の知識・技能の維持・向上のた

 

 

 

 

 

 

○ 消防力の整備指針（消防庁）では、救急車

に救急救命士が１人以上乗務することが

掲げられており、乗車率の向上を図ること

が必要です。 

○ 救急救命士を含む救急隊員による傷病者



 

115 

 

め、県メディカルコントロール協議会で定

めた「救急救命士に対する再教育ガイドラ

イン」に基づき、教育实施体制を確保して

います。 

の観察・応急処置等の質について、更なる

向上を図ることが必要です。 

 

(3)一般市民による救命等の状況 

○ 県内の応急手当普及講習の实施状況につ

いて、平成 22 年中には普通救命講習は

1,571回開催され、28,405人が、上級講習

は 55回開催され、1,078人が受講していま

す。また人口１万人当たりの普通・上級講

習受講者数は 142人で、全国平均（116人）

を上回っています。（表 3-1-1-4） 

○ 心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一

般市民により除細動が实施された件数（平

成 22年）は 17件で、年々概ね増加傾向に

あります。（表 3-1-1-5） 

 

○ 応急手当普及講習等を引き続き实施する

など、一般市民による初期手当が实施され

る件数が増加するための取り組みが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 救急医療情報の提供体制 

○ 岐阜県では昭和 58 年から救急医療情報シ

ステムの運用を開始し、現在は岐阜県広域

災害・救急医療システムとして、県民への

救急医療機関情報の提供や、消防機関向け

に救急搬送先選定のための救急医療機関

応需情報の提供等を行っています。 

○ さらに、平成 24 年４月には各救急車にタ

ブレット型情報端末を配備し、救急車から

システムにアクセスできる体制を整備す

るとともに、平成 24 年８月からは、救急

搬送先選定のための医療機関情報につい

て、広域災害・救急医療情報システムの情

報を補完する新たなシステムとして救急

医療搬送情報共有システム（通称「ETIS」）

の運用を開始しています。 

○ 地域救急医療情報センターを各消防本部

に設置し、24時間体制で受診可能な医療機

関の情報提供を行っています。 

 

○ 現行の広域災害・救急医療情報システムは

平成 26 年２月に更新時期を迎えるため、

より効果的なシステムとするため、システ

ムの機器・機能、運用の見直し・検討を行

い、新たなシステムの構築・運用開始をす

ることが必要です。 

○ 新たな救急医療情報システムの構築に際

しては、タブレット型情報端末や ETIS の

有効性・課題を検証することや、岐阜大学

を中心として開発・研究が進められている

救急医療体制支援システム「GEMITS」との

連携も含め、他の機関等で開発・導入され

ている先進的な事例の調査・研究も行うこ

とが必要です。 

 

 

【数値目標】 

○ 救命救急センターの充实度評価Ａの割合の維持 

 100.0％（平成 22年度） → 100.0％（平成 29年度） 

○ 救急救命士が常時乗車している救急車の割合の上昇 

 67.2％（平成 23年度） → 100.0％（平成 29年度） 
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【今後の施策】 

○ 平成 24 年度から新たに取り組んでいるタブレット型情報端末や ETIS の効果検証及び岐阜大

学を中心として開発されている GEMITS等先進事例の調査研究を行い、救急搬送の最適化を図

るための次期救急医療情報システムを構築、運用します。 

○ 救急搬送、転院搬送における搬送先の選定が困難な事案について、受入先の調整を行う「消

防・医療連携情報センター（仮称）」を設置し、救急搬送業務の効率の更なる向上による救急

患者の救命率向上を図ります。 

○ 救急患者の早期治療着手と、広域的な患者の搬送により地域医療格差の是正を図るため、岐

阜大学医学部附属病院を基地病院とするドクターヘリの運航を継続します。 

○ 救急救命士の養成や、救急隊員の能力の維持・向上のための教育を推進し、メディカルコン

トロール体制の充实強化により救急業務の高度化へ対応を図ります。 

○ 一般市民による救命活動が实施される件数が増加する環境づくりのため、応急手当普及講習

の受講を促進します。 

○ 子どもを含め、けが、急病等の際の医療機関の受診適正化や、救急車の適正利用を図るため

の普及啓発を行います。 

○ 救命救急センター機能の充实・強化を促進し第三次救急医療体制の強化を図るため、救命救

急センターの運営及び設備の整備を支援します。 

○ 第一次、第二次救急医療機関による救急医療体制の構築・運営や設備整備等を支援し、救急

医療体制全体の強化を図ります。 

 

【参考図表】 

 表 3-1-1-1 救急搬送における平均収容時間 （単位：分） 

 平成 12年 平成 22年 増 減 

岐阜県 25.0 30.8 5.8 

全 国 27.8 37.4 9.6 

資料：救急・救助の現況（平成 23年） 

 

 表 3-1-1-2 救急搬送における受入れ照会回数（単位：人） 

  重症以上の搬送
人員（転院搬送
除く） 

左のうち４回
以上照会を行
った件数 

 
割 合 
（％） 

岐阜県 8,719 55 0.6 

全 国 432,131 16,381 3.8 

資料：救急搬送における医療機関の受入状況等实態調査（平成 22年） 
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 表 3-1-1-3 救急救命士運用状況                  （単位：隊、人） 

  救急隊 救急隊員 

総  数 

 

 

 

(a) 

うち 

救命士 

運用隊

数* 

(b) 

 

割合 

（％） 

 

(b)/(a) 

うち 

救命士 

常時運

用隊数

** (c) 

 

割合 

（％） 

 

(c)/(a) 

総 数 

 

 

 

(a) 

救命士 

有資格者 

 

 

(b) 

うち 

運用救命

士 

 

(c) 

 

割合 

（％） 

 

(c)/(b) 

岐阜県 125 117 93.6 84 67.2 1,677 444 428 96.4 

全 国 4,927 4,648 94.3 3,967 80.5 59,650 22,067 21,268 96.4 

資料：救急・救助の現況（平成 23年） 

* 救命士運用隊：特定行為に必要な資器材を積載する救急自動車に救急救命士の資格を持つ救

急隊員が乗車し、医師からの指示体制を整えている救急隊 

 **救命士常時運用隊：常に救急救命士が乗車している救急隊 

 

表 3-1-1-4 応急手当普及講習啓発活動状況（平成 22年中）（単位：人、回） 

  普通講習 
受講人員 

普通講習 
实施回数 

上級講習 
受講人員 

上級講習 
实施回数 

普通・上級講習 

人口１万人当た

り受講者数 

岐阜県 28,405 1,571 1,078 55 142 

全 国 1,408,864 76,686 76,999 3,957 116 

資料：救急・救助の現況（平成 23年） 

 

 表 3-1-1-5 心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一般市民により除細動が实施された 

件数                          （単位：件） 

 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

岐阜県 0 7 11 13 27 17 

全 国 92 264 486 807 1,007 1,298 

資料：救急・救助の現況（平成 23年） 
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【医療連携・施策の体系図】  

岐阜大学医学部附属
病院

ドクヘリ

要請

救急医療機関

地域救急医療
情報センター

広域災害・救急医療情報システム

三次救急医療機関

二次救急医療機関

救急隊

小児救急電話
相談（#8000）

消防本部（県内22か所）

応需情報

救急搬送（重傷
患者）

受診（軽症患者）

転
送

■救命救急センター（５か所）

■高度救命救急センター（１か所）

（入院を要する救急患者を24時間体制で受け入れる医療機関）

（重篤救急患者を24時間体制で受け入れる医療機関）

■休日夜間急患センター（９か所）

■在宅当番医制
休日夜間15地区、夜間指定当番医制３地区

■休日歯科診療所（４か所）

■休日歯科在宅当番医制（13地区）

■小児初期救急センター（４か所）

■その他の医療機関

受
診
可
能
医
療
機
関
の
電
話
照
会

受
診
可
能
医
療
機
関
情
報
照
会

(

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト)

急
病
対
応
方
法
相
談

子
ど
も
の

■病院群輪番制病院（８地区）

■救急後方ベッド確保医療機関（４地区）

■小児救急医療拠点病院（４か所）

■小児輪番制病院（岐阜市）

■その他24時間体制の医療機関

救急患者

救急要請（119番）

応需情報

出
場

初期（一次）救急医療機関

メディカル
コントロール

 

 

【体系図の説明】 

○ 救急医療とは、通常の診療時間外（休日、夜間）及び緊急的に医療を必要とする者に医療を

提供するもので、初期（第一次）、第二次、第三次と機能分担された救急医療体制を構築する

こととされています。 

○ 初期（第一次）救急医療は、応急処置や初期治療を行います。为に夜間及び休日における、

救急車での搬送を必要としない傷病者の外来診療を担っています。 

○ 第二次救急医療は、手術や入院治療を必要とするなどの重篤救急患者の治療を行います。 

○ 第三次救急医療は、第二次救急医療では対応できない脳卒中、心筋梗塞、頭部損傷などの重

篤救急患者を 24時間体制で受入れ、高度な治療を行います。 

○ 各消防本部に設置されている地域救急医療情報センターでは、24時間体制で休日・夜間に受

診可能な医療機関の情報を提供しています。 
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【医療機関一覧表（救急医療対策）】 
○ 岐阜県の救急医療体制 
○ （平成 24年３月 31日現在） 
二次医 
療圏名 

市町村名 
 

初 期 救 急 医 療 体 制 第二次救急医療体制 第三次救急 
医療体制 休日夜間急患ｾﾝﾀｰ等 在宅当番医制等 二次救急医療圏名 施  設  名 

岐 阜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐阜市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐阜市休日急病

センター（岐阜市

民病院内

(H24.10.21～)） 
 
小児夜間急病セ

ンター（岐阜市民

病院内） 

<※岐阜圏域対象> 

 
岐阜市休日急病

歯科センター（岐

阜市民病院内

(H24.10.21～)） 
 
岐阜県口腔保健

センター歯科診

療所 

岐阜市医師会 
（127施設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐  阜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
独立行政法人国立病院機構 長良医療ｾﾝﾀｰ 
岐阜県総合医療センター 

 ＜※小児救急医療拠点病院＞ 
岐阜市民病院 
岐阜赤十字病院 
朝日大学歯学部附属村上記念病院 

岐阜中央病院 

河村病院 
 

国立大学法人岐阜大学 

医学部附属病院 

高次救命治療センター 

 
岐阜県総合医療センター 

救命救急センター 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

羽島市 
 

 
 

羽島市医師会（27施設） 
 

羽島歯科医師会（29施設） 

(病院群輪番制参加施設)未实施 

（救急後方ベッド確保） 

羽島市民病院 
各務原市 
 

各務原市休日急

病診療所 
 

未实施（休日診療所で対応） 
 
各務原歯科医師会(52施設) 

(病院群輪番制参加施設)未实施 

（救急後方ベッド確保） 
東海中央病院 

横山病院 
山県市 
 

 
 

山県医師会 
（19施設） 
 

 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設)未实施 

（救急後方ベッド確保） 

岐北厚生病院 
岐南町 
笠松町 
 
 

 
 
 
 

羽島郡医師会 
（22施設） 
羽島歯科医師会 
（21施設） 

(病院群輪番制参加施設)未实施 

（救急後方ベッド確保） 
松波総合病院 

瑞穂市 もとす広域連合

療育医療施設休

日急患診療所 

未实施（休日診療所で対応） 

 
もとす歯科医師会（５施設） 

 （病院群輪番制参加施設）  
岐阜市輪番制に参加 
 

北方町 
本巣市 

西 濃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大垣市 
 

大垣市急患医療ｾ

ﾝﾀｰ 
 
小児夜間救急室

（大垣市民病院

内） 
 
大垣歯科医師会

休日診療所（※大

垣市、垂井町、関

ヶ原町で運営） 
 
 
 
 
 
 

未实施（休日診療所で対応） 
 

大垣・揖斐 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
国民健康保険関ゲ原病院 

西美濃厚生病院 
博愛会病院 
名和病院 
馬渕病院 
藤井病院 
大垣中央病院 
海津市医師会病院 
揖斐厚生病院 
新生病院 

大垣徳洲会病院 
（その他24時間体制による施設） 
大垣市民病院 
＜※小児救急医療拠点病院＞ 
 
 
 

大垣市民病院 
救命救急センター 

 
 
 
 
 
 

海津市 
 
 
 

海津市医師会 
（21施設） 
海津市医師会病院 
 ※夜間指定当番医制 

養老町 
 
 
 

養老郡医師会 
（11施設） 
西美濃厚生病院 
 ※夜間指定当番医制 

垂井町 
関ヶ原町 

不破郡医師会 
（13施設） 

神戸町 
輪之内町 
安八町 

未实施（休日診療所で対応） 
 
 

揖斐川町 
大野町 

池田町 

揖斐郡医師会 
（26施設） 
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二次医 
療圏名 

市町村名 
 

初 期 救 急 医 療 体 制 第二次救急医療体制 第三次救急 
医療体制 休日夜間急患ｾﾝﾀｰ等 在宅当番医制等 二次救急医療圏名 施  設  名 

中  濃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関市 
美濃市 
 
 
 
 
 

初期夜間急病診

療支援室 

(中濃厚生病院 

内)［平日夜間］ 

 
小児休日診療 

(中濃厚生病院) 

［土曜日］ 

武儀医師会 
（41施設） 
 
関歯科医師会 
（33施設） 
 
美濃歯科医師会(９施設) 

中  濃 
 
 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
美濃市立美濃病院 
関中央病院 
中濃厚生病院 
 
 
 

中濃厚生病院 
救命救急センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郡上市 
 
 
 
 
 
 

休日・夜間救急医療

運営事業として、郡

上市民病院・郡上市

国保白鳥病院・郡上

市地域医療センタ

ー国保和良診療所

・鷲見病院・八幡病

院が対応 

未实施（休日・夜間救急医療運

営事業で対応） 
        
 
 
 
 

郡  上 
 
 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
未实施(休日・夜間救急

医療運営事業（うち八

幡病院を除く４病院）

で対応)) 

美濃加茂市 休日等病診連携

事業で対応 
 
 
 
 
 
 

加茂医師会 

（34施設） 

 
加茂歯科医師会 
（19施設） 
 
 
 

可  茂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
木沢記念病院 
太田病院 
桃井病院 
濃成病院 
藤掛病院 
岐阜社会保険病院 
東可児病院 
白川病院 

坂祝町 
富加町 
川辺町 
七宗町 
八百津町 
白川町 
東白川村 
可児市 可児地区休日在

宅医情報提供事

業で対応 
 

未实施（可児地区休日在宅医情

報提供事業で対応） 
可児歯科医師会 
（21施設） 

御嵩町 
 
 

東  濃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多治見市 
 
 

多治見市休日急

病診療（多治見市

民病院内） 

多治見市医師会 
（45施設） 
 
多治見歯科医師会 

（47施設） 

東濃西部 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
未实施 
（その他24時間体制による施設） 
岐阜県立多治見病院 
＜※小児救急医療拠点病院＞ 

岐阜県立多治見病院 
救命救急センター 

 
 
 
 
 
 
 

瑞浪市 
 
 
 

土岐市及び瑞浪

市休日急病診療

所 

土岐医師会 
（42施設） 
 
瑞浪歯科医師会（19施設）

（瑞浪市のみ） 
土岐歯科医師会 
（17施設）(土岐市のみ) 

(病院群輪番制参加施設) 
土岐市立総合病院 
東濃厚生病院 
 
 
 

土岐市 

中津川市 
 

 

 
 
 

恵那医師会（中津川医会・

恵北医会） 
（31施設） 

 
中津川歯科医師会 

（31施設） 

 

総合病院中津川市民病院 
 ※夜間指定当番医制 

中津川・ 
 恵那 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
総合病院中津川市民病院 

市立恵那病院 
国民健康保険坂下病院 
国民健康保険上矢作病院 

 
 
 
 
 
 

恵那市 
 

 恵那医師会（恵中医会・恵

南医会） 

（28施設） 

 

恵那歯科医師会 
（21施設） 
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二次医 
療圏名 

市町村名 
 

初 期 救 急 医 療 体 制 第二次救急医療体制 第三次救急 
医療体制 休日夜間急患ｾﾝﾀｰ等 在宅当番医制等 二次救急医療圏名 施  設  名 

飛  騨 
 
 
 
 
 
 
 

下呂市 

 
 

下呂市休日診療

所 
 

未实施（休日診療所で対 

応） 
 

下 呂 
 
 

(病院群輪番制参加施設) 
下呂市立金山病院 
岐阜県立下呂温泉病院 

高山赤十字病院 
救命救急センター 

 
 
 
 
 
 

高山市 高山市休日診療

所・医科 
 
小児夜間初期救

急支援室（久美愛

厚生病院内） 

 
高山市休日診療

所・歯科 

高山市・飛騨市・白川村 

（２施設） 

 
 
 

飛  騨 
 
 
 
 

(病院群輪番制等参加施設) 
国民健康保険飛騨市民病院 

久美愛厚生病院 
（その他24時間体制による施設） 
高山赤十字病院 

＜※小児救急医療拠点病院＞ 

白川村 
飛騨市 
 
 

                                        ※医療機関名称は一部略称表記 
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○ 救急告示医療機関 
      平成 24年９月１日現在 

圏域 医  療  機  関  名 施設種別 所    在    地 

岐阜 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 病院 岐阜市橋本町 3丁目 23番地 

笠松病院 病院 岐阜市中鶉 3丁目 11番地 

医療法人社団志朊会 加納渡辺病院 病院 岐阜市加納城南通 1丁目 23番地 

河村病院 病院 岐阜市芥見大般若 1丁目 84番地 

岐阜県総合医療センター 病院 岐阜市野一色 4丁目 6番地 1 

岐阜市民病院 病院 岐阜市鹿島町 7丁目 1番地 

岐阜赤十字病院 病院 岐阜市岩倉町 3丁目 36番地 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 病院 岐阜市柳戸１番１ 

医療法人社団誠広会 岐阜中央病院 病院 岐阜市川部 3丁目 25番地 

岐阜ハートセンター 病院 岐阜市薮田南 4丁目 14番 4号 

医療法人社団慈朊会 澤田病院 病院 岐阜市野一色 7丁目 2番 5号 

千手堂病院 病院 岐阜市千手堂中町 1丁目 25番地 

近石病院 病院 岐阜市光町 2丁目 46番地 

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 病院 岐阜市長良 1300番地 7 

医療法人社団双樹会 早徳病院 病院 岐阜市宇佐南 1丁目 8番地 1 

医療法人社団誠広会 平野総合病院 病院 岐阜市黒野 176番地 5 

操外科病院 病院 岐阜市四屋町 43番地 

みどり病院 病院 岐阜市北山 1丁目 14番 24号 

医療法人社団幸紀会 安江病院 病院 岐阜市鏡島西 2丁目 4番 14号 

医療法人生友会 柳津病院 病院 岐阜市柳津町宮東 1丁目 102番地 

山内ホスピタル 病院 岐阜市市橋 3丁目 7番地 22号 

福富医院 診療所 岐阜市安食 1228番地 

羽島市民病院 病院 羽島市新生町 3丁目 246番地 

公立学校共済組合 東海中央病院 病院 各務原市蘇原東島町 4丁目 6番地 2 

医療法人秀幸会 横山病院 病院 各務原市那加元町 8番地 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 病院 山県市高富 1187-3 

朝日大学歯学部附属病院 病院 瑞穂市穂積 1851番地の 1 

松波総合病院 病院 羽島郡笠松町田代 185－1 

鵜沼中央クリニック 診療所 各務原市鵜沼羽場町 3丁目 33番地の 1 

小林内科 診療所 各務原市鵜沼羽場町 3丁目 173番地 

西濃 

 

大垣市民病院 病院 大垣市南頬町 4丁目 86番地 

名和病院 病院 大垣市藤江町 6丁目 50番地 

医療法人社団正和会 馬渕病院 病院 大垣市美和町 1831番地 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 病院 養老郡養老町押越 986 

国民健康保険関ケ原病院 病院 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原 2490番地の 29 

医療法人社団紫水会 藤井病院 病院 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原 3238番地 

医療法人社団豊正会 大垣中央病院 病院 大垣市見取町 4丁目 2番地 

海津市医師会病院 病院 海津市海津町福江 656番地 16 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 病院 揖斐郡揖斐川町三輪 2547番地 4 
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圏域 医  療  機  関  名 施設種別 所    在    地 

西濃 

(続) 

新生病院 病院 揖斐郡池田町本郷 1551番地の 1 

博愛会病院 病院 不破郡垂井町 2210番地の 42 

医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 病院 大垣市林町 6丁目 85-1 

森外科医院 診療所 大垣市牧野町 3丁目 50番地 

山中ジェネラルクリニック 診療所 安八郡安八町森部 1870番地 1 

中濃 

 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 病院 関市若草通 5丁目 1番地 

医療法人香徳会 関中央病院 病院 関市平成通 2丁目 6番 18号 

美濃市立美濃病院 病院 美濃市中央 4丁目 3番地 

医療法人社団白鳳会 鷲見病院 病院 郡上市白鳥町白鳥 2番地の 1 

郡上市国保白鳥病院 病院 郡上市白鳥町為真 1205番地 1 

郡上市民病院 病院 郡上市八幡町島谷 1261番地 

郡上市地域医療センター国保和良診療所 診療所 郡上市和良町沢 882番地 

木沢記念病院 病院 美濃加茂市古井町下古井 590番地 

太田病院 病院 美濃加茂市太田町 2855番地の 1 

濃成病院 病院 可児市広見 851番地の 8 

岐阜社会保険病院 病院 可児市土田 1221番地の 5 

医療法人馨仁会 藤掛病院 病院 可児市広見 876番地 

東可児病院 病院 可児市広見 1520番地 

伊佐治医院 診療所 加茂郡八百津町八百津 3926番地 

桃井病院 病院 可児郡御嵩町中 2163 

医療法人白水会 白川病院 病院 加茂郡白川町坂ノ東 5770番地 

東濃 

岐阜県立多治見病院 病院 多治見市前畑町 5丁目 16１番地 

タジミ第一病院 病院 多治見市小名田町西ヶ洞 1番 648 

社会医療法人厚生会 多治見市民病院 病院 多治見市前畑町 3丁目 43番地 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 病院 瑞浪市土岐町 76番地 1号 

土岐市立総合病院 病院 土岐市土岐津町土岐口 703番地の 24 

総合病院中津川市民病院 病院 中津川市駒場 1522番地の 1 

国民健康保険坂下病院 病院 中津川市坂下 722番地 1 

市立恵那病院 病院 恵那市大井町 2725番地 

国民健康保険上矢作病院 病院 恵那市上矢作町 3111番地 2 

飛騨 

高山赤十字病院 病院 高山市天満町 3丁目 11 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 病院 高山市中切町 1番地 1 

国民健康保険飛騨市民病院 病院 飛騨市神岡町東町 725番地 

岐阜県立下呂温泉病院 病院 下呂市幸田 1162番地 

下呂市立金山病院 病院 下呂市金山町金山 973番地 6 

    

 
計 74施設（病院 67施設、診療所７施設） 
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○ 地域救急医療情報センター 

名    称 電話番号 管  轄  区  域 

岐阜地域救急医療情報センター 058-262-3799 岐阜市､瑞穂市 

各務原地域救急医療情報センター 058-382-3799 各務原市 

羽島市地域救急医療情報センター 058-392-3799 羽島市 

羽島郡地域救急医療情報センター 058-388-3799 羽島郡 

大垣地域救急医療情報センター 0584-88-3799 大垣市（旧上石津町地区を除く）､安八郡､池田町 

海津地域救急医療情報センター 0584-53-3799 海津市 

養老地域救急医療情報センター 0584-32-3799 養老郡、大垣市上石津町 

不破地域救急医療情報センター 0584-23-3799 垂井町、関ヶ原町 

揖斐地域救急医療情報センター 0585-32-3799 揖斐川町、大野町 

本巣地域救急医療情報センター 058-324-3799 本巣市、北方町 

山県地域救急医療情報センター 0581-22-3799 山県市 

中濃地域救急医療情報センター 0575-23-3799 関市､美濃市 

郡上地域救急医療情報センター 0575-65-3799 郡上市 

可茂地域救急医療情報センター 0574-25-3799 美濃加茂市､可児市､加茂郡、可児郡 

多治見地域救急医療情報センター 0572-23-3799 多治見市 

瑞浪地域救急医療情報センター 0572-68-3799 瑞浪市 

土岐地域救急医療情報センター 0572-55-3799 土岐市 

中津川地域救急医療情報センター 0573-65-3799 中津川市 

恵那地域救急医療情報センター 0573-25-3799 恵那市 

下呂市地域救急医療情報センター 0576-25-3799 下呂市 

高山地域救急医療情報センター 0577-34-3799 高山市､白川村 

飛騨市地域救急医療情報センター 0577-74-3799 飛騨市 

 

 岐阜県広域災害・救急医療情報システムのホームページ 

   http://www.qq.pref.gifu.jp/qqscripts/qq/qq21.asp 
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【用語の解説】 

○ 広域災害・救急医療情報システム 

医療機関が入力した救急医療情報を、消防本部や県民に提供する「救急医療情報システ

ム」及び大規模災害時に被災地内の医療機関の被災状況や患者数、被災地以外の医療機関

の受入可能状況などを入力・情報共有する「広域災害医療情報システム」から成る、医療

情報提供システム。 

○ 休日夜間急患センター 

地方公共団体が、地域住民の初期救急医療の確保を目的に設置し、地域の医師が交代で

休日または夜間の外来救急診療を行う施設。 

○ 病院群輪番制 

手術や入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れるため、市町村が広域市町村内（県

内８地域）の比較的大規模な病院にそれぞれ当番日を定め、診療・専用病床を確保する制

度。 

○ 小児輪番制 

病院群輪番制のうち、小児専門医により小児患者を診察するもの 

○ 救急後方ベッド 

休日夜間急患センターや休日在宅当番医制を实施している初期救急医療機関からの転送

患者を受入れるため、地方公共団体が受け入れ能力を有すると判断した医療機関にベッド

を確保する体制。 

○ 救急告示医療機関 

「救急病院等を定める省令」に基づき県の認定を受け、救急車により搬送される患者の

受入、診療を行う医療機関。 

○ 救命救急センター 

重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる

施設。 

○ 高度救命救急センター 

救命救急センターのうち、特に高度な診療機能を有し、広範囲熱傷、指肢切断、急性中

毒等の特殊疾患患者を受け入れる施設。 

○ ドクターヘリ 

救急専用の医療機器を装備し、消防機関、医療機関等からの出動要請に基づき、救命救

急センターの専門医や看護師等が搭乗し、救急現場等に向かい、現場等から救命救急セン

ターに至るまでの間、患者に救命医療を行うことのできる専用ヘリコプター。 

○ 救急救命士 

厚生労働大臣の免許を受け、傷病者の搬送途上において医師の指示のもとに救急救命処

置を行う者。 

○ 地域救急医療情報センター 

休日・夜間などに、自力で医療機関へ行けるが受診できる医療機関がわからない場合な

どに、24時間体制で医療機関の情報を提供する体制。各消防本部に設置している。 

○ GEMITS 

Global Emergency Medical support Intelligence Transport Systemの略。救急患者が

その症状に見合った最適な医療機関に迅速に搬送されるよう、「救急医療体制の最適化」を

实現することを目的として、岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医療分野の小倉真治

教授をキーパーソンとして研究・開発が進められているシステム。 
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２ 災害医療対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 災害時に適切な対応が迅速に行える総合的な災害医療対策を推進します。 

○ 平時から災害医療対策の体制を整備し、訓練、研修の实施により関係機関の対応力向上と

連携体制の構築を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 東日本大震災震災対策検証委員会 

○ 平成 23年３月11日に発生した東日本大震

災の教訓を岐阜県の防災体制に活かすた

め、県は平成 23 年５月に「東日本大震災

震災対策検証委員会」を設置し、平成 23

年７月に同委員会の提言がとりまとめら

れました。 

○ この中で災害医療対策についても、医療救

護体制、医療インフラ・情報、発災後の要

援護者支援の観点から、現状と課題に基づ

く提言がなされました。 

○ この提言内容に基づき、関係する計画・手

順や対応体制等の点検・再整理、組織体制

や設備の整備・強化などに順次取り組んで

います。 

 

 

２ 災害拠点病院の状況 

○ 岐阜県内では平成 24 年８月現在、２つの

基幹災害拠点病院と９つの地域災害拠点

病院を指定しています。二次医療圏別で

は、岐阜圏域５病院（うち基幹災害拠点病

院２病院）、西濃圏域１病院、中濃圏域２

病院、東濃圏域２病院、飛騨圏域１病院と

なっています。（表 3-1-2-1） 

○ 災害拠点病院の建物設備機能、通信設備機

能、備蓄物資、職員参集等対応体制につい

ては、各病院においておおむね体制が整え

られています。 

 

 

 

○ 災害拠点病院への NBC災害（核・生物・化

学物質による特殊災害）・テロ対策設備の

整備を進めており、平成 25 年度までに全

災害拠点病院に整備する予定です。 

 

 

○ 災害拠点病院間の連携強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

○ 災害時に一般電話、携帯電話が通話不能と

なった場合を想定した通信手段（DMAT（災

害派遣医療チーム）装備品を除く）が確保

されていない病院が一部あることから、す

べての災害拠点病院への衛星電話、衛星回

線によるインターネット利用環境の整備

が必要です。 

○ NBC災害等に対応する医療従事者の教育・

訓練の实施が必要です。 
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３ DMATの状況 

○ 平成 24 年８月現在、11 病院を岐阜 DMAT

指定病院に指定しており、19チームが配備

されています。（表 3-1-2-1） 

 

 

○ DMATを複数チーム有する病院は 11病院中

７病院となっていますが、今後、さらに迅

速に DMAT が出動できる体制の整備を図る

ため、全ての病院で複数チームを有するよ

うチーム数を増やすことが必要です。 

４ 広域医療搬送拠点（SCU） 

○ 大規模災害時には多数の傷病者が発生す

ることが予想されます。被災地域で対応

困難な重症患者を被災地域外に搬送し、

緊急の治療を行うために、被災地域及び

被災地域外の民間や自衛隊の空港等に拠

点を設置し、広域医療搬送が行われます。 

○ 岐阜県では現在、広域医療搬送拠点（SCU）

の場所の選定、整備計画、運用計画の策定

を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 広域医療搬送拠点（SCU）の場所選定・整

備後、運用計画に基づき、实際の災害を想

定した訓練の实施が必要です。 

 

５ 災害医療コーディネート体制 

○ 平成 23年 10月に岐阜県地震災害等医療救

護計画の改定を行い、その中で、災害医療

が間断なく、偏在なく、効果的に提供され

るよう災害医療の調整等を行う災害医療

コーディネートチーム、災害医療コーディ

ネーターを位置付け、現在、県（本部）及

び原則として県保健所の管轄区域を単位

とする各地域の災害医療コーディネート

体制の構築及び災害医療コーディネータ

ーの選任を進めています。 

 

 

○ 災害医療コーディネートチームについて

は、平時から連携体制を構築・継続しなが

ら、本部及び各地域で継続的に研修・訓練

を实施していくことが必要です。 

○ また、大規模災害時には他県との連携も必

要となることから、他県との連携体制を構

築することが必要です。 

 

６ 要援護者等支援対策 

○ 精神障がい者、難病患者、人工透析を必要

とする慢性腎不全患者など、継続した治療

が必要な疾病を有する要援護者について、

大規模災害発生時には医療機関の機能停

止や生活インフラの途絶等により治療の

継続が困難になるおそれがあります。 

 

 

○ 災害時に要援護者に対し疾病の特性に応

じた医療を継続するため、平時における患

者情報の把握や、災害時において医療提供

や支援を確保するための体制づくりが必

要です。 

○ 在宅において人工呼吸器など医療的ケア

を必要とする難病患者等は、災害による停

電やライフラインの遮断により、生命維持

に直結する危機的な状況に陥ることにな

ります。 

○ 災害に備えて、電源確保等を事前に準備す

るよう患者及び家族に啓発することが必

要です。 
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○ 難病患者等の症状は、疾病により様々です

が、いずれも定期的な朋薬により症状の安

定や緩和を図ることが必要です。災害時に

は、そうした継続的な治療が困難になるこ

とが想定されます。 

○ 市町村の災害時要援護者対策の中で難病

患者等の支援対策を推進することが必要

です。 

○ また県においても、市町村からの支援対策

实施に必要となる各種要請があった場合

には、関係機関と連携して関連物資の調達

や広域調整を行うことが必要です。 

 ○ 災害時における被災者の口腔機能低下や

口腔衛生環境の悪化を防ぐため、歯科医師

会と連携して、歯科診療車の活用、口腔ケ

ア用品の提供等の体制を整備する必要が

あります。 

７ 原子力災害に対する医療体制 

○ 現在、近県に立地する原子力施設において

事故が発生した場合の当県への放射性物

質拡散想定調査の結果に基づき、原子力災

害への対応が進められています。 

○ 各災害拠点病院（11病院）で NBC災害・テ

ロ対策のための設備整備を進めており、原

子力災害時の医療实施にも活用できる設

備の装備が進んでいます。 

 

 

 

 

 

○ 受入医療機関（緊急被ばく医療機関）を選

定するための被ばく治療可能施設調査の

实施、放射線専門医師・技師の派遣など必

要な放射線対策手順の整理、県内医療機関

で対応しきれない場合の広域搬送体制の

構築等、緊急被ばく医療体制の整備が必要

です。 

○ 放射線スクリーニング機器の整備拡充や、

予防的に朋用することで甲状腺への放射

線被ばくを阻止・低減させる効果があると

されるヨウ素剤の必要量の把握・確保対策

が必要です。 

８ 患者情報の共有 

○ 災害により医療機関が被害を受けること

により、患者の医療情報が失われ、救護所

等の医療において、それまで受けていた医

療行為の継続が困難になることが見込ま

れます。 

○ 患者情報を各自で保持するための取り組

みのひとつとして、お薬手帳の普及が進ん

でいます。 

 

○ 被災者の応急処置を迅速かつ適切に行う

ため、お薬手帳の普及推進、既往歴、薬の

朋用履歴等の医療情報を個人が常備・携帯

する取り組みの普及啓発や、国等が検討を

進めている個人の医療情報の電子化の取

り組みを災害時に活用することの検討な

ど、患者情報共有化の取り組みが必要で

す。 
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【数値目標】 

○ 災害時の医療チーム等の受入を想定し、県本部コーディネートチームと連携して、各保健

所単位で地域災害医療コーディネートチーム機能の確認を行う災害实働訓練实施か所及び

回数の増加 

  ０回（平成 23年度） → 各地域（７か所）で毎年１回以上实施 

（平成 25年度から平成 29年度） 

○ 災害拠点病院のうち、傷病者が多数発生した場合を想定した災害实働訓練を实施した病院

の割合の上昇 

  81.8％（平成 23年度） → 100.0％（平成 25年度から平成 29年度） 

 

【今後の施策】 

○ 災害医療体制の強化のため、災害拠点病院、DMAT、SCUの設備整備を促進します。 

○ 県災害対策本部及び各支部において、災害時に医療が間断・偏在なく効果的に提供されるよ

う、災害医療コーディネート体制を構築し訓練、研修を継続的に实施します。 

○ 災害医療の現場を想定した訓練、研修の实施による関係機関の対応力向上と、平時からの災

害医療関係機関の連携強化を促進します。 

○ 保健所や市町村、医療機関、防災関係機関、地域住民等と連携し、難病患者等要援護者の災

害時支援対策を推進します。  

○ 被災者の歯科医療の確保のため、歯科診療車、歯科医師、歯科衛生士等を配置できるように

歯科医師会等と連携します。また、被災者の身元確認のため、警察歯科医会と連携します。 

○ 近県の原子力施設の緊急事態により県内へも影響を受けることとなった場合を想定した、緊

急被ばく医療体制の整備を進めます。 

○ 災害時にも、それまで受けていた医療の内容と継続性のある適切な医療が受けられるよう、

現在活用が進んでいるお薬手帳の普及推進を図るとともに、自らの医療情報の携帯や患者情

報の共有化について方策の検討を進めます。 

 

【参考図表】 

表 3-1-2-1 

災害拠点病院及びDMAT指定病院の指定状況（平成24年９月１日現在） 

圏域 病    院    名 
災害拠点病院 DMAT病院 

指定年月日 

DMAT 

チーム数 

救命救急 

センター 種別 指定年月 

岐阜 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 基幹 H23.10 H18.12. 1 3 ○高度 

岐阜県総合医療センター 基幹 H 8.12 H19. 8. 1 2 ○ 

岐阜赤十字病院 地域 H 8.12 H22. 7.21 2 － 

松波総合病院 地域 H23.10 H23. 8.22 1 － 

岐阜市民病院 地域 H23.10 H24. 8.17 1 － 

西濃 大垣市民病院 地域 H 8.12 H19. 7. 1 2 ○ 

中濃 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 地域 H23.10 H21. 7.10 1 ○ 

木沢記念病院 地域 H 8.12 H19. 5. 1 2 － 

東濃 岐阜県立多治見病院 地域 H23.10 H19. 3. 1 1 ○ 

総合病院中津川市民病院 地域 H 8.12 H19. 2. 1 2 － 

飛騨 高山赤十字病院 地域 H 8.12 H22. 7.21 2 ○ 

資料：医療整備課資料 
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【医療連携・施策の体系図】 

 

【体系図の説明】 

○ 県は、医療チームの派遣調整等を行うために、発災直後から、県災害対策本部医療救護チー

ムのもとに災害医療コーディネートチームを設置します。災害医療コーディネートチームは、

常駐する災害医療コーディネーター及び非常駐の災害医療コーディネーターにより構成し、

医療救護チームリーダーに対して災害医療の提供に関する企画・提案等を行うほか、チーム

リーダーの指示を受け、関係機関との調整を行います。 

○ 地域においては、原則として県保健所管轄区域単位で、県災害対策支部保健班長のもとに災

害医療コーディネートチームを設置し、地域の医療ニーズの把握・分析、県災害対策本部医

療救護チームから派遣された医療チームや自为的に集合した医療チームの配置の重複や不均

衡が起きないように、配置調整等を行います。 

○ 被災地では、発災からの時間的経過に応じて医療救護に対するニーズが変化していくため、

それに対応した医療救護活動ができるような体制を整備することとしています。 

○ 発災後の超急性期においては、対応可能な地域の医療機関のほか、为としてDMATが災害医療

対応に当たります。県の災害医療コーディネートチームは、DMAT県調整本部とも連携し、情

報の交換や共有を行います。 

○ 移行期には、原則としてDMATは撤収します。県及び地域の災害医療コーディネートチームは

DMAT県調整本部やDMAT活動拠点本部から活動及び情報を引き継ぎ、県災害対策本部及び支部

が、災害医療コーディネートチームを通じ関係機関と協力・連携しながら災害医療活動を調

整・实施します。 

○ 移行期を過ぎた中長期には、引き続き県災害対策本部及び支部が災害医療コーディネートチ

ームを通じ災害医療活動を調整・实施しながら、段階的に平常時の体制へ移行していきます。 
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【用語の解説】 

○ 地域災害拠点病院 

多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行

うための高度の診療機能を有し、被災地から重症傷病者の受入れ機能を有するとともに、

DMAT 等の受入れ機能、傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、DMAT の

派遣機能、地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能を有する病院として県が指定す

る病院。 

○ 基幹災害拠点病院 

地域災害拠点病院の機能をさらに強化し、災害医療に関して県全体の中心的な役割を果

たす病院として県が指定する病院。 

○ DMAT 

Disaster medical assistance team の略。災害の急性期（概ね 48 時間以内）に活動で

きる機動性を持った、専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム。 

○ SCU 

Staging care unitの略。大規模災害時に多数の傷病者が発生し、また医療機関も被災

するなどして被災地域内で治療を行うことが困難な場合に、为に航空機を使用して被災地

域外へ重症患者を搬送し、また、被災地域外では被災地からの患者の受入れを行う広域医

療搬送拠点に置かれる、搬送患者待機のための臨時の医療施設 。SCUでは症状安定化のた

めの処置や広域搬送のトリアージ等が实施され、スタッフはDMAT等で構成される。 
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第２節 へき地医療対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ へき地医療支援機構を中心に、広域的なへき地医療対策を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ へき地医療提供体制の確保 

(1)無医（無歯科医）地区等 

○ 平成 23年 10月末現在、無医地区は４市町

に４地区あり 811人が居住しており、準無

医地区は５市町に８地区あり496人が居住

しています。無歯科医地区は４市町村に８

地区あり 3,540人が居住しており、準無歯

科医地区は４市町に８地区あり380人が居

住しています。（表 3-2-1） 

○ 当該地区への対策として、コミュニティバ

スの運行、病院への通院バスの運行、巡回

診療、訪問診療等を实施しています。 

(2)へき地診療所 

○ 平成 23年 10月末現在、へき地診療所は 13

市町村に 50施設あります。（うち歯科のあ

るへき地診療所は８市町 14施設） 

○ これらのへき地診療所に勤務する常勤医

師数は医科 33人、歯科４人の計 37人とな

っています。 

○ へき地診療所は、地域の保健・医療の拠点

として、福祉とも連携しながら、地域の在

宅医療や保健事業の担い手にもなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ へき地診療所の歯科部門については、閉

鎖・休診となっているところがあり、また

歯科の巡回診療も現在ほとんど行われて

いません。在宅診療体制の確保や、地域住

民へ啓発を含めた更なる歯科保健事業の

拡大が必要です。 

○ へき地診療所の多くは医師が単独で勤務

しており、医師に健康面での支障が生じた

場合等にはその地区が無医地区になる状

況です。また勤務する医師の高齢化や、一

旦赴任すると後任が見つかるまで異動が

困難になるなどの問題もあるため、医師が

循環できるシステムづくりが必要です。 

○ へき地診療所は、患者数が尐ない施設も尐

なくなく、ぞれぞれに常勤医師を配置する

ことは非効率的との見方もありますが、診

療所間の距離や、今後さらに必要性が増す

と見込まれる在宅医療の提供体制確保等

も考慮し、診療所の統廃合等については慎

重に検討する必要があります。 

○ へき地診療所は、へき地における在宅医療

の提供の面でも重要な役割を担っていま

すが、限られたスタッフの中で在宅医療を

提供していくため、福祉等とも連携し、看

取りを含めた在宅医療を提供する体制を

構築していくことが必要です。 
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(3)へき地医療拠点病院 

○ 平成 24年４月末現在、10病院をへき地医

療拠点病院として指定しており、へき地診

療所への医師派遣（代診医含む）や無医地

区等への巡回診療等を实施しています。 

 

２ 医師の確保について 

(1)岐阜県内の医療施設従事医師数 

○ 本県における人口 10 万人当たりの医療施

設従事医師数（平成 22年 12月 31現在）

は 189.0人で、全国 38位（全国平均 219.0

人）と下位にあります。（資料：平成 22年 

医師・歯科医師・薬剤師調査） 

○ 岐阜圏域を除く４圏域（西濃、中濃、東濃、

飛騨）は人口 10 万人当たりの医療施設従

事医師数（平成 22 年 12月 31日現在）が

全国平均以下となっています。（資料：同

上） 

岐阜圏域（243.9人）、西濃圏域（150.1人）、 

中濃圏域（138.3人）、東濃圏域（169.2人）、 

飛騨圏域（169.5人） 

(2)自治医科大学卒業医師 

○ へき地等の医療に恵まれない地域におけ

る医療の確保と向上に資することを目的

として、自治医科大学卒業医師のへき地診

療所等への派遣を行っています。平成 24

年度は７市村及びへき地拠点病院へ 13 名

の医師を派遣しています。 

(3)岐阜県医学生修学資金 

○ 医師不足地域の地域医療の確保を図るこ

とを目的に、将来一定期間県内医療機関に

勤務することを条件として、地域医療に貢

献する意思のある医学生に対する修学資

金の貸付けを平成 20 年度から行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自治医科大卒業医師の派遣について、市町

村からの派遣要望にすべて応えることは

困難になっており、義務年限終了後の自治

医科大学卒業医師の県内へき地への定着

率を高めることが必要です。 

○ 自治医科大学卒業生以外にも、へき地医療

を担う医師を養成・確保していく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

３ へき地医療支援体制 

○ へき地診療所等からの代診医の派遣要請

等広域的なへき地医療支援事業の企画・調

整等を行い、へき地医療対策の各種事業を

円滑かつ効率的に運営することを目的に、

平成 15 年度に県立岐阜病院（現 岐阜県

総合医療センター）に、平成 22 年度から

は岐阜県健康福祉部医療整備課内にへき

地医療支援機構を設置しています。岐阜県

へき地医療対策委員会での協議・指導のも

と、へき地医療対策、代診医の派遣調整等

を实施しています。 

 

○ へき地診療所への代診医師派遣について、

代診医を派遣する役割を为として担うへ

き地医療拠点病院の医師不足等の問題に

より十分な対応が困難になってきている

ことから、へき地医療拠点病院の医師確保

等による支援体制の強化が必要です。 

○ 国の第 11 次へき地保健医療計画策定指針

により、へき地医療支援機構の新たな役割

としてドクタープール機能を持たせ、キャ

リアパスを構築することが必要であると

されましたが、現在のドクタープール等は

十分に機能しているとは言えず、へき地医
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療の支援に有効なシステムを構築するこ

とが必要です。 

 

４ へき地保健医療の普及と啓発 

(1)岐阜へき地医療研修会の開催 

○ 平成 22 年から、へき地等の医療を支える

医師、医療従事者を目指す高校生、医学生、

看護学生等を対象として研修会を实施し

ています。研修会ではへき地医療現場の見

学、へき地医療関係者や地域住民等との交

流を通じてへき地における生活や医療へ

の理解を深めています。 

(2)医学生地域医療推進事業 

○ 平成 24 年度から、岐阜大学及び自治医科

大学で、岐阜県のへき地医療の状況に対す

る理解を深め、へき地医療、地域医療を志

す医師を養成することを目的とした講義

を实施しています。 

 講義開催状況（H24.11.1現在） 

  岐阜大学（地域医療ゼミ）２回 

  自治医科大学      １回 

(3)高校生に対する啓発等の取組み 

○ へき地等地域医療を担う医療従事者を養

成するためには、高校生等の早い時期から

へき地医療体験等を通じ、へき地医療への

関心や理解を高めてもらうことが重要で

す。 

○ 岐阜大学医学部では、高校生等受験希望者

向けの公開授業や、高校へ出向いての出前

講義を实施しています。 

(4)東海三県へき地医療研究会の開催 

○ 平成 17 年度から、愛知県、三重県のへき

地医療支援機構と共催で、へき地医療に関

心のある者を広く対象として、へき地医療

研究会を開催しています。医療従事者、行

政のみならず幅広い方の参加により、へき

地医療に関して有意義な意見交換ができ、

県域を越えた連携も生まれつつあります。 

 

 

 

○ 行政単独や医療従事者だけで地域の医療

の方向性を議論するのではなく、地域住民

に対する情報公開、周知を適切に行い、地

域として必要な保健医療レベルや、その確

保のために必要となる取り組み等につい

て共に考える機会を多く持つことが大切

です。そのために、地域住民を交えた意見

交換会やフォーラムなど、地域医療につい

て住民と共に考える取り組みを活発に行

っている地域の活動内容を広く周知して

いくことが必要です。 

 

【数値目標】 

○ へき地診療所からの代診要請に対するへき地医療支援機構による代診応需率（代診派遣件

数／代診要請件数）の上昇 

83.3％（平成 23年度） → 上昇（平成 29年度） 

 

【今後の施策】 

○ へき地医療従事者の確保・養成のため、自治医科大学卒業生の養成・定着策等の取り組みを

行うとともに、医師不足地域の医師確保を図るため岐阜県医師育成・確保コンソーシアム、
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岐阜大学医学部地域枞と岐阜県医学生修学資金貸付制度を継続します。 

○ へき地医療提供体制の確保のため、へき地医療拠点病院の運営、施設・設備整備に対する支

援、へき地診療所の施設・設備整備に対する支援を引き続き实施します。 

○ へき地医療支援機構の強化、代診医師の確保支援、市町村間・へき地診療所間・へき地医療

拠点病院間を含めたへき地医療機関間の連携体制構築の取り組みを通じ、へき地医療支援の

強化を図ります。 

○ へき地保健医療の普及・啓発のため、へき地医療関係者への研修会、高校生、医学生に対す

るへき地医療への理解・意識付けのための研修会の实施や、住民参加型意見交換会等の促進

に取り組みます。 

○ 地域において複数の医師で複数の診療所を担当したりカバーする体制をとっている郡上市地

域医療センター、揖斐郡北西部地域医療センターなどの地域医療体制や、住民参加で地域医

療のあり方を検討している郡上市の取り組み等について、情報発信や行政間の研修を行い、

各地域の状況に応じたへき地医療のあり方の検討と体制の整備を支援します。 

 

【参考図表】 

表 3-2-1 無医地区、無歯科医地区数（平成 23年 10月末現在） 

区     分 岐阜 

圏域 

西濃 

圏域 

中濃 

圏域 

東濃 

圏域 

飛騨 

圏域 
県全体 

無医地区 

市町村数 0 1 1 2 0 4 

地区数 0 1 1 2 0 4 

対象人口(人) 0 81 540 190 0 811 

無医地区に

準じる地区 

市町村数 0 1 2 1 1 5 

地区数 0 2 2 3 1 8 

対象人口(人) 0 79 236 151 30 496 

無歯科医地

区 

市町村数 0 1 1 0 2 4 

地区数 0 1 4 0 3 8 

対象人口(人) 0 81 1,363 0 2,096 3,540 

無歯科医地

区に準じる

地区 

市町村数 0 1 1 1 1 4 

地区数 0 2 1 4 1 8 

対象人口(人) 0 79 29 242 30 380 

資料：無医地区等調査及び無歯科医地区等調査（平成 23年度調査） 
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【医療連携・施策の体系図】 

へき地診療所
（歯科を含む）

へき地の開業医

医
師
等
の
派
遣

岐
阜
県

へき地医療支援機構
医師・代診医等派遣の調整

巡回診療の調整 研修会の計画

総合的な診療支援事業の企画・調整

拠点病院の活動評価

へき地医療対策
委員会

専任担当職員

各県立病院 地域医療部

県
・地
域
の
医
師
会
・歯
科
医
師
会

へき地医療対策が
必要な地区を有する

市 町 村

代
診
医
等
の
派
遣
要
請

（
調
整
困
難
時
）
代
診
医
等
派
遣

協力要請

協力

（社）地域医療振興協会

へき地診療所の設置
巡回診療の実施
患者輸送車定期運行

無医地区等
（歯科を含む）

へき地医療
拠点病院群

（県下10病院）
積極的な患者の受入・支援
医師（代診医）等の派遣
研修の実施
巡回診療の実施

支援
要請

支
援
要
請

代
診
医

派
遣
要
請

研
修
実
施

要
請

代診医派遣要請

岐阜へき地医療
支援センター
研修の実施
医師（代診医）派遣

代
診
医
師
の

派
遣

へ
き
地
支
援

研修

参加

岐阜大学（医学部）

地域枠
医学生

岐阜県医師育成・確保
コンソーシアム

岐阜大学医学部と
県内９病院で構成

＜※第３部第４章第１
節（保健医療従事者
の確保・養成（医師）
の用語の解説参照＞

協力・連携

医学生・

研修医

連携
調整 地域医学部門

体験実習
地域医療課外ゼミ
地域医療研修

地域医療
医学センター

附属病院

卒後臨床
研修センター

研修

参加

・医学生・研修医

・研究の支援

 

【体系図の説明】 

○ へき地医療支援機構は県単位での広域的なへき地医療支援事業の企画・調整等を行い、へき

地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に实施するための組織です。 

○ へき地医療支援機構は、へき地医療拠点病院をはじめとする関係機関との連携や調整を行い、

へき地医療対策の各種事業を实施、推進します。 
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【医療機関一覧表（へき地医療対策）】 

○ 岐阜県におけるへき地医療体制 

 

 第４章 安心・安全な医療体制 

 （平成 23 年 10 月末現在） 
二次医 
 
療圏名 

 
 市町村名 
 

 
  へ き 地 診 療 所 名 
 

 
  無 医 地 区 等  
   

 
   無歯科医地区等 
 

 
  へき地医療拠点病院支援状況 
 

岐 阜 

 

本巣市 

 

本巣市国民健康保険 

       根尾診療所 

 

 

 

 

岐 阜 県 総 合 医 療 セ ン タ ー  

（ H24.4.1指 定 ）  

 

 

 

 

西 濃 

 

 

 

大垣市 

 

大垣市国民健康保険 

      上石津診療所 

               岐阜県厚生農業協同組合連合会 

 揖斐厚生病院 

・久瀬診療所に対する医師派遣 

 （週１回、１名） 

・藤橋国民健康保険診療所に対する 

 医師派遣  （週１回、１名） 

・坂内国民健康保険診療所に対する 

 医師派遣  （週１回、１名） 

 

 

 

 

揖斐川町 

 

谷汲国民健康保険 

     横蔵出張診療所 

旧坂内村 

  川上地区 81人 

（準じる地区） 

旧春日村    

 古屋地区 37人 

旧坂内村 

  諸家地区 42人 

旧坂内村        

  川上地区 81人 

（準じる地区） 

旧春日村         

 古屋地区 37人  

旧坂内村        

  諸家地区 42人  

春日診療所          

春日診療所美束出張所  

久瀬診療所     

藤橋国民健康保険診療所 

坂内国民健康保険診療所 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 濃 

 

 

 

 

 

 

 

 

関市 

 

関市国民健康保険洞戸診療所  （準じる地区） 

旧上之保村 

  杉山地区 29人 

   

 （準じる地区） 

旧上之保村 

  杉山地区 29人 

 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 

中濃厚生病院 

・関市国民健康保険上之保診療所に 

対する医師派遣 （週1回、１名） 

・国民健康保険板取診療所に対する 

 医師派遣 （週1回、１名） 

 

郡上市民病院 

 小川地区に対する  

       巡回診療（週１回） 

 

 

 

 

 

 

関市国民健康保険板取診療所 

関市国民健康保険門原出張診療所 

関市国民健康保険 

     上之保出張診療所 

 

 

 

 

郡上市 

 

郡上市地域医療センター 

 国保小那比診療所 

旧高鷲村  

 鷲見・上野・板橋 

    地区 540人 

     

 （準じる地区）  

旧明宝村      

  小川地区 207人

  

 

旧八幡町 

 小那比地区 327人 

旧白鳥町 

 石徹白地区 289人 

旧高鷲村 

 鷲見・上野・板橋 

  地区    540人 

旧明宝村 

   小川地区 207人 

郡上市国民健康保険白鳥病院 

     石徹白診療所 

郡上市地域医療センター 

 国保和良診療所 

郡上市地域医療センター 

 国保和良歯科診療所 

東白川村 東 白 川 村 国 保 険 診 療 所    

可児市 可児市国民健康保険診療所    

 

 

 

 

 

 

 

 

東 濃 

 

 

 

 

中津川市 

 

中津川市国民健康保険 

       川上診療所 

旧福岡町 

 新田地区 97人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中津川市国民健康保険 

       蛭川診療所 

中津川市国保加子母歯科診療所 

 

 

 

 

恵那市 

 

 

 

 

恵那市国民健康保険 

        飯地診療所 

旧串原村 

 中沢地区 93人 

 

 （準じる地区） 

旧明智町      

  阿妻地区 84人 

旧上矢作町 

 達原地区 46人 

 間野地区 21人 

 

   

  

（準じる地区）    

旧明智町         

  阿妻地区 82人 

旧串原村         

中沢地区 93人 

旧上矢作町 

  達原地区 46人    

 間野地区 21人  

市立恵那病院 

・恵那市国民健康保険山岡診療所に 

対する医師派遣 （週５回、３名） 

    

国民健康保険上矢作病院 

・恵那市国民健康保険串原診療所に 

対する医師派遣（週１回、２名） 

 

 

 

恵那市国民健康保険 

        三郷診療所 

恵那市国民健康保険 

        山岡診療所 

恵那市国民健康保険 

        串原診療所 

恵那市国民健康保険 

     上矢作歯科診療所  
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 第４章 安心・安全な医療体制 

 
二次医 
 
療圏名 

 
 市町村名 
 

 
  へ き 地 診 療 所 名 
 

 
  無 医 地 区 等  
   

 
   無歯科医地区等 
 

 
  へき地医療拠点病院支援状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛 騨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山市国民健康保険 

 丹生川東部出張診療所 

（※平成23年度末で廃止） 

 （準じる地区）    

旧高根村        

   野麦地区  37人

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧清見村 

 大原地区  93人 

旧高根村 

 日和田地区 214人 

 

 （準じる地区）    

旧高根村          

  野麦地区  30人   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山赤十字病院 

・高山市国民健康保険荘川診療所に 

対する医師派遣（週１回、１名） 

・高山市国民健康保険清見診療所に 

対する医師派遣（週１回、１名） 

・高山市国民健康保険久々野診療所に 

対する医師派遣（週１回、１名） 

    

岐阜県厚生農業協同組合連合会 

久美愛厚生病院 

・国民健康保険飛騨市河合診療所に 

 対する医師派遣（週１回、１名） 

・国民健康保険飛騨市宮川診療所に 

 対する医師派遣（週１回、１名） 

 

岐阜県立下呂温泉病院 

・下呂市立小坂診療所に対する 

 医師派遣（週１回、１名） 

・高山市国民健康保険久々野診療所に 

対する医師派遣（週１回、１名） 

・東白川村国保診療所に対する医師派遣

（月４回、１名） 

 

下呂市立金山病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山市国民健康保険 

   荒城出張診療所 

（※平成23年度末で廃止） 

高山市国民健康保険清見診療所 

高山市国民健康保険 

    大原出張診療所 

高山市国民健康保険 

    江黒出張診療所 

高山市国民健康保険荘川診療所 

高山市国民健康保険 

      久々野診療所 

高山市国民健康保険 

   久々野東部出張診療所 

高山市国民健康保険      

   久々野南部出張診療所 

高山市国民健康保険朝日診療所 

高山市国民健康保険 

     秋神出張診療所 

高山市国民健康保険高根診療所 

高山市国民健康保険 

     日和田出張診療所 

高山市国民健康保険栃尾診療所 

飛騨市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険飛騨市 

       河合診療所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険飛騨市 

       宮川診療所 

国民健康保険飛騨市      

       杉原診療所 

国民健康保険飛騨市      

       袖川診療所 

国民健康保険飛騨市      

      山之村診療所 

下呂市 下呂市立小坂診療所   

下呂市立馬瀬診療所 

下呂市立上原診療所 

白川村 

 

 

白川村国民健康保険 

       白川診療所 

 

 

 

鳩谷地区 1,789人 

 

 白川村国民健康保険 

       平瀬診療所  
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【用語の解説】 

○ 無医地区 

医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径４km の区

域内に 50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができ

ない地区。 

○ 準無医地区 

無医地区には該当しないが、これに準じた医療の確保が必要な地区と知事が判断し、厚

生労働大臣に協議し適当と認めた地区。 

○ へき地診療所 

市町村等が開設した診療所で、同診療所を中心として、おおむね半径４km の区域内に他

の医療機関がなく、その区域内の人口が原則として 1,000 人以上であり、かつ同診療所か

ら最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して 30分以上を要するもの。 

○ へき地医療拠点病院 

無医地区における巡回診療やへき地診療所への医師の派遣など、へき地医療対策の各種

支援事業を行う病院。 
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第３節  周産期医療対策 

 

１ 周産期医療対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 妊娠・出産に至る母体・胎児・新生児に対し、周産期医療の総合的な体制を整備し、安心

して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 

１ 周産期医療の現状 

課 題 

○ 全国的に尐子高齢化が急速に進み、出生数

が減尐する中、岐阜県でも昭和 46 年から

51 年の第 2 次ベビーブームの頃、毎年 3

万人台で推移していた出生数は、近年

17,000 人台で推移し、平成 22 年度は

16,000 人台と減尐傾向が続いています。

（表 3-3-1-1） 

○ 平成 22 年の早期新生児死亡率は、全国が

0.8であったのに対し岐阜県は 1.0と全国

値を上回っています（表 3-3-1-2）。圏域

別にみると、飛騨圏域では平成 20 年、平

成 22 年に対前年比で大幅な低下がみられ

ます。また、東濃圏域でも平成 20年以降、

低下傾向がみられます。岐阜圏域でも平成

21 年に対前年比で低下しましたが、平成

22 年は横ばいとなっています。その他の

圏域では、大幅な変動はみられません。（表

3-3-1-3） 

○ 出生数の減尐は岐阜県固有の問題ではな

く、全国的な傾向のため、不妊治療や子育

て支援等の総合的な尐子化対策に取り組

む必要があります。 

 

 

 

 

 

○ 出生時の体重が 2,500g 未満の低出生体重

児の割合は岐阜県では平成 12 年が 8.6 で

あったのに対し、平成 22 年は 9.3 と上昇

しています。全国の値と比較すると、平成

22 年は全国 9.6 に対して、岐阜県は 9.3

と全国の値を下回っており、この傾向は平

成 18年以降続いています。 

低出生体重児が増加傾向にある理由と

しては、出産の高齢化等による影響がある

と考えられます。母の年齢階級別出生数を

みると、平成 15年までは 25～29歳の階級

の出生数が最も高かったのに比べ、平成

16年以降は 30～34歳の階級の出生数が最

も多くなっています。また、35～39 歳の

階級の出生数も顕著に高くなってきてい

○ 低出生体重児等の増加に伴い、各医療機関

における NICU（新生児集中治療室）や GCU

（回復期治療室）の満床状態が続いている

ため、満床状態の解消を図る必要がありま

す。 
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ます。（表 3-3-1-4） 

○ 周産期死亡率については、全国的に低下傾

向にあり、岐阜県でも平成 14 年の出産千

対 8.2をピークに年々低下しており、平成

22 年は、出産千対 3.8 で、これは全国の

4.2を下回っています。 

圏域別では、中濃圏域が他の圏域に比べ 

て高い数値となっています。（表 3-3-1-5） 

 

２ 周産期医療体制 

 

○ 圏域によっては全国平均及び県の平均を

大きく上回っている圏域もあるため、県全

体の周産期体制の充实を図る必要があり

ます。 

○ 岐阜県では、平成 20 年に県総合医療セン

ターを総合周産期母子医療センターに指

定し、長良医療センター、大垣市民病院、

県立多治見病院、高山赤十字病院を地域周

産期母子医療センターに認定して、相互の

連携を通して、24 時間体制でハイリスク

妊婦及び新生児の受入れが可能な体制を

整備しています。 

○ 高度な医療を提供できる三次周産期医療

機関のネットワークは構築されています

が、分娩取扱い医療機関数は減尐傾向にあ

り、また医療圏によって偏在傾向があるた

め、県内全域をカバーできるネットワーク

体制の維持が必要です。 

○ 岐阜県の産科及び産婦人科医数を 15～49

歳女性人口 10 万人あたりでみると、平成

22年値で全国平均が 39.4なのに対し、県

は 42.2 と全国平均を上回っています。圏

域別にみると、岐阜圏域では 53.8 と全国

平均を大幅に上回っており、その他東濃圏

域、飛騨圏域でも上回っています。しかし、

西濃、中濃の各圏域では全国を下回ってお

り、特に中濃圏域が 23.6 と顕著に低くな

っているため、地域偏在傾向が強く出てい

ます。（表 3-3-1-6） 

○ 15～49歳女性人口 10万人あたりの医師数

を医療圏別にみると岐阜圏域は有意に高

くなっていますが、中濃圏域が低くなって

いるため、中濃圏域の医師確保が必要で

す。 

○ 岐阜県内の NICU病床数は、平成 24年４月

現在 48床整備されています。平成 22年の

県の出生数から換算すると 43床～51床必

要となりますが、必要病床数が確保されて

いる状況です。 

○ NICU 病床等の満床状態を解消するため、

退院期に治療と在宅療養で必要な訓練（呼

吸管理等）を併せて行い、NICU 等長期入

院児が在宅医療等へ円滑に移行できるよ

う中間施設（地域療育支援施設）の整備を

行っています。 

○ 在宅に移行した NICU 等長期入院児につい

て、保護者の負担を軽減し、安心して在宅

療養が行えるよう一時的に受け入れる施

設の運営に対する補助（日中一時支援事

業）を行っています。 

○ NICU は、出生数あたりの必要病床数は確

保されていますが、岐阜圏域で病床利用率

が 100％を超える医療機関があるなど、稼

働率の高い圏域の満床状態を解消させる

必要があります。 
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【数値目標】 

○ 周産期死亡率の低下 

 3.8（平成 22年度） → 低下（平成 29年度） 

 

【今後の施策】 

○ 三次周産期医療機関・二次周産期医療機関・かかりつけ医の相互連携による搬送受入れ体制

を維持するとともに、高度な周産期医療を提供できるよう、为に三次周産期医療機関に対す

る運営及び設備の整備に対する支援を行います。 

○ 退院期に治療と在宅療養に必要な訓練（呼吸管理等）を併せて行う地域療育支援事業を通じ

て、NICU等に長期入院している児が円滑に在宅療養等へ移行できるよう支援を实施します。 

○ 在宅等に移行した NICU等長期入院児を保護者の要請に応じて、一時的に受入れる日中一時支

援事業を实施します。 

○ 産科医師の確保と医師の待遇改善のための環境整備を行います。 

○ 岐阜県母と子の健康サポート支援事業等による、医療・保健・福祉が連携した在宅支援を实

施します。 

○ 歯周病の合併症として、早産・低体重児出産が存在する知識の普及啓発を行います。 

○ 安心・安全な出産のために、妊婦健診・妊婦歯科健診の受診を勧奨します。 

○ 周産期医療に従事する医師・看護師・助産師等を対象に、新生児に対する適切な蘇生技術を

習得することを目的とした新生児蘇生法講習会を实施します。 

 

【参考図表】 

表 3-3-1-1 出生数（圏域別）                 （単位：人） 

 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

全 国 1,092,674 1,089,818 1,091,150 1,070,035 1,071,304 

岐阜県 18,092 17,696 17,506 17,327 16,887 

岐阜圏域 7,566 7,293 7,345 7,235 7,024 

西濃圏域 3,245 3,243 3,120 3,070 2,985 

中濃圏域 3,168 3,061 3,090 3,020 3,043 

東濃圏域 2,799 2,798 2,659 2,709 2,624 

飛騨圏域 1,314 1,301 1,292 1,293 1,211 

資料：岐阜県衛生年報 

 

表 3-3-1-2  早期新生児死亡率（圏域別）         （単位：出生千対） 

 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

全 国 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 

岐阜県 1.4 1.2 1.6 0.5 1.0 

岐阜圏域 1.5 1.4 1.5 1.1 1.1 

西濃圏域 0.7 0.6 0.9 0.8 0.8 

中濃圏域 1.1 1.2 1.6 1.4 1.5 

東濃圏域 0.9 1.1 1.2 1.0 0.8 

飛騨圏域 2.2 2.5 1.8 0.8 - 

資料：岐阜県衛生年報 
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表 3-3-1-3  低出生体重児の出生数割合（圏域別）            （単位：％） 

 平成 12年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

全 国 8.6 10.0 10.1 9.6 9.6 9.6 

岐阜県 8.6 9.6 9.7 9.2 9.4 9.3 

岐阜圏域 8.4 9.0 9.0 8.6 8.8 9.4 

西濃圏域 9.0 10.0 9.6 9.5 9.5 8.9 

中濃圏域 7.4 9.4 9.2 10.2 9.1 9.4 

東濃圏域 9.2 9.2 8.8 9.9 11.1 9.6 

飛騨圏域 8.5 9.6 9.3 9.0 9.4 8.6 

資料：財団法人母子衛生研究会「母子保健の为なる統計」及び岐阜県衛生年報 

 

表 3-3-1-4  母の年齢階級別出生数                    （単位：人） 

 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

総  数 19,156 18,363 17,706 18,092 17,696 17,506 17,327 16,887 

15歳未満 0 0 2 2 0 0 0 1 

15～19歳 275 253 213 214 231 204 202 180 

20～24歳 2,317 2,195 2,053 2,037 2,067 1,963 1,893 1,736 

25～29歳 7,359 6,657 6,043 6,053 5,634 5,432 5,341 5,212 

30～34歳 7,097 7,047 6,979 7,103 6,837 6,727 6,439 6,162 

35～39歳 1,915 2,006 2,176 2,395 2,639 2,846 3,081 3,180 

40～44歳 187 202 234 280 282 328 361 409 

45～49歳 6 3 6 8 6 6 9 7 

不 詳 0 0 0 0 0 0 0 0 

資料：岐阜県衛生年報 

 

表 3-3-1-5 周産期死亡率（圏域別）            （単位：出産千対） 

 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

全 国 4.7 4.5 4.3 4.2 4.2 

岐阜県 5.4 4.8 5.0 4.8 3.8 

岐阜圏域 6.3 5.9 5.6 5.1 4.6 

西濃圏域 4.4 4.5 4.0 3.5 3.1 

中濃圏域 4.6 5.0 6.0 5.9 5.8 

東濃圏域 5.5 5.2 4.4 5.0 4.6 

飛騨圏域 6.4 6.0 4.1 4.4 4.2 

資料：岐阜県衛生年報 
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表 3-3-1-6 産科・産婦人科の医師の数（圏域別）             （単位：人） 

 
平成18年 平成20年 平成 22年 

15～49歳女性人口 10万対 

平成 18年 平成 20年 平成 22年 

全 国 10,074 10,389 10,652 36.3 37.9 39.4 

岐阜県 158 160 179 35.5 36.7 42.2 

岐阜圏域 89 86 94 49.7 48.6 53.8 

西濃圏域 21 23 26 25.3 28.4 33.2 

中濃圏域 16 22 18 19.8 27.8 23.6 

東濃圏域 22 20 27 30.1 28.2 40.0 

飛騨圏域 10 9 14 33.3 31.0 50.4 

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査 

 

 

【医療連携・施策の体系図】 

 

【体系図の説明】 

○ 三次周産期医療機関、二次周産期医療機関、一次周産期医療機関が相互に連携し、ネット

ワークを構築することにより、ハイリスク妊婦及び新生児であっても、24 時間常に受け入

れられる体制が整備されています。 

○ 総合周産期母子医療センターは、相当規模の MFICUを含む産科病棟及び NICUを含む新生児

病棟を備え、常時母体及び新生児の搬送受入体制を有し、妊娠合併症、胎児・新生児異常

等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療

を行うことができるとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、
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産科合併症（脳血管障害、心疾患、敗血症、外傷等）を有する母体に対応することができ

る施設とされています。（国・周産期医療体制整備指針に基づく設置基準より抜粋） 

○ 地域周産期母子医療センターは、産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）等を備え、

周産期にかかる比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設であって、地域周産期

医療関連施設等からの救急搬送や総合周産期母子医療センターからの戻り搬送の受入れを

行う機関とされています。（国・周産期医療体制整備指針に基づく設置基準より抜粋） 

○ 二次周産期医療機関は、周産期協力病院としてかかりつけ医がいない未受診妊婦などリス

クが明らかでない妊婦の急変等に常時対応し、状況に応じて三次周産期医療機関へ搬送で

きるよう、消防機関（救急隊）や三次周産期医療機関との連携を図る機関とされています。

（岐阜県周産期医療ネットワーク事業实施要綱より抜粋） 
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【医療機関一覧表（周産期医療対策）】 

○ 一次周産期医療機関（うち分娩取扱機関） 
・岐阜地域 

 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 石原産婦人科 

 いずみレディスクリニック 

 基生会 おおのレディースクリニック 

 かとうマタニティークリニック 

 齊藤産科婦人科院 

 高橋産婦人科 

 西ぎふ産婦人科医院 

 古田産科婦人科クリニック 

 操レディスホスピタル 

 レディースクリニックまぶち 

 一色の森ゆりレディスクリニック 

 医療社団法人誠広会 平野総合病院 

 助 木澤助産院 

 岐阜市芥見嵯峨2-145 

 岐阜市菅生6-2-4 

 岐阜市光町1-44 

 岐阜市芥見長山3-94-2 

 岐阜市北八ツ寺町5 

 岐阜市梅ケ枝町3-41-3 

 岐阜市市橋5-3-9 

 岐阜市金町7-3 

 岐阜市津島町6-19 

 岐阜市正木北町12-10 

 岐阜市前一色西町4-1 

 岐阜市黒野176-5 

 岐阜市島原町42 

 058-241-3535 
 058-296-4141 
 058-233-0201 
 058-241-3332 
 058-263-0080 
 058-263-5726 
 058-272-3881 
 058-265-2395 
 058-233-8811 
 058-297-1103 
 058-246-1011 
 058-239-2325 
 058-271-0593 

 永田産婦人科 

 横山産院 

 助 ゆりかご助産院 

 各務原市那加西野町190 

 各務原市蘇原瑞穂町2-60-1 

 各務原市蘇原大島町1-49 

 058-382-0058 
 058-389-0311 
 058-371-5155 

 花林レディースクリニック 

 助 空助産院 

 羽島市竹鼻町丸の内4-5 

 羽島市下中町加賀野井701 

 058-393-1122 
 058-398-1132 

 いとうレディースケアクリニック 

 モアレディースクリニック 

 本巣郡北方町北方大牧3195 

 本巣郡北方町高屋条里3-90 

 058-323-7101 
 058-320-0311 

 
 

・西濃地域 
 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 

 クリニックママ 

 ハットリレディスクリニック 

 もりレディースクラブクリニック 

 山口産婦人科 

 大垣市林町6-85-1 

 大垣市今宿3-34-1 

 大垣市大井2-38-3 

 大垣市河間町1-13 

 大垣市静里町914 

 0584-77-6110 
 0584-73-5111 
 0584-74-5550 
 0584-74-1888 
 0584-92-1103 

 高田医院  安八郡神戸町大字神戸468  0584-27-2015 

 いびレディースクリニック  揖斐郡揖斐川町三輪719-1  0585-23-0050 

 
 

・中濃地域 
 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 ひろレディスクリニック 

 助こうのとり助産院 

 関市段下28-2 

 美濃市2717-6 

 0575-22-5553 
 0575-31-0703 

 とまつレディースクリニック 

 ローズベルクリニック 

 可児市広見2097 

 可児市下恵土野林2975-1 

 0574-61-1138 
 0574-60-3355 
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・東濃地域 

 

 医療機関名  所   在   地  電話番号 

 ケイ・レディースクリニック 

 中西ウィメンズクリニック 

 けやきどおりレディースクリニック 

 多治見市虎渓山町5-30-1 

 多治見市大正町1-45 

 多治見市宝町3-98 

 0572-24-5855 
 0572-25-8882 
 0572-25-3800 

 塚田レディースクリニック 

 菱田レディスクリニック 

 瑞浪市北小田町2-293 

 瑞浪市薬師町1-19-3 

 0572-66-1103 
 0572-68-8686 

 林メディカルクリニック  中津川市新町5-6  0573-65-2007 

 
 
 
 ・飛騨地域 
 

 医療機関名  所   在   地  電話番号 

 岐阜県立下呂温泉病院 

 岩佐ウィメンズクリニック 

 アルプスベルクリニック 

 助ケア大沼 

 下呂市幸田1162 

 高山市松之木町313-1 

 高山市山田町310 

 高山市大新町2-72 

 0576-25-2820 
 0577-37-1103 
 0577-35-1777 
 0577-34-1323 

 

 

○ 二次周産期医療機関（周産期医療協力病院） 
・岐阜地域 

 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 岩砂病院・岩砂マタニティ 

 

 岐阜市八代1-7-1  058-231-2631 

 松波総合病院  羽島郡笠松町田代185-1  058-388-0111 

 
 

・中濃地域 
 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院  関市若草通5-1  0575-22-2211 

 木沢記念病院  美濃加茂市古井町下古井590  0574-25-2181 

 郡上市民病院  郡上市八幡町島谷1261  0575-67-1611 

 

 

・東濃地域 
 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 総合病院 中津川市民病院  中津川市駒場1522-1  0573-66-1251 
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○ 三次周産期医療機関 
・岐阜地域 

 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 岐阜県総合医療センター 

 独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 

 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 

 岐阜市民病院 

 岐阜市野一色4-6-1 

 岐阜市長良1300-7 

 岐阜市柳戸1-1 

 岐阜市鹿島町7-1 

 058-246-1111 
 058-232-7755 
 058-230-6000 
 058-251-1101 

 
 

・西濃地域 
 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 大垣市民病院  大垣市南頬町4-86  0584-81-3341 
 
 
 
・東濃地域 

 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 岐阜県立多治見病院  多治見市前畑町5-161  0572-22-5311 
 
 

・飛騨地域 
 

 医療機関名  所    在    地  電話番号 

 高山赤十字病院  高山市天満町3-11  0577-32-1111 
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【用語の解説】 

○ 早期新生児死亡率 

生後 7日未満の新生児死亡率。  

計算式：1年間の早期新生児死亡数／1年間の出生数×1,000 

○ 低出生体重児 

出生時体重が 2,500g未満の児。1,500g未満の児を特に極低出生体重児、さらに 1,000g

未満の児を超低出生体重児という。 

○ 周産期死亡率 

     妊娠満 22週以降の死産と、生後 7日未満の新生児を合わせた死亡率。 

    計算式：1年間の周産期死亡数（妊娠満 22週以降の死産＋早期新生児死亡）／1年間の出

産数（出生数＋妊娠満 22週以降の死産数）×1,000 

○ 総合周産期母子医療センター 

母体・胎児集中治療室（MFICU）や新生児集中治療室(NICU)を備え、母体又は児のリス

クの高い妊娠に対する高度な医療や、新生児医療を提供する周産期医療体制の中核となる

医療機関。 

○ 地域周産期母子医療センター 

産科や新生児診療を担当する小児科を備え、周産期に係る比較的高度な医療を提供する

医療機関。 

○ 周産期医療支援病院 

     総合及び地域周産期母子医療センターと協力して、比較的高度な医療を提供する医療機

関。 

○ 周産期医療協力病院 

診療所等で対応が困難と思われるリスクが明らかでない妊婦の急変に常時対応し、状況

に応じ搬送先医療機関を判断する医療機関。 

 

 



 

150 

 

２ 母子保健対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 安心・安全な妊娠・出産の实現、子どもの心と体の健やかな成長や発達への支援を推進す

るため、保健・医療・福祉・教育等関係機関の連携の強化に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 

１ 出生と人工妊娠中絶の現状 

○ 平成 22年、県の出生数は 16,887人で、圏

域別では岐阜圏域7,024人、西濃圏域2,985

人、中濃圏域 3,043人、東濃圏域 2,624人、

飛騨圏域 1,211人となっています。 

○ 平成 22年、県の出生率は、8.3となってい

ます。圏域別では、岐阜圏域 8.7、西濃圏

域 7.8、中濃圏域 8.0、東濃圏域 7.5、飛騨

圏域 7.7となっており、他圏域に比べると

岐阜圏域の出生率が高くなっています。

（表第 3-3-2-1） 

○ 平成 22 年の人工妊娠中絶件数は、県内で

2,961件、うち 10代の人工妊娠中絶件数が

272件であり全体の 9.2％となっています。 

（表第 3-3-2-2） 

 

 

２ 県の母子保健事業 

○ 不妊に悩む夫婦を対象に経済的負担の軽

減を図るため特定不妊治療の医療費の一

部を助成しています。また相談体制とし

て、不妊専門相談や保健所の女性健康支援

センターによる相談事業を实施していま

す。 

課 題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 望まない妊娠の可能性がある場合や不

妊・出産等女性特有の健康課題に対して女

性が一人で悩むことがないように相談支

援体制の強化と周知が必要です。また、い

のちの教育等教育現場との連携の強化も

必要です。 

 

 

○ 岐阜県では、疾患・障がいの早期発見、早

期治療・療育につなげるため先天性代謝異

常検査等事業、新生児聴覚検査事業を实施

しています。平成 24 年４月１日現在、新

生児聴覚検査事業の検査費の助成事業を

实施している市町村は 42市町村中 35市町

村です。 

○ 平成 24年３月 31日現在、小児慢性特定疾

患の認定者数は 956名となっています。 

○ 県内の子どもの心の相談医数は 23年 10月

１日現在、12名です。内訳は岐阜圏域４名、

西濃圏域３名、中濃圏域１名、東濃圏域４

○ 疾病・障がいの早期発見に向け、検査体制

を整備するとともに、地域において小児慢

性特定疾患認定患者等長期療養児の患者

支援体制・診療支援体制を整備していくこ

とが必要です。 

 

 

 

 

○ 各圏域において、子どもの心の相談医を含

め子どもの心の問題に対応できる医療従

事者数を増加させるとともに、地域におい
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名、飛騨圏域０名となっており、身近な場

所で診療・支援できる医療機関・医師が不

足しており、また地域差がみられます。 

て関係機関が連携できる体制を整備して

いくことが必要です。 

 

 

【数値目標】 

○ 子どもの心の問題に対応できる医療従事者の増加 

   12名（平成 23年 10月 1日現在子どもの心の相談医数）→30名（平成 25年度末で小児科、

精神科等子どもの心の問題に対応できる医療従事者数） 

【今後の施策】 

○ 女性健康支援センター事業により女性特有の健康課題に対し、思春期から、妊娠、出産、育

児期等生涯を通じた女性の健康支援体制を整備します。 

○ 子どもの心の健やかな成長、発達のため、地域における子どもの心の専門家を養成し、子ど

もの心の診療・支援ネットワークを構築します。 

○ 平成 24年度より導入した先天性代謝異常等検査（タンデムマス法）を踏まえた、更なる先天

性疾患、障がいの早期発見、早期治療につなげる支援体制を整備します。 

○ 障がいや疾病を持って生まれた児、その保護者、心身の状況が不安定な妊産婦等に関わる保

健所や市町村と管内医療機関や療育機関が支援体制を整備し、連携の強化を図ります。 

○ 岐阜県不妊相談センターの周知に努め、相談員の知識や技術の向上などの体制強化を図る 

とともに、女性健康支援センター事業においても相談体制を整備します。 

 

【参考図表】 

表 3-3-2-1  出生率年次推移（人口千対） 

  平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

全国 8.7 8.7 8.7 8.5 8.5 

岐阜県 8.6 8.4 8.3 8.5 8.3 

岐阜圏域 9.4 9.1 9.1 9.0 8.7 

西濃圏域 8.3 8.3 8 8.0 7.8 

中濃圏域 8.1 7.9 7.9 7.8 8.0 

東濃圏域 7.8 7.9 7.5 7.7 7.5 

飛騨圏域 8.0 8.0 8.0 8.1 7.7 

  資料：人口動態統計 

表 3-3-2-2 人工妊娠中絶件数 

年齢 件数 割合 

10代 272 9.2 

20～24 590 19.9 

25～29 546 18.4 

30～34 637 21.5 

35～39 634 21.4 

40～44 258 8.7 

45～49 24 0.8 

50歳以上 0 0.0 

合計 2,961 100 

資料：衛生行政報告例（平成 22年度調査） 
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【医療連携・施策の体系図】 

母子保健施策の体系図

妊 産 婦
乳 幼 児
母 ・ 父

・母子健康手帳の交付
・妊産婦及び乳幼児の保健指導
・妊産婦・新生児（未熟児を含む）・乳幼
児の訪問指導
・健康診査
（妊産婦・乳幼児・1歳6か月児・3歳児）
・未熟児養育医療

・小児慢性疾患児の医療給付、小児慢性
疾患児を含む長期療養児の療育指導
・先天性代謝異常等検査
・新生児聴覚検査支援事業
・不妊治療への相談・助成
・子どもの心の診療・支援ネットワーク事業

・女性健康支援センター事業

連携

市町村 県・保健所

技術的援助

連携

連携連携

連携

岐阜県尐子化対策基本計画・健やか親子２１

教育

保健

医療福祉

 
 

先天性代謝異常検査等診療
コンサルテーションネットワーク

西濃圏域

●岐阜県総合医療センター
●長良医療センター
●岐阜市民病院

岐阜圏域

確定診断

及び
診療の相互協力

中濃圏域

●木沢記念病院
●中濃厚生病院 飛騨圏域

●高山赤十字病院

東濃圏域

●岐阜県立多治見病院

●大垣市民病院

岐阜大学医学部附属病院
（メインコンサルタント）
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【体系図の説明】 

○ 住民に身近で基本的な母子保健事業を实施している市町村に対し、県は技術的支援を行いな 

がら、基本となる計画等に基づき、地域の医療・福祉・教育と連携の強化に努め母子保健施   

策を進めていきます。 

○ 先天性代謝異常検査等支援事業について検査の対象となる疾患は、稀尐性が高いことから、

検査で確認検査が必要とされた児を、岐阜大学病院を中心にネットワークに参加する 9つの

医療機関が相互に連携しながら診療していきます。 

 

 

【用語の解説】 

○ 出生率 

   人口 1,000人あたりにおける出生数。 

○ 子どもの心の相談医 

   子どもの心の問題に取り組み、子どもたちが心身共に健全に育成するために必要な知識

と实践力を身につけるための研修単位をとった小児科医 

※ 子どもの心の問題に対応できる医療従事者とは、子どもの心の相談医を含め、精神科

医等、不登校、ひきこもり及び発達障害による二次的な情緒不安などの問題に対応で

きる従事者をいう。 
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第４節 小児医療対策（小児救急医療対策を含む） 

 

【基本的な計画事項】 

○ 地域の实情に応じた小児医療体制の整備、各医療圏の連携体制の構築と周産期医療、障が

い児（者）医療の各分野との連携のもと、高度小児医療体制の整備を進めます。 

○ 重篤な小児救急患者を受け入れる小児集中治療室（PICU）を整備するとともに、医療機関

受診の適正化の普及啓発、電話相談の实施等、総合的な小児救急医療対策を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 小児医療の現状 

○ 小児患者は、自ら症状を説明できないこと

や症状が急変することが多いため、小児専

門医による診察が重要となっています。 

○ 県内の一般小児医療を担う病院は53病院、

小児科標榜病院に勤務する小児科医師の

15歳未満人口千人当たり医師数は、県全体

及び岐阜圏域を除く４つの二次医療圏で

全国平均（0.55人）を下回っています。（平

成 20年）（表 3-4-1） 

○ 県内の一般小児医療を担う診療所は 83 機

関、小児科標榜診療所に勤務する小児科医

師の 15 歳未満人口千人当たり医師数は、

県全体及び全ての二次医療圏で全国平均

（1.68 人）を上回っています。（平成 20

年）（表 3-4-1） 

○ 病院を中心として小児科医の不足、偏在が

生じており、とりわけ休日・夜間の小児科

診療体制の確保が困難となっています。 

○ 小児の感染症等の予防対策となる、予防

接種法に基づく定期予防接種を市町村が

实施していますが、その接種率が十分な

水準に達していないものがあります。 

 

 

 

 

○ 小児科医の確保や、小児科を標榜する医療

機関及び他科、他地域との連携による地域

としての小児科医療提供体制の確保が必

要です。 

○ 岐阜圏域の病院が中心となり、県全域を対

象とした小児の専門的な医療機能を担う

体制を構築することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 予防接種に関する正しい知識の普及を進

め、市町村や医師会等関係者と連携し、

県民の理解を得つつ、接種率の向上に向

けて対策を推進する必要があります。 

 

２ 小児救急医療体制 

○ 小児の初期（第一次）救急は、在宅当番医

制、県内９か所の休日夜間急患センター

と、４か所の小児初期救急センター等で対

応しています。 

○ 第二次救急は、病院群輪番制の中で小児科

医の当直又はオンコール体制並びに県内

４か所の小児救急医療拠点病院によって

医療提供体制を確保しています。 

○ 第三次救急は、各圏域の救命救急センター

で対応していますが、本来、診療対象とな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 小児専門に対応する第三次救急医療機関

の整備が必要です。 
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らない軽症の小児患者が休日、夜間に集中

する傾向にあります。 

○ 小児救急電話相談事業として、休日夜間に

おける保護者からの相談に対応しており、

平成 23年度は14,904件の相談がありまし

た。また、平成 24 年４月からは相談の多

い時間帯（平日 19時から 23時）について

回線数を１回線から２回線に増やして相

談への対応を行っています。（表 3-4-2） 

○ 初期（第一次）、第二次、第三次救急医療

機関の小児救急に関する役割の明確化と、

適正な医療機関への受診を促進するため

の啓発が必要です。 

 

３ 児童虐待への対応 

○ 年々増加する児童虐待事案について、医療

機関では虐待の早期発見及び初期対応と

して関係機関への連絡等や、要保護児童対

策地域協議会への参加等による関係機関

との連携を図ったり、虐待の予防・防止に

関する活動を行っています。 

 

【数値目標】 

○ PICUを有する病院数・病床数の増加 

病院数 ０（平成 23年度）  → １（平成 29年度） 

病床数 ０床（平成 23年度） → ６床（平成 29年度） 

【今後の施策】 

○ 岐阜県総合医療センターの機能強化（小児救命救急医療の充实）及び新棟の整備（小児科診

療体制の充实、障がい児病棟の整備）により、本県の小児医療の中心的役割を担う（仮称）

小児医療センターを整備します。 

○ 小児三次救急医療体制を整備するため、重篤な小児救急患者を受け入れる小児救命救急セン

ター、PICUの整備の促進及び運営支援を行います。 

○ 子どもの急病等に関するガイドブックの作成・配布や、子どものけが、急病時の医療機関の

受診適正化を図るための普及啓発を实施します。 

○ 休日・夜間における子どもの急病、けがの際に電話で相談を受ける小児救急電話相談（通称

「＃8000」）の事業を継続します。 

○ 定期予防接種の広域化に取り組むなど、予防接種体制の充实を図ります。 

※ 「小児がん対策」、「小児特定疾患対策」「障がい児（者）医療対策」につい

ては別項目に記載しています。 
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【参考図表】 

表 3-4-1 小児科標榜医療機関等の状況 

医 療 圏 病院数 診療所数 

小児科医師数 

病  院 診 療 所 

総数 15歳未満人口千対 総数 15歳未満人口千対 

岐阜圏域 19 41 72.7 0.62 300.5 2.56 

西濃圏域 9 13 20.4 0.37 125.6 2.28 

中濃圏域 11 12 12.4 0.23 125.0 2.36 

東濃圏域 8 11 19.7 0.41 113.4 2.36 

飛騨圏域 6 6 9.9 0.45 58.9 2.66 

岐 阜 県 53 83 135.1 0.46 723.4 2.44 

全  国 2,932 5,411 9,440.1 0.55 28,863.4 1.68 

資料：医療施設調査（平成 20年） 

表 3-4-2 小児救急電話相談事業 

（概要） 

受付時間等 月～金：18:00～翌 8:00、土曜、休日及び年末年始：24時間 

電 話 番 号 #8000（携帯電話、プッシュ回線）、058-240-4199（一般回線） 

（相談件数） 

年 度 H17* H18 H19 H20 H21 H22** H23 累計 

件 数 1,009 2,050 3,142 4,488 7,301 12,846 14,904 45,740 

※平成 17年度は 8か月分（8～3月） 

※平成 22年度から民間電話相談事業者への委託に切り替え、対応時間拡大 

 

【医療連携・施策の体系図】 

一般の救急患者

（一般の）救急医療体制 小児救急医療体制

・在宅当番医制

・休日夜間急患センター（９か所）

・休日歯科在宅当番医制（13地区）

・休日歯科診療所（4か所）

・その他医療機関

【一般・小児】

【小児】【一般・小児】
・病院群輪番制病院（8地区）

・後方ベッド確保（4地区）

・その他24時間体制による二次救急医療機関

・小児救急医療拠点病院 （４か所）

・小児輪番制病院（岐阜市）

・ （高度）救命救急センター（６か所）

【一般・小児】
三次救急

・小児初期救急センター（４か所）
・休日夜間在宅当番医制（１５地区）

・夜間指定当番医制（3地区）

二次救急

初期（一次）救急

・小児救急電話相談事業

小児の救急患者

相談体制

岐阜県の救急医療体系図

（計画）
小児救命救急センター・小児集中治療室（PICU）
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【体系図の説明】 

○ 救急医療とは、通常の診療時間外（休日、夜間）及び緊急的に医療を必要とする者に医療を

提供するもので、第一次、第二次、第三次と機能分担された救急医療体制を構築することと

されています。 

○ 小児救急電話相談とは、かかりつけの小児科医等が診療していない平日夜間、休日等に、看

護師や小児科医により保護者向けの救急電話相談を行うものです。 

○ 初期（第一次）救急医療は、応急処置や初期治療を行います。为に夜間及び休日における、

救急車での搬送を必要としない傷病者の外来診療を担っています。 

○ 第二次救急医療は、手術や入院治療を必要とするなどの重篤救急患者の治療を行います。 

○ 第三次救急医療は、第二次救急医療では対応できない脳卒中、心筋梗塞、頭部損傷などの重

篤救急患者を 24時間体制で受入れ、高度な治療を行います。 

 

【医療機関一覧表（小児医療対策）】 

○ 小児初期救急センター                                     （平成 24年 10月１日現在） 

圏 域 医療機関名 所在地 診療時間 

岐 阜 小児夜間急病センター 
岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜市民病院内 

月～土曜 

夜間 19:30～23:00 

西 濃 小児夜間救急室 
大垣市南頬町 4-86 

大垣市民病院内 

木、土、日曜 

夜間 18:00～21:00 

中 濃 初期夜間急病診療支援室 

関市若草通 5-1 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 

 中濃厚生病院内 

祝日、年末年始除く 

夜間 20:00～22:00 

飛 騨 小児夜間初期救急支援室 

高山市中切町 1-1 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 

久美愛厚生病院内 

金曜 

夜間 20:00～22:00 

 

○ 小児救急医療拠点病院                  （平成 24年 10月１日現在） 

圏 域 医療機関名 所在地 

岐阜（瑞穂市除く）、中濃 岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色 4-6-1 

西濃、岐阜の一部（瑞穂市） 大垣市民病院 大垣市南頬町 4-86 

東濃 岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町 5-161 

飛騨 高山赤十字病院 高山市天満町 3-11 
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○ 小児科標榜病院                     平成 23 年 10 月１日現在 
 医療機関名 所在地 電  話 

岐 

阜 

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 岐阜市長良1300-7 058-232-7755 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸1-1 058-230-6000 

岐阜県立希望が丘学園 岐阜市鷺山向井町2563-57 058-233-7121 

岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色4-6-1 058-246-1111 

岐阜市民病院 岐阜市鹿島町7-1 058-251-1101 

岐阜赤十字病院 岐阜市岩倉町3-36 058-231-2266 

医療法人生友会 柳津病院 岐阜市柳津町宮東1-102 058-388-3838 

河村病院 岐阜市芥見大般若1-84 058-241-3311 

医療法人社団誠広会 平野総合病院 岐阜市黒野176-5 058-239-2325 

医療法人社団幸紀会 安江病院 岐阜市鏡島西2-4-14 058-253-7745 

千手堂病院 岐阜市千手堂中町1-25 058-251-3218 

笠松病院 岐阜市中鶉3-11 058-276-2881 

岩砂病院・岩砂マタニティ(*) 岐阜市八代1-7-1(*) 058-231-2631 

みどり病院 岐阜市北山1-14-24 058-241-0681 

医療法人社団慈朊会 澤田病院 岐阜市野一色7-2-5 058-247-3355 

医療法人和光会 山田病院 岐阜市寺田7-110 058-254-1411 

羽島市民病院 羽島市新生町３-246 058-393-0111 

医療法人東山会 長良川病院 羽島市竹鼻町梅ヶ枝町370-1 058-392-2525 

公立学校共済組合東海中央病院 各務原市蘇原東島町4-6-2 058-382-3101 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 山県市高富1187-3 0581-22-1811 

松波総合病院 羽島郡笠松町田代185-1 058-388-0111 

西 

濃 

大垣市民病院 大垣市南頬町4-86 0584-81-3341 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 養老郡養老町押越986 0584-32-1161 

博愛会病院 不破郡垂井町2210-42 0584-23-1251 

国民健康保険関ケ原病院 不破郡関ヶ原町関ヶ原2490-29 0584-43-1122 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 揖斐郡揖斐川町三輪2547-4 0585-21-1111 

新生病院 揖斐郡池田町本郷1551-1 0585-45-3161 

中 

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 関市若草通5-1 0575-22-2211 

美濃市立美濃病院 美濃市中央4-3 0575-33-1221 

木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井590 0574-25-2181 

岐阜社会保険病院 可児市土田1221-5 0574-25-3113 

東可児病院 可児市広見1520 0574-63-1200 

濃成病院 可児市広見851-8 0574-62-1100 

医療法人馨仁会 藤掛病院 可児市広見876 0574-62-0030 

郡上市国保白鳥病院 郡上市白鳥町為真1205-1 0575-82-3131 

郡上市民病院 郡上市八幡町島谷1261 0575-67-1611 

医療法人新生会 八幡病院 郡上市八幡町桜町278 0575-65-2151 

医療法人白水会 白川病院 郡上市白川町坂ノ東5770 0574-72-2222 

東 

濃 

岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町5-161 0572-22-5311 

社会医療法人厚生会 多治見市民病院 多治見市前畑町3-43 0572-22-5211 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 瑞浪市土岐町76-1 0572-68-4111 

土岐市立総合病院 土岐市土岐津町土岐口703-24 0572-55-2111 

国民健康保険坂下病院 中津川市坂下722-1 0573-75-3118 

総合病院中津川市民病院 中津川市駒場1522-1 0573-66-1251 

国民健康保険上矢作病院 恵那市上矢作町3111-2 0573-47-2211 

市立恵那病院 恵那市大井町2725 0573-26-2121 

飛 

騨 

高山赤十字病院 高山市天満町3-11 0577-32-1111 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 高山市中切町1-1(*) 0577-32-1115 

国民健康保険飛騨市民病院 飛騨市神岡町東町725 0578-82-1150 

医療法人古川病院 飛騨市古川町三之町8-20 0577-73-2234 

岐阜県立下呂温泉病院 下呂市幸田1162 0576-25-2820 

下呂市立金山病院 下呂市金山町金山973-6(*) 0576-32-2121 

(*)H24.9.1 現在
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【用語の解説】 

○ 小児初期救急センター 

小児の第二次救急医療機関と連携し、小児の休日夜間の診療を行う施設。 

○ 小児救急医療拠点病院 

入院を要する小児重篤救急患者を 24 時間体制で必ず受け入れる病院。複数の医療圏単

位で設置することとされており、岐阜県では５圏域を対象に４病院を設置している。 

○ 小児救命救急センター 

診療領域を問わず、すべての重篤な小児救急患者を 24時間体制で必ず受け入れ、「超急

性期」の医療を提供する施設。専用の小児集中治療室（PICU）を有する。 

○ PICU 

Pediatric intensive care unit の略。小児集中治療室。高度な専門的医療が必要な小

児患者に対し、24時間体制で「急性期」の集中治療・専門医療を提供する施設。 
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第５節 在宅医療対策 

 

【基本的な計画事項】  

○ かかりつけ医を中心に在宅療養支援診療所（病院）、訪問看護事業所、かかりつけ歯科医、

かかりつけ薬局等と連携した在宅医療体制の構築を促進します。 

○ 在宅における医療と介護の連携強化を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 近年ますます高齢化が進んでおり、長期

にわたる療養や介護を必要とする患者が

今後も増加すると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 訪問診療を实施する医療機関数に比して

在宅看取りを实施している診療所数、病

院数が尐ない状況にあります。（表

3-5-1,3-5-2,3-5-10） 

○ 入院している患者が在宅での医療にスム

ーズに移行するには、居宅等の近くの医

療機関等との調整が必要であり、退院時

の医療機関の支援が重要となります。 

○ 退院支援の担当者を配置している病院数

を人口 10万人当たりで見ると、岐阜県は

全国数値を下回っており、圏域別に見て

も飛騨圏域を除き下回っています。（表

3-5-9） 

○ 退院支援の担当者を配置している診療所

数についても、全国数値を下回っており、

圏域別に見ても東濃圏域を除き下回って

います。（表 3-5-9） 

 

○ 医療分野の訪問看護事業所の数を人口 10

万人当たりで見ると、岐阜県は全国並で

すが、利用件数を見ると全国数値を下回

っており、圏域別に見ても全圏域で下回

っています。事業所の数はあっても、十

分に対応できていないと考えられます。

（表 3-5-4,3-5-12） 

○ 治療や療養を必要とする患者が、通院困

難な状態であっても、居宅等の生活の場

で必要な医療が受けられるように、訪問

診療、往診を行う医療機関の増加等、医

療を提供できる体制づくりが必要となり

ます。 

○ 重症であっても、最後まで居宅等で暮ら

したいと希望する患者に対し、医療と介

護サービスが連携して提供される体制づ

くりが必要となります。 

 

○ 高齢者の増加が見込まれ、在宅看取りの

ニーズが高まると考えられることから、

在宅看取りを实施する医療機関の更なる

増加が必要となります。 

○ 退院支援の担当者を配置している医療機

関数の増加が必要となります。 

○ 退院した後の在宅医療への移行、急変時

等の在宅医療からの入院が円滑に進むよ

う、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、

かかりつけ薬局、有床診療所、病院の連

携（診診連携、病診連携）、薬薬連携の強

化が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

○ 訪問看護事業所の質の向上、規模の拡大、

数の増加が必要となります。 

○ 訪問看護を行う看護師の増加が必要とな

ります。 
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○ 口腔機能管理（摂食・嚥下訓練、口腔機

能向上のための機能訓練や指導、周術期

の口腔ケア、栄養改善等）のできる歯科

医師、歯科衛生士が尐ない状態です。 

 

○ 訪問薬剤指導を实施するとして届け出て

いる薬局の中でも、实際には十分に対応

できていない薬局があります。 

 

○ 在宅患者に対する口腔機能管理のできる

歯科医師、歯科衛生士の増加が必要とな

ります。 

 

 

○ 訪問薬剤指導を实施する薬局の質の向上

が必要となります。 

 

 

【数値目標】 

○ 在宅看取りを实施している医療機関数の増加 

 病院数  ８か所（平成 20年度）    → 増加（平成 26年度）  

診療所数 73か所（平成 20年度）    → 増加（平成 26年度） 

○ 訪問診療、往診を实施している医療機関数の増加 

 往診   742か所（平成 22年 10月から平成 23年３月） → 増加（平成 27年度） 

 訪問診療 548か所（平成 22年 10月から平成 23年３月） → 増加（平成 27年度） 

○ 在宅療養支援診療所（病院）数の増加 

 診療所数 197か所（平成 24年１月）  → 増加（平成 29年４月） 

 病院数   ６か所（平成 24年１月）  → 増加（平成 29年４月） 

○ 機能強化型在宅療養支援診療所（病院）数の増加 

 診療所数  49か所（平成 24年 10月）  → 増加（平成 29年４月） 

 病院数   ５か所（平成 24年 10月）  → 増加（平成 29年４月） 

○ 在宅療養支援歯科診療所数の増加 

 歯科診療所数  100か所（平成 24年１月）  → 増加（平成 29年４月） 

○ 退院支援の担当者を配置している医療機関数の増加 

 診療所数  ４か所（平成 20年度）    → 増加（平成 26年度） 

 病院数    35か所（平成 20年度）    → 増加（平成 26年度） 

○ 在宅看取り率の上昇 

 16.8％（平成 22年度）   → 上昇（平成 28年度） 

○ 歯科訪問診療を实施している歯科医療機関数の増加 

 647か所（平成 23年 12月） → 増加（平成 28年 12月） 

○ 訪問歯科衛生指導を实施している歯科医療機関数の増加 

 414か所（平成 23年 12月） → 増加（平成 28年 12月） 

○ 訪問看護事業所数の増加 

 介護保険 143か所（平成 23年４月）          → 増加（平成 28年４月） 

医療保険 121か所（平成 22年 10月から平成 23年３月） → 増加（平成 27年度） 

○ 訪問看護利用件数の増加 

 介護保険 8,600件（平成 23年４月）           → 増加（平成 28年４月） 

医療保険 3,781件（平成 22年 10月から平成 23年３月）→ 増加（平成 27年度） 

 

【今後の施策】 

○ 夜間や複数の患者の急性増悪に対応できるよう、往診や入院のための連携を促進します。 

○ かかりつけ医を中心に、かかりつけ歯科医、連携医療機関、入院施設（有床診療所及び病院）、

在宅医療を行う医療機関、地域包括支援センター、介護事業者間の連携強化を図ります。 
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○ 関係機関による協議会を設置し、関係機関の連携強化を図ります。 

○ 多職種協働による在宅チーム医療を担う人材を育成するための研修会を实施します。 

○ 国の实施する在宅医療連携拠点事業によるモデル事業を参考に、効果的な在宅医療を行うた

めの手法を関係機関に周知します。 

○ 退院支援の担当者を置く医療機関の増加を図ります。 

○ 口腔機能管理のできる歯科医師、歯科衛生士の増加を図ります。 

○ 訪問薬剤指導を实施する薬局の増加を図ります。 

○ 訪問看護事業所の機能強化のための研修会を实施します。 

○ 退職した看護師の復職支援等により、訪問看護に携わる看護師の数の確保を図ります。 

○ 在宅医療を实施している医療機関、在宅介護を实施している事業所の情報を県民に提供しま

す。 

○ 医療関係者及び県民の在宅医療についての理解を深めるための啓発活動を实施します。 

○ 各医療機関が保有する在宅医療を受ける患者の情報の共有に向けて課題を抽出し、共有体制

の構築を推進します。 

○ 歯科訪問診療を实施している歯科医療機関数の増加を図ります。 

○ 訪問歯科衛生指導を实施している歯科医療機関数の増加を図ります。 

○ 医療、介護の専門家など多職種が協働して实施する「地域ケア会議」の普及・定着を支援し

ていきます。 

 

【参考図表】 

表 3-5-1 在宅療養支援診療所の状況                 （単位：か所、床） 

 在宅療養支援診療所数 在宅療養支援診療所の病床数 機能強化型在宅療養

支援診療所数 实数 人口 10万対 实数 人口 10万対 

 岐阜圏域 99 12.3 206 25.5 24 

 西濃圏域 24 6.2 111 28.8 10 

 中濃圏域 38 9.9 64 16.7 6 

 東濃圏域 23 6.6 32 9.2 3 

 飛騨圏域 13 8.3 56 35.6 6 

岐阜県 197 9.5 469 22.5 49 

全国 13,111 10.2 32,432 25.1  

資料：診療報酬施設基準(平成 24年１月、機能強化型在宅療養支援診療所数は平成 24年 10月) 

人口 10万対の計算に際しては国勢調査（平成 22年）の人口を使用（本節の資料全て） 
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表 3-5-2 在宅療養支援病院の状況                  （単位：か所、床） 

 在宅療養支援病院数 在宅療養支援病院の病床数 機能強化型在宅療養

支援病院数 实数 人口 10万対 实数 人口 10万対 

 岐阜圏域 3 0.4 214 26.5 4 

 西濃圏域 0 0.0 0 0.0 0 

 中濃圏域 2 0.5 239 62.5 1 

 東濃圏域 1 0.3 56 16.1 0 

 飛騨圏域 0 0.0 0 0.0 0 

岐阜県 6 0.3 509 24.5 5 

全国 484 0.4 49,653 38.5  

資料：診療報酬施設基準(平成 24年１月、機能強化型在宅療養支援病院数は平成 24年 10月) 

 

 

表 3-5-3 在宅療養支援歯科診療所の状況（単位：か所） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

实数 人口 10万対 

 岐阜圏域 25 3.1 

 西濃圏域 17 4.4 

 中濃圏域 20 5.2 

 東濃圏域 36 10.3 

 飛騨圏域 2 1.3 

岐阜県 100 4.8 

全国 4,106 3.2 

資料：診療報酬施設基準(平成 24年１月) 

 

 

表 3-5-4 訪問看護の状況                       （単位：か所、人） 

 事業所数（介護） 利用者数（介護） 事業所数（医療） 利用者数（医療） 

实数 人口 10 万対 
实数 

(千人) 
人口 10 万対 实数 人口 10 万対 实数 人口 10 万対 

岐阜県 143 6.9 8.6 413.3 121 5.8 3,781 181.7 

全 国 7,683 6.0 458.3 355.0 6,119 4.7 365,363 283.0 

資料：介護給付費实態調査（平成 23年４月分、平成 22年） 

   NDB（NationalDataBase：ナショナルデータベース）（平成 22年 10月～平成 23年３月） 
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表 3-5-5 訪問看護ステーションの従業者（介護）               （単位：人） 

 
従業者数 

24時間体制を取っている訪問看護ステーションの従業者数 

保健師 助産師 看護師 准看護師 
理学 

療法士 

作業 

療法士 
合計 

 岐阜圏域 － 4 0 103 8 17 6 138 

 西濃圏域 － 0 0 46 3 9 3 61 

 中濃圏域 － 3 0 35 6 6 0 50 

 東濃圏域 － 3 0 42 3 9 4 61 

 飛騨圏域 － 0 0 21 0 2 0 23 

岐阜県 740 10 0 243 21 42 12 328 

全国 42,175 461 22 16,070 1,452 1,531 721 20,257 

資料：介護サービス施設・事業所調査（平成 21年） 

※常勤換算のため、合計が一致しない場合あり 

 

 

表 3-5-6 薬局の状況                （単位：か所） 

 麻薬小売業の免許を 

取得している薬局数 

訪問薬剤指導を 

实施する薬局数 

实数 人口 10万対 实数 人口 10万対 

 岐阜圏域 235 29.1 385 47.7 

 西濃圏域 54 14.0 110 28.6 

 中濃圏域 98 25.6 143 37.4 

 東濃圏域 102 29.3 160 46.0 

 飛騨圏域 60 38.1 75 47.6 

岐阜県 549 26.4 873 42.0 

全国 34,707 26.9 41,892 32.5 

資料：薬事情報システム（平成 24年３月）、麻薬・覚せい剤行政の概況（平成 21年） 

診療報酬施設基準（平成 24年１月） 

 

 

表 3-5-7 訪問リハビリテーションの状況                （単位：か所、人） 

 事業所数(介護) 利用者数(介護) 事業所数(医療) 利用者数(医療) 

实数 
人口 

10万対 

实数 

(千人) 

人口 

10万対 
实数 

人口 

10万対 
实数 

人口 

10万対 

岐阜県 103 5.0 1.4 67.3 26 1.2 391 18.8 

全国 5,212 4.0 114.4 88.6 1,822 1.4 31,714 24.6 

資料：介護給付費实態調査（平成 23年４月分）、NDB（平成 22年 10月～平成 23年３月） 
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表 3-5-8 短期入所サービスの状況                  （単位：か所、人） 

 短期入所生活介護 短期入所療養介護 

事業所数 利用者数 事業所数 利用者数 

实数 人口 

10万対 

实数 人口 

10万対 

实数 人口 

10万対 

实数 人口 

10万対 

 岐阜圏域 40 5.0 1,895 234.7 28 3.5 296 36.7 

 西濃圏域 31 8.1 1,210 314.3 13 3.4 190 49.3 

 中濃圏域 24 6.3 1,480 386.7 13 3.4 290 75.8 

 東濃圏域 33 9.5 1,487 427.2 13 3.7 253 72.7 

 飛騨圏域 14 8.9 753 478.0 10 6.3 181 114.9 

岐阜県 142 6.8 6,825 328.0 77 3.7 1,210 58.2 

全国 7,286 5.6 274,891 212.9 4,896 3.8 53,899 41.8 

資料：介護サービス施設・事業所調査（平成 21年） 

 

 

表 3-5-9 退院支援担当者の配置状況           （単位：か所） 

 診療所数 病院数 

实数 人口 10万対 实数 人口 10万対 

 岐阜圏域 2 0.2 13 1.6 

 西濃圏域 0 0.0 6 1.6 

 中濃圏域 0 0.0 6 1.6 

 東濃圏域 2 0.6 6 1.7 

 飛騨圏域 0 0.0 4 2.5 

岐阜県 4 0.2 35 1.7 

全国 525 0.4 2,469 1.9 

資料：医療施設調査（平成 20年） 

 

 

表 3-5-10 在宅看取りの状況                   （単位：か所、人、％） 

 
实施診療所数 实施病院数 

ターミナルケア

対応訪問看護ス

テーション数 

在宅死亡者数 
在宅看

取り率 

实数 
人 口

10万対 
实数 

人 口

10万対 
实数 

人 口

10万対 
实数 

人 口

10万対 

岐阜圏域 30 3.7 3 0.4 29 3.6 1,102 136.5 15.4 

西濃圏域 8 2.1 0 0.0 12 3.1 564 146.5 14.9 

中濃圏域 9 2.4 1 0.3 12 3.1 512 133.8 13.6 

東濃圏域 16 4.6 2 0.6 15 4.3 718 206.3 19.8 

飛騨圏域 10 6.3 2 1.3 6 3.8 500 317.4 26.6 

岐阜県 73 3.5 8 0.4 74 3.6 3,396 163.2 16.8 

全国 3,110 2.4 240 0.2 4,455 3.5 194,579 150.7 16.3 

資料：医療施設調査（平成 20年）、介護サービス施設・事業所調査（平成 21年） 

   人口動態調査（平成 22年） 

   在宅看取り率は人口動態調査の死亡者数から算出 
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表 3-5-11 往診、訪問診療の状況                   （単位：か所、件） 

 往診 訪問診療 

医療機関数 件数 医療機関数 件数 

实数 
人 口 

10万対 
实数 

人 口 

10万対 
实数 

人 口 

10万対 
实数 

人 口 

10万対 

岐阜圏域 333 41.2 6,399 792.4 236 29.2 20,925 2,591.1 

西濃圏域 117 30.4 2,602 675.8 87 22.6 8,100 2,103.8 

中濃圏域 111 29.0 2,285 597.3 89 23.3 7,383 1,929.8 

東濃圏域 110 31.6 2,135 613.4 81 23.3 8,870 2,548.2 

飛騨圏域 71 45.1 1,695 1,076.0 55 34.9 4,167 2,645.3 

岐阜県 742 35.7 15,116 726.5 548 26.3 49,445 2,376.3 

全国 36,422 28.2 774,146 599.7 25,280 19.6 2,860,969 2,216.1 

資料：NDB（平成 22年 10月～平成 23年３月） 

 

 

表3-5-12 訪問看護、在宅患者訪問リハビリテーション管理の状況（医療）        （単位：か所、件） 

 訪問看護 在宅患者訪問リハビリテーション管理 

医療機関数 件数 医療機関数 件数 

实数 
人 口 
10万対 

实数 
人 口 
10万対 

实数 
人 口 
10万対 

实数 
人 口 
10万対 

 岐阜圏域 50 6.2 1,384 171.4 9 1.1 103 12.8 

 西濃圏域 17 4.4 639 166.0 6 1.6 141 36.6 

 中濃圏域 16 4.2 623 162.9 5 1.3 36 9.4 

 東濃圏域 22 6.3 719 206.6 3 0.9 75 21.5 

 飛騨圏域 16 10.2 416 264.1 3 1.9 36 22.9 

岐阜県 121 5.8 3,781 181.7 26 1.2 391 18.8 

全国 6,119 6.0 365,363 283.0 1,822 1.4 31,714 24.6  

資料：NDB（平成 22年 10月～平成 23年３月） 

 

 

表3-5-13 退院患者平均在院日数    （単位：日） 

 総数 病院 診療所 

岐阜県 28.2 28.5 25.8 

全国 35.6 37.4 18.5 

資料：患者調査（平成 20年） 

 

 

表 3-5-14訪問歯科の状況 （単位：か所） 

 訪問歯科診療 

实施歯科診療所数 

訪問歯科衛生指導

实施歯科診療所数 

岐阜県 647 414 

資料：医療機能情報提供制度調査（平成 23年 12月） 
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【医療連携・施策の体系図】 

地域包括支援センター

在宅医療連携イメージ図

サービス
提供

医療 介護

施設サービス

かかりつけ歯科医
在宅療養支援歯科診療所
（一次歯科医療機関）

入院の受け入れ
等のバックアップ

病院（二次医療機関）

かかりつけ薬局

訪問看護
事業所

在宅での医療の提供
在宅での看取り

連携

居宅介護
支援事業所

かかりつけ医
在宅療養支援診療所
在宅療養支援病院等
有床診療所

（一次医療機関）

地域密着型
サービス

居宅サービス

入所の受け入れ
等のバックアップ

多面的（制度横断的）支援の展開
行政機関、医療機関など
必要なサービスにつなぐ

在宅療養患者を
支えるケアマネジメント

家族 地域の方

在宅療養患者

 

 

【体系図の説明】 

○ 医療、介護それぞれにおいて完結するものでなく、それぞれの事業者がつながり、効果的な

ケアを实施していきます。 

 

【医療機関一覧表（在宅医療対策）】 

○ 巻末に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。 

 

【用語の解説】 

○ 在宅療養支援診療所 

保険医療機関である、当該診療所又は他の医療機関、訪問看護ステーション等と連携し

て 24 時間往診、訪問看護が可能な体制をとっている等の要件を満たし届出をしている診

療所。 

○ 在宅療養支援病院 

保険医療機関である、200 床未満又は半径 4km 以内に診療所が存在しない、常勤医師が

３名以上所属している、当該診療所又は他の医療機関、訪問看護ステーション等と連携し

て 24 時間往診、訪問看護が可能な体制をとっている等の要件を満たし届出をしている病

院。 

○ 在宅療養歯科支援診療所 

高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤

の歯科医師が１名以上配置されている、当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関

と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保している、在宅歯科診療に係る

地域ケア会議 

医師、ケアマネージャー、施設担当者 等 
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後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されている等の要件を満

たし届出をしている歯科診療所。 

○ 機能強化型在宅療養支援診療所（病院） 

単独又は複数の医療機関で連携して、在宅医療を担当する常勤医師が３人以上配置され

ている、24時間往診、訪問看護が可能な体制をとっている等の要件を満たし届出をしてい

る、過去１年間の往診の实績が５件以上、過去１年間の看取りの件数が２件以上等の要件

を満たし届出をしている診療所（病院）。 

○ 訪問診療 

計画的な医学管理のもと、定期的に患者の居宅等に赴き医療を提供するもの。 

○ 往診 

患者からの求めに応じ、居宅等に赴き医療を提供するもの。 

○ 訪問看護 

居宅において介護を受ける要介護者・要支援者に対して、保健師・看護師・准看護師・

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がその居宅へ訪問して行なう療養上の世話、及び必

要な診療の補助。 

○ 訪問看護事業所 

訪問看護のみを行う事業所（訪問看護ステーション）の他、健康保険法による指定を受

けた保険医療機関（病院・診療所）、及び介護保険法による指定を受けた介護療養型医療

施設で訪問看護を行う施設。 

○ 短期入所生活介護 

要介護者が特別養護老人ホームなど福祉系の施設へ短い期間の入所をすることのでき

る介護サービス。 

○ 短期入所療養介護 

要介護者が介護療養型医療施設など医療系の施設や介護老人保健施設へ短い期間の入

所をすることのできる介護サービス。 

○ 地域ケア会議 

地域包括支援センター等が为催する、医師、ケアマネージャー、施設担当者等、医療・

介護を中心に関係者が集まる会議。支援方針決定、支援計画調整、ケアチームの編成等を

行う。 
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第６節 歯科保健医療対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 県民の「8020」達成のため、乳幼児期や学齢期のう蝕予防、成人期の歯周病予防、高齢期

の歯の喪失防止を進め、口腔機能向上のための事業等を促進します。 

○ 要介護者や障がい児（者）に対する歯科診療連携体制の整備を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ ３歳児のう蝕有病者率や 12歳児の１人平

均う歯数は、平成23年度は各14.6％、0.90

歯と平成 12年度よりも低下し、また、全

国値（各 21.5％、1.20歯）よりも低い状

況です。（表 3-6-1） 

○ 進行した歯周病有病率は、40歳 45.0％、

50歳 57.0％と平成 12年度よりも悪化し

ています。（表 3-6-1） 

 

○ 市町村での歯周病検診（健康増進法によ

る節目検診）の受診率は、6.7％と低い状

況です。（表 3-6-1） 

○ 80歳の20歯以上保有者割合は、50.6％と、

平成 12年度より上昇し、また、全国値

38.3％よりも高い状況です。（表 3-6-1） 

 

○ 要介護者や障がい児（者）歯科診療並び

に歯科口腔外科診療の二次医療の連携体

制が不十分な地域があります。 

○ 歯周病と全身疾患（糖尿病、がん等）、喫

煙との関係について普及活動が不十分で

す。 

○ 乳幼児期や学齢期のう蝕をさらに減尐さ

せるため、フッ化物の応用（フッ化物歯

面塗布、フッ化物洗口）等の対策が必要

です。 

 

○ 成人の進行した歯周病を減尐させるた

め、標準的な成人歯科健診プログラムの

活用と歯科健診・保健指導の普及が必要

です。 

○ 市町村での歯周病検診の受診率の向上等

の対策が必要です。 

 

○ 「80歳で 20歯以上の自分の歯を有する

者」をさらに増加させるため、歯科健診・

歯石除去等の受診の増加等の対策が必要

です。 

○ 要介護者や障がい児（者）歯科診療並び

に歯科口腔外科診療の二次医療として連

携体制の整備が必要です。 

○ 歯周病の予防及び全身疾患の悪化防止を

図るため、医科・歯科連携体制の構築が

必要です。 

【数値目標】 

○ ３歳児のう蝕のない者の割合の上昇 

85.4％（平成 23年度）→90.0％以上（平成 28年度） 

○ 12歳児の１人平均う歯数の低下 

0.90歯（平成 23年度）→0.70歯以下（平成 28年度） 

○ 40歳時の進行した歯周病有病率の低下【再掲】 

45.0％（平成 23年度）→40.0％以下（平成 28年度） 

○ 50歳時の進行した歯周病有病率の低下【再掲】 

57.0％（平成 23年度）→50.0％以下（平成 28年度） 

○ 60歳で 24歯以上有する者の割合の上昇 

64.0％（平成 23年度）→70.0％以上（平成 28年度） 

○ 80歳で 20歯以上有する者の割合の上昇 

50.6％（平成 23年度）→55.0％以上（平成 28年度） 
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【今後の施策】 

○ 8020運動の普及 

・保健・医療・福祉関係の多職種と連携、協働し、8020運動の普及を推進します。 

○ 乳幼児期・学齢期 

・う蝕予防のため、定期的な歯科健診や歯科保健指導、フッ化物の応用等の实施を促進します。 

・口腔機能の向上のため、「歯の健康によいものをよく噛んで食べる」ことを促進します。 

○ 成人期・高齢期 

・歯周病を予防し、歯の喪失防止や口腔機能の向上を図るため、かかりつけ歯科医による定期

的な歯科健診、歯科保健指導等の受診の普及啓発、市町村での歯周病検診受診率の向上を促

進します。 

・全身疾患（糖尿病等）と歯周病とは密接な関係にあるため、医科・歯科連携体制の構築を促

進します。 

○ 在宅療養者 

・歯科疾患の予防や口腔機能の管理（予防・治療・訓練）のため、摂食・嚥下機能訓練等の实

施の普及を推進します。 

・誤嚥性肺炎予防のため、歯科保健医療従事者の知識、技術の普及を推進します。 

○ 障がい児（者） 

・歯科疾患の予防や口腔機能の管理（予防・治療・訓練）のため、歯科保健医療事業の充实を

促進します。 

○ 口腔がん対策 

・口腔がんの現状把握とその対策を検討し、口腔がん検診の普及啓発を促進します。 

○ 口腔保健の推進体制 

・口腔保健支援センターの設置等の口腔保健医療体制の整備を推進します。 

○ 人材の育成 

・周術期の口腔ケアや口腔機能向上のための摂食・嚥下機能訓練・指導ができる歯科医師、歯

科衛生士の育成を推進します。 

・障がい者歯科ネットワークに協力できる歯科医師の育成を促進します 

○ 二次医療圏での歯科医療体制の整備 

・各医療圏（二次医療圏）に障がい者歯科、歯科口腔外科の設置を推進します。 
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【参考図表】 

表 3-6-1 

 岐阜県 全国値 

平成12年度 平成23年度 平成23年度 

う蝕のない者の割合（３歳児）          （％） 70.0      85.4  *1 78.5      

一人平均永久歯う歯数（12歳）        （歯） 2.63   0.90 *2   1.20     

進行した歯周病有病率（40歳）      （％） 42.3      45.0  *3 － 

進行した歯周病有病率（50歳）      （％） 56.6      57.0  *3 － 

24歯以上自分の歯を有する者の割合（60歳） （％） 55.0      64.0  *3 － 

20歯以上自分の歯を有する者の割合（80歳） （％） 28.6      50.6  *3 38.3 *5 

市町村歯周病検診受診率             （％） － 6.7   *4 － 

*1 平成 23年度３歳児歯科健康診査 

*2 平成 23年度学校保健統計調査 

*3 平成 23年度岐阜県成人歯科疾患实態調査 

*4 平成 23年度市町村健康増進事業費補助金实績報告書 

*5 平成 23年岐阜県成人歯科疾患实態調査 

 

【医療連携・施策の体系図】 

8020運動推進体系図

県 民
＊歯科受診、口腔の自己管理

岐阜県民の歯・口腔の健康づくり条例

歯科保健医療機関

ヘルスプランぎふ２１

（ヘルスプランぎふ21推進会議）

健康日本21

教育機関
＊小・中学生や教職員の口
腔の健康づくり、家庭・地域
との連携

歯科保健関係団体

＊8020（ﾊﾁﾏﾙﾆｲﾏﾙ：80歳で自分の
歯を20歯以上保とう）等の普及、研
修

職域（事業所・施設）

＊歯科健診・指導を受ける機会の
確保、歯科健診質問調査票活用等

市町村

＊課題の把握、関係者との
連携、歯科健診等の実施

県：保健所

＊課題の把握、関係者との連携

岐阜県歯・口腔の健康づくり計画（県8020運動推進委員会）

連携・協働

普及啓発

歯科口腔保健の推進に関する法律

 

【体系図の説明】 

○ 県民に対する 8020運動を推進するため、保健・医療・福祉関係機関・団体等の連携・協働に

よる普及啓発が必要です。 
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【医療機関一覧表（歯科保健医療対策）】 

○障がい児（者）歯科診療が可能な病院歯科数（平成 24年９月現在） 

圏域 病    院    名 所   在   地 

岐阜 
岐阜市民病院 岐阜市鹿島町 7-1 

朝日大学歯学部附属病院 瑞穂市穂積 1851-1 

西濃 

大垣市民病院 大垣市南頬町 4-86 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 養老郡養老町押越 986 

国民健康保険関ケ原病院 不破郡関ケ原町大字関ケ原 2490-29 

飛騨 
高山赤十字病院 高山市天満町 3-11 

県立下呂温泉病院 下呂市幸田 1162 

○障がい児（者）歯科のネットワーク協力歯科診療所（平成 24年９月現在） 

圏域 歯科診療所名 所    在    地 

岐阜 

荒井歯科医院 岐阜市元町 5-34 

小川歯科医院 岐阜市市橋 3-12-1 

川畑・平井歯科クリニック 岐阜市柳津町東塚 3-52-1 

紺弥歯科 岐阜市野一色 1-12-18 

篠田歯科 岐阜市吉野町 2-23 

シバタ歯科医院 岐阜市本荘中ノ町 10-64 

新岐阜歯科医院 岐阜市神田町 8-19（笠原ビル 3F） 

高木歯科医院 岐阜市若宮町 5-23 

たがみ歯科 岐阜市田神町 9-28 

田中歯科医院 岐阜市大福町 5-27-2 

中嶌歯科医院 岐阜市日野東 8-1-7 

長良ヶ丘歯科 岐阜市長良福光 2642 

西村歯科医院 岐阜市黒野 467-3 

日比野歯科医院 岐阜市北一色 9-2-2 

本荘歯科医院 岐阜市鹿島町 4-11-4 

松波歯科医院 岐阜市吉野町 5-16（Mビル 7F ） 

宮本矯正歯科医院 岐阜市蔵前 5-19-4 

横山歯科医院 岐阜市真砂町 8-15 

第一河合歯科医院 羽島市竹鼻町上城町 2613 

丸栄歯科 羽島市竹鼻町狐穴 3362 

みのる歯科 羽島市福寿町浅平 3-52 

おくだ歯科クリニック 山県市高富 2121-1 

つちだ歯科医院 山県市岩佐 88-1 

加野歯科 本巣市曽井中島 1415-1 

スナミ歯科医院 瑞穂市十七条荒川 

いいだ歯科 羽島郡笠松町東金池町 140-1 

西垣歯科クリニック 羽島郡笠松町北及 18-1 

きたはら歯科クリニック 羽島郡岐南町野中 5-31 

西濃 
赤坂歯科医院 大垣市赤坂町 2969 

片野小児歯科 大垣市林町 1-208 
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河村歯科クリニック 海津市海津町馬目 451-1 

歯科加藤医院 海津市海津町草場 8 

田中歯科クリニック 海津市南濃町駒野 797-4 

菅原歯科クリニック 不破郡垂井町 2446-6 

にしわき歯科 不破郡垂井町東神田 3-39 

じょうき歯科医院 養老郡養老町瑞穂大前 501-1 

村上歯科医院 養老郡養老町石畑 1263-12 

いまい歯科 安八郡安八町芝原東 1514-1 

しらき歯科クリニック 安八郡安八町芝原 481-1 

おたり歯科医院 安八郡輪之内町楡俣 666 

久保田歯科 揖斐郡揖斐川町三輪 768-1 

山下歯科診療所 揖斐郡揖斐川町谷汲名礼 246-7 

しまむら歯科クリニック 揖斐郡池田町青柳 5-10 

乗松歯科医院 揖斐郡大野町黒野 796-8 

中濃 

加藤歯科医院 関市本町 6-1 

工藤歯科医院 美濃市生櫛荘ノ下 1685-2 

天心堂歯科医院 美濃市港町 1546-1 

加藤歯科医院 美濃加茂市太田本町 1-1-22 

かもの歯科医院 美濃加茂市加茂野町加茂野 102 

河村歯科医院 美濃加茂市太田町 3255-1 

髙木歯科医院 美濃加茂市太田町 4308 

ふくい歯科 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 4490-2 

ふくた歯科クリニック 美濃加茂市本郷町 3-1858-1 

松村歯科医院 美濃加茂市牧野 2567-2 

あいデンタルクリニック 可児市下恵土中島 4205-1 

かとうこども歯科クリニック 可児市今渡 1619-321 

ホワイト歯科クリニック 可児市下恵土 5769-2 

加藤歯科医院 加茂郡川辺町西栃井 1737-1 

田原歯科医院 可児郡御嵩町中 2424 

東濃 

ときわ歯科医院 多治見市常盤町 3 

ややもり歯科医院 多治見市太平町 2-21 

鹿野歯科医院 土岐市泉町久尻 47-14 

中村歯科 土岐市泉町久尻 39-3 

大塩歯科医院 瑞浪市陶町猿爪 837-3 

藤本歯科医院 瑞浪市北小田町 2-202 

恵那歯科医院 恵那市長島町中野 261-1 

かすがい歯科医院 恵那市山岡町原 1323 

桐山歯科医院 恵那市東野 875-1 

まさき歯科 中津川市茄子川 1534-218 

飛騨 
おおのま歯科クリニック 高山市桐生町 2-178-2 

岡本歯科医院 高山市大新町 2-34 
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河上歯科医院 高山市吹屋町 81-2 

青島歯科医院 下呂市森 801-36 

ふたつや歯科医院 下呂市萩原町上村 840-2 

 

【用語の解説】 

○ 8020（ハチマルニイマル）運動 

80歳で自分の歯を 20歯以上保とうという運動。 

○ 口腔ケア 

狭義の意味では口腔清掃のことであり、広義の意味では口腔の疾病予防、健康保持・増

進、リハビリテーションを含めた処置のこと。 

○ 標準的な成人歯科健診プログラム 

歯科健診受診者の症状、困りごと、保健行動、環境に関わる項目を中心とした質問

紙等を用いて、環境及び行動的なリスクを発見し、それを改善するための保健指導を

行うという１次予防を中心とした歯科健診プログラムのこと。 
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第７節 障がい児（者）医療対策 

 

【基本的な計画事項】  

○ 周産期医療、小児医療の各分野と連携し、出生～新生児期～乳幼児期～学齢期、急性期か

ら慢性期までに対応した総合的な医療提供体制を構築します。 

○ 医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）に対し、地域におけるサービスを充实します。 

○ 発達障がい児（者）に対し、身近な地域で専門的な診療を受けることができる体制づくり

を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 身体障がい児・知的障がい児の状況 

○ 身体障害者手帳を保持する18歳未満の身

体障がい児は近年緩やかな減尐傾向にあ

り、平成23年度末時点で1,668人となって

います。うち１･２級（重度）の割合が最

も高く、全体の60.4％を占めています。 

（表7-5-1） 

○ 一方、療育手帳を保持する18歳未満の知

的障がい児は、平成18年度末の3,245人か

ら平成23年度末の4,190人へと大きく増

加しています。中でも、軽度（B2）の児

の増加が全体を押し上げています。 

（表7-5-2） 

 

２ 周産期医療の後方病床の確保 

○ 周産期医療の分野ではNICUの満床状態の

解消が課題になっていますが（第３節を

参照）、NICUの長期入院児には、重度の障

がいを持って生まれ、退院後も医療的ケ

アを必要とする子どもも含まれていま

す。NICUへの入院歴がある重症心身障が

い児には、１年以上入院していたケース

もあります。（表7-5-3） 

 

３ 県内の拠点医療機関・施設の現状 

○ 医療的ケアの必要度の高い重症心身障が

い児の長期入所に対応可能な医療型障害

児入所施設は、独立行政法人国立病院機

構長良医療センター１か所のみとなって

います。 

○ 手足や体幹の機能に障がいのある肢体不

自由児が入所や通園によって治療や訓練

を受ける施設が、岐阜県立希望が丘学園

 

○ 岐阜県では、岐阜県立希望が丘学園と国

立病院機構長良医療センターの２つの医

療機関（医療型障害児入所施設）が中心

となり、障がい児療育の拠点機能を担っ

てきました。 

○ 今後も、医療的ケアの必要度の高い障が

い児の入所や、在宅の障がい児の診療や

短期入所等の機能を一層充实させていく

必要があります。 

 

 

 

 

 

○ 医療型障害児入所施設に求められる役割

の一つとして、重度の障がいをもって生

まれてきた子どもの長期療育や在宅移行

支援など、周産期医療の後方病床として

の機能があります。 

○ 医療型障害児入所施設が周産期医療の後

方病床としての機能を果たしていくため

には、人工呼吸器装着や経管栄養等の医

療的ケアを必要とする障がい児や、特殊

な疾患を有し高度専門医療が必要な障が

い児を支援するための病床、設備、人員

体制を一層充实させる必要があります。 

 

○ 地域・在宅での療育を支援するためには、

障がい児を支援する医療機関や施設が尐

ない二次医療圏に医師や作業療法士等の

専門家を派遣したり、逆に、これらの地

域からの研修を受入れるなど、県全体の
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を含めて３か所（うち入所機能を持つの

は希望が丘学園１か所）しかなく、かつ、

全て岐阜圏域に集中しています。 

（関係機関一覧表） 

 

４ 医療的ケアの必要な在宅の重度の障がい

児（者）等の状況 

○ 在宅の重症心身障がい児（者）807名中、

調査に対し回答があった 580名のうち、

濃厚な医療的ケアが必要な超重症児

（者）・準超重症児（者）は、平成 22年

10月１日時点で県内 72名となっていま

す。（表 7-5-4） 

○ 医療的ケアの必要な重度の障がい児（者）

の短期入所の受入先、特に医療型短期入

所事業所の数が尐なく、また、地域的に

偏在しています。（表 7-5-5） 

 

５ 発達障がい児（者）に係る診療体制及び

相談支援の状況 

○ 岐阜県立希望が丘学園では、毎年約 600

人程度の外来初診患者のうち、広汎性発

達障がいや自閉症が 1/3以上を占めてい

ます。また、発達障がい児の初診には２

か月～３か月程度の待機が生じていま

す。 

○ 二次医療圏に１か所ずつ設置している発

達障がい専門外来の診察件数は、平成 20

年度の約 2,000件から、平成 23年度は約

１万５千件へと急増しています。 

（表 7-5-6） 

療育水準を向上させる拠点としての機能

を整備する必要があります。 

 

 

 

 

 

○ 重症心身障がい児（者）を含む医療的ケ

アの必要な重度の障がい児（者）が地域

で生活していくためには、保護者が介護

できない場合等に利用するための短期入

所サービスを、身近な地域で確保してい

くことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発達障がい児の早期療育を促進するため

には、拠点施設及び各二次医療圏の診療

体制を充实させ、早期の診療を受けるこ

とができる体制を確保することが必要で

す。 

○ また、診察件数が増加していく中で、思

春期を中心とした子どもの心の問題、身

体的疾患を合併するケースや行動障がい

がみられるケースにも対応していくた

め、地域の小児科や精神科医療機関との

連携が一層重要になります。 

 

【今後の施策】 

○ 岐阜県立希望が丘学園の再整備により、重症心身障がい児の受入機能、肢体不自由児の訓練

機能、発達障がい児の診療その他の支援機能を充实させます。また、引き続き、県内各地域

への専門人材の派遣や、在宅の障がい児の療育を支援するための情報提供などの役割を担い

ます。 

○ 県下唯一の総合周産期母子医療センターが開設されている地方独立行政法人岐阜県総合医療

センターに、重度の障がいをもって生まれ、他の医療機関や施設での受入れや、在宅での生

活が困難な重症心身障がい児のための病棟を新たに整備します（第４節に掲げる（仮称）小

児医療センター整備の为な機能の一つ）。 

○ 上記２機関に国立病院機構長良医療センターを含めた連携体制を構築し、障がい児の成長と

発達を支援します。 

○ 重度の障がい児（者）が、身近な地域で、医療的ケアが受けられるよう、医療型短期入所事

業所の量的な拡大や人材育成を図りながら、県のホームページによる短期入所事業所に関す
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る情報提供等により、サービスの利用を希望する方が円滑かつ有効に福祉サービスを受けら

れる体制を整備します。 

○ 発達障がい児支援の中核的機能を担う岐阜県立希望が丘学園の診療機能等を充实するととも

に、各二次医療圏において発達障がい児者の診療等を専門的に行う医療機関を確保します。

また、子どもの心の問題や、身体疾患を合併するケース、行動障がいがみられるケースへの

対応を充实させるため、地域の小児科や精神科医療機関を含めた連携の枞組みを構築します。 

 

【参考図表】 

表 7-5-1 身体障がい児の動向（身体障害者手帳所持者数の推移）（３月末現在）  （単位：人） 

 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 
平成19年～

平成24年 

全年齢 86,120 87,702 89,078 90,639 91,647 91,566 ＋6.3％ 

18歳

未満 

全体 1,726 1,717 1,702 1,688 1,664 1,668 △3.4％ 

1･2級(重度) 1,070 1,057 1,040 1,013 1,001 1,008 △5.8％ 

3･4級(中度) 537 538 541 543 532 529 △1.5％ 

5･6級(軽度) 119 122 121 132 131 131 ＋10.1％ 

資料：岐阜県健康福祉部障害福祉課データ 

 

表 7-5-2 知的障がい児の動向（療育手帳所持者数の推移）（３月末現在）      （単位：人） 

 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 
平成19年～

平成24年 

全年齢 12,978 13,464 14,020 14,496 14,916 15,453 ＋19.1％ 

18歳

未満 

全体 3,245 3,479 3,719 3,923 4,058 4,190 ＋29.1％ 

重度(A) 1,367 1,403 1,439 1,466 1,458 1,463 ＋7.0％ 

中度(B1) 802 831 854 821 831 834 ＋4.0％ 

軽度(B2) 1,076 1,245 1,426 1,636 1,769 1,893 ＋75.9％ 

資料：岐阜県健康福祉部障害福祉課データ 

 

表 7-5-3 周産期死亡率、低出生体重児の出生割合の状況等 

 ※以下は、第３節 周産期医療対策の「現状と課題」及び関連表に掲げたデータ 

（表 3-3-1-5） 周産期死亡率（圏域別）          （単位：出産千対） 

 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

全 国 4.7 4.5 4.3 4.2 4.2 

岐阜県 5.4 4.8 5.0 4.8 3.8 

岐阜圏域 6.3 5.9 5.6 5.1 4.6 

西濃圏域 4.4 4.5 4.0 3.5 3.1 

中濃圏域 4.6 5.0 6.0 5.9 5.8 

東濃圏域 5.5 5.2 4.4 5.0 4.6 

飛騨圏域 6.4 6.0 4.1 4.4 4.2 

資料：岐阜県衛生年報 
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（表 3-3-1-3）  低出生体重児の出生数割合（圏域別）          （単位：％） 

 平成 12年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 

全 国 8.6 10.0 10.1 9.6 9.6 9.6 

岐阜県 8.6 9.6 9.7 9.2 9.4 9.3 

岐阜圏域 8.4 9.0 9.0 8.6 8.8 9.4 

西濃圏域 9.0 10.0 9.6 9.5 9.5 8.9 

中濃圏域 7.4 9.4 9.2 10.2 9.1 9.4 

東濃圏域 9.2 9.2 8.8 9.9 11.1 9.6 

飛騨圏域 8.5 9.6 9.3 9.0 9.4 8.6 

資料：財団法人母子衛生研究会「母子保健の为なる統計」及び岐阜県衛生年報 

 

表 7-5-4 医療的ケアが必要な超重症児(者)・準超重症児(者)の状況（単位：人） 

①圏域別の超重症児(者)・準超重症児(者)数 

圏域名 
重症心身障がい児（者）数：調査対象 807人、回答率 71.9％ 

 
超重症児（者）数 準超重症児（者）数 

岐阜圏域 185  12 18 

西濃圏域 130 5 14 

中濃圏域 153 2 7 

東濃圏域 71 4 5 

飛騨圏域 41 2 3 

岐阜県 580  25 47 

②超重症児(者)・準超重症児(者)の NICU入院歴等（単位：人） 

NICU入院歴あり 28 100.0％ 

 

 

退院時期 

～1月 5 17.9％ 

～３月 13 46.4％ 

～６月 3 10.7％ 

～１年 5 17.9％ 

１年超 2 7.1％ 

NICU入院歴なし・不明 44  

資料：岐阜県健康福祉部障害福祉課「岐阜県における在宅で生活中の重症心身障がいを持つ方々

の現況に関する調査結果」H22.10.１ 

 

表 7-5-5 医療的ケアが必要な重度の障がい児（者）の受入れが可能な医療型短期入所事業所 

（単位：事業所数） 

圏域名 
重度の障がい児（者）の受入可能な医療型短期入所事業所数 

 
超重症児（者）対応可 準超重症児（者）まで 医療的ケアは可能 

岐阜圏域 5  4 1 0 

西濃圏域 1 1 0 0 

中濃圏域 4 1 2 1 

東濃圏域 1 1 0 0 

飛騨圏域 1 1 0 0 

岐阜県 12  8 3 1 

資料：岐阜県健康福祉部障害福祉課データ H24.9.1 
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表 7-5-6 希望が丘学園及び発達障がい専門外来開設医療機関の診療件数 

（単位：件数） 

医療圏 
診 療 件 数 

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

岐阜圏域 428  570 482 538 

 希望が丘学園  273  230  208  181 

西濃圏域 922 2,609 8,046 11,097 

中濃圏域 144 208 240 334 

東濃圏域 771 881 1,029 2,770 

飛騨圏域 79 353 370 398 

岐阜県 2,344  4,621 10,167 15,137 

資料：岐阜県健康福祉部障害福祉課データ 

 

【関係機関一覧表（障がい児（者）医療対策）】 

①  病院・診療所機能を有する療育機関 

医

療

圏 

療育機関名 

入 所 通 園 短期入所 

所在地 医療型障害児

入所施設 

医療型児童発達

支援センター 

指定短期入所事

業所 

岐

阜

圏

域 

独立行政法人国立病院機構 

長良医療センター 
○  ○ 岐阜市長良 1300-7 

岐阜県立希望が丘学園 ○ ○ ○ 岐阜市鷺山向井 2563-57 

岐阜地域児童発達支援センター組

合 ポッポの家 
 ○  岐阜市長良 1278-1 

各務原福祉の里たんぽぽ  ○  各務原市須衛稲田 7 

 

② 発達障がい専門外来設置医療機関 

医療圏 医療機関名 診療科 所在地 電話番号 

岐阜圏域 日本赤十字社 岐阜赤十字病院 精神科 岐阜市岩倉町 3-36 058-231-2266 

西濃圏域 いかわクリニック 精神科 大垣市和合新町 1-79-1 0584-82-7800 

中濃圏域 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 小児科 美濃加茂市古井町下古井 590 0574-25-2181 

東濃圏域 医療法人仁誠会 大湫病院 精神科 瑞浪市大湫町 121   0572-63-2231 

飛騨圏域 日本赤十字社 高山赤十字病院 小児科 高山市天満町 3-11 0577-32-1111 

 

 

【用語の解説】 

○ 療育 

  医療と教育を合わせた言葉であり、障がい児の成長と発達に合わせ、医療だけでなく、生

活指導、保育、教育などを総合的に行う。 

○ 医療型障害児入所施設 

  医療法に基づく病院であるとともに児童福祉法に基づく障害児施設として、障がい児の治

療、日常生活の指導、知識技能の付与等を行う。 
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○ 医療型児童発達支援センター 

医療法に基づく診療所であるとともに児童福祉法に基づく障害児施設として、保護者のも

とから通う障がい児の治療、日常生活の指導、知識技能の付与等を行う。 

○ 重症心身障がい児 

  重度の身体障がい（自力での移動が困難、寝たきり等）と、重度の知的障がい（日常生活

上の身の回りの処理ができない、意思疎通が困難）が重複している障がい児。また、成人し

た重症心身障がい児を含めて重症心身障がい児（者）という。 

  重症心身障がい児（者）のうち、より濃厚な医療的ケアが必要な児者を超重症児（者）・

準超重症児（者）という。超重症児（者）は、国が定めた判定基準により判定し、①運動機

能は座位までで、②呼吸管理、食事機能、胃・食道逆流の有無、補足項目（定期導尿、人工

肛門、体位交換など）の各々の項目のスコアの合計が 25 点以上で、その状態が６か月以上

続く場合に超重症児（者）という。準超重症児（者）は、それに準じるもので各項目のスコ

アの合計が 10点以上 25点未満である場合をいう。 

○ 肢体不自由児 

  手足や胴体の運動機能等に永続的な障がいを有する障がい児。 

○ 発達障がい専門外来 

身近な地域において発達障がい（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害ほか）の診察を受けることができる体制を確保するため、関

係医療機関の協力のもとで２次医療圏ごとに１か所ずつ設置。 
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第８節 血液確保対策 

 

【基本的な計画事項】  

○ 県内で必要とされる血液は、県内の献血で確保することを目標に、献血への理解と協力を

得られるよう普及啓発を推進します。 

○ 医療機関における血液製剤の適正使用を推進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 毎年度、国が定める「献血推進計画」に

基づき、岐阜県献血推進協議会での協議

を経て、献血目標量、献血目標人数及び

献血推進のための事業に関する計画を策

定しています。 

○ 献血者数の最近５年間の状況をみると、

平成 20年度に最も尐なくなった後増加に

転じましたが、伸び率は低下しています。

（表 3-8-1） 

○ 本県の輸血用血液製剤は、県内の献血に

より安定的に確保されているとはいえな

い状況です。 

○ 血液製剤は、医療上不可欠であり、献血

によって得られた血液製剤が有効に、か

つ安定的に供給される必要があります。 

○ 献血者に占める 10 代（16～19 歳）及び

20 代の割合は、５年前と比較するといず

れも低下しています。（表 3-8-2、表 3-8-3） 

○ 尐子高齢社会の進展による献血可能人口

の減尐、医療技術の進歩や高齢化に伴う

血液製剤需要の増加を考えると、将来の

献血を支える、とりわけ若年層の方々に

対する対策が必要です。 

○ 輸血を受ける方にとって副作用などを減

らすことができるため、400ml献血及び成

分献血の推進を図っていますが、十分で

はない状況です。 

○ 輸血を受ける方にとって、より安全性が

向上するよう、より一層 400ml 献血及び

成分献血を推進する必要があります。 

【今後の施策】 

○ 血液の安定的な確保を図るため、岐阜県赤十字血液センターや市町村、献血ボランティア団

体等との連携により、若年層に重点をおいた普及啓発を推進します。 

○ 合同輸血療法委員会の取り組みを通じ、輸血療法関係者を対象に血液製剤の適正使用を促進

します。 

 

【参考図表】 

表 3-8-1  献血者数の推移                     （単位：人） 

 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

200ml献血者数 11,631 7,501 8,757 10,942 10,873 

400ml献血者数 37,432 38,980 39,350 45,762 45,981 

成分献血者数 25,387 27,036 28,034 24,025 24,686 

献血者数 74,450 73,517 76,141 80,729 81,540 

資料：岐阜県赤十字血液センター 
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表 3-8-2 献血者に占める 10代（16～19歳）及び 20代の割合 

 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

16～19歳の割合

（単位：％） 
5.4 4.4 4.4 4.5 4.9 

20～29歳の割合

（単位：％） 
18.8 17.8 16.7 15.8 15.2 

全体の献血者数

（単位：人） 
74,450 73,517 76,141 80,729 81,540 

若年層（16～29歳）

の献血者数 

（単位：人） 

18,067 16,318 16,070 16,399 16,346 

資料：薬務水道課 

 

【用語の解説】 

○ 成分献血 

献血の種類には、400ml 献血、200ml 献血、成分献血がある。成分献血は、成分採血装

置を使用して特定の成分（血漿、血小板）のみを採血し、体内で回復に時間のかかる赤血

球は再び体内に戻す方法。一方、400ml 献血と 200ml 献血は、血液中のすべての成分を献

血する方法。 
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第９節  臓器移植対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 臓器移植及び骨髄移植の普及推進体制の充实を図ります。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 平成 22年に臓器移植法が改正され、これ

まで本人の意思表示が必要であった臓器

提供について、本人の意思表示が不明な

場合であっても、家族の承諾があれば臓

器提供が可能となりました。法改正後、

県内では５件の脳死下臓器提供が行われ

ています。 

○ 臓器移植法が改正されたことに伴い、改

正内容等について、改めて普及啓発を行

っていく必要があります。 

○ 県内の献腎希望登録者数は、近年、およ

そ 240～270名で推移していますが、腎臓

移植手術の实施件数は、毎年１～４件程

度しか实施されていません。（表 3-9-1） 

○ 現在県内の７医療機関に院内臓器提供連

絡調整員を委嘱し、院内での臓器移植の

推進を図るとともに、臓器提供発生時に

は、社団法人日本臓器移植ネットワーク

及び臓器提供施設と連携を図り、臓器提

供のコーディネートを实施する体制を整

備しています。 

○ 臓器提供件数が、移植希望登録数に対し

て圧倒的に尐ないため、臓器提供を受け

るまでの平均待機年数は約 15年と長期と

なっており、より臓器移植の普及啓発を

図っていく必要があります。 

○ 岐阜県では、10 月の臓器移植普及推進月

間及び骨髄バンク推進月間を中心に普及

啓発キャンペーンを实施し、県民に広く

PRを行っています。 

 

○ 平成 23年度末現在、県内で骨髄ドナー登

録をしている人数は 4,427 名、移植希望

登録者数は 24名となっています。 

○ 移植希望者登録数に対して、ドナー登録

者数は十分のように思われますが、移植

するには、HLAの型が一致する必要がある

ため、希望者全員が移植できるには、更

なるドナー登録が必要です。 

  

【今後の施策】 

○ 10月の臓器移植普及推進月間及び骨髄バンク推進月間を中心に、普及啓発キャンペーンを实

施します。 

○ 各保健所における定期及び休日を利用した献血並行ドナー登録会の实施及び、骨髄移植に関

する知識の普及啓発の推進を図ります。 

○ 臓器移植案件発生時における、臓器・角膜提供者、そのご家族や医療機関のサポートを通じ

た円滑な臓器移植の实施体制の構築を図ります。 
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【参考図表】 

表 3-9-1  臓器提供・移植の状況                                          （単位：人） 

区分（年） 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 

提供者数 腎 臓 2 0 1 2 2 

角 膜 10 8 6 7 13 

移植者数 腎 臓 4 1 1 2 4 

角 膜 10 7 11 12 15 

移植希望者数 腎 臓 223 264 269 256 252 

角 膜 6 7 4 3 2 

資料：（公財）岐阜県ジン・アイバンク協会 

 

 

【医療機関一覧表（臓器移植対策）】                           平成 24年 10月末現在 

医療機関名 所在地 電話番号 

国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000 

岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色 4-6-1 058-246-1111 

岐阜市民病院 岐阜市鹿島町 7-1 058-251-1101 

松波総合病院 羽島郡笠松町田代 185-1 058-388-0111 

大垣市民病院 大垣市南頬町 4-86 0584-81-3341 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 関市若草通 5-1 0575-22-2211 

岐阜県立多治見病院 多治見市前畑町 5-161 0572-22-5311 

高山赤十字病院 高山市天満町 3-11 0577-32-1111 

 

 

【用語の解説】 

○ 献腎希望登録者 

心停止もしくは脳死した提供者（ドナー）からの臓器移植を受けるために臓器移植ネッ

トワークに登録した者。献腎希望者は透析を受けている医療機関において、移植外来を受

診して登録を行う。 

○ HLA 

Human leukocyte antigenの略。白血球の血液型。臓器移植や骨髄移植を实施するには、

ドナーとレシピエント（移植を受ける者）の HLAの型が一致している必要がある。HLAの型

が合わないと、白血球が異物として認識してしまうため移植を行うことができない。 

○ 臓器提供病院 

臓器の移植に関する法律に基づき、臓器提供を行うことができる医療機関。 
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第 10節 公的医療機関及び社会医療法人の役割 

 

【基本的な計画事項】 

○ 地域の实情に応じて、公的医療機関等の役割や在り方を検討し、民間医療機関との連携を

図り、地域において良質な医療を効率的に提供する体制の確保を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 岐阜県における公的医療機関等は、平成

23 年 10 月１日現在、104 病院のうち 35

病院であり、既存病床の半数近くを公的

医療機関等が有しています。 

 

○ 公的医療機関等は、特定機能病院、救急

告示医療機関、災害拠点病院、救命救急

センター、へき地医療拠点病院など、政

策医療や地域に貢献できる病院として機

能することが求められています。特に、

災害拠点病院や救命救急センターはより

広域的な対応が求められ、災害時など、

率先してその使命を果たす必要がありま

す。 

○ 高度・先進医療及び政策医療をさらに進

めていく必要があります。 

 

【今後の施策】 

○ 救急医療などの政策医療や急性期医療について、公的医療機関及び社会医療法人が率先し

て対応できるよう、県立病院等と調整しながら関係機関と協働で体制整備を促進します。 

○ 県立３病院については、高度・先進医療及び政策医療といった他の医療機関においては实

施が困難であるが県民が必要とする医療を重点的に实施します。 
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【公的医療機関等一覧】 

圏

域 
施    設    名    称 

救命救急

センター 

※1 

救急告示

医療機関 

災害拠点

病院 

※2 

へき地医

療拠点病

院 

周産期医

療センタ

ー ※3 

小児救急

医療拠点

病院 

地域医療

支援病院 

岐

阜 

独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 
 

○ 
  

○ 
  

岐阜赤十字病院 
 

○ ○ 
   

○ 

岐阜県総合医療センター ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ 

岐阜県立希望が丘学園 
       

岐阜市民病院 
 

○ ○ 
 

△ 
 

○ 

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 ◎ ○ ◎ 
 

△ 
  

羽島市民病院 
 

○ 
     

自衛隊岐阜病院 
       

岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 
 

○ 
     

松波総合病院 ＊ 
 

○ ○ 
   

○ 

西

濃 

大垣市民病院 ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 
 

○ 
     

養南病院 ＊ 
       

国民健康保険関ケ原病院 
 

○ 
     

岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院 
 

○ 
 

○ 
   

中

濃 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 ○ ○ ○ ○ 
   

美濃市立美濃病院 
 

○ 
     

郡上市民病院 
 

○ 
 

○ 
   

郡上市国保白鳥病院 
 

○ 
     

木沢記念病院 ＊ 
 

○ ○ 
   

○ 

岐阜社会保険病院 
 

○ 
     

東

濃 

岐阜県立多治見病院 ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ 

社会医療法人厚生会 多治見市民病院 ＊ 
 

○ 
     

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 
 

○ 
     

土岐市立総合病院 
 

○ 
     

国民健康保険坂下病院 
 

○ 
     

総合病院中津川市民病院 
 

○ ○ 
    

市立恵那病院 
 

○ 
 

○ 
   

国民健康保険上矢作病院 
 

○ 
 

○ 
   

飛

騨 

高山赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

岐阜県厚生農業協同組合連合会 高山厚生病院 
       

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院 
 

○ 
 

○ 
   

国民健康保険飛騨市民病院 
 

○ 
     

岐阜県立下呂温泉病院 
 

○ 
 

○ 
   

下呂市立金山病院 
 

○ 
 

○ 
    

＊ 社会医療法人 

※1 ◎高度救命救急センター 

※2 ◎基幹災害医療センター ○地域災害医療センター 

※3 ◎総合周産期母子医療センター ○地域周産期母子医療センター △周産期医療支援病院 
 

「公的医療機関等」とは、公的病院等（国立病院・療養所、社会保険病院、日本赤十字病院、自治体病院、国立大学病院、厚生農

業協同組合連合会）と社会医療法人（救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人）が運

営する病院。 
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第 11節 医薬分業と薬局の機能強化対策 

 

１ 医薬分業の推進  

 

【基本的な計画事項】 

○ 質の高い医薬分業を推進します。 

○ かかりつけ薬局の県民への普及、定着を図ります。 

○ 患者の薬物治療に関する情報を病院薬局とかかりつけ薬局の間で引き継ぐ「薬薬連携」を

促進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 岐阜県の医薬分業率は年々上昇していま

すが、圏域間で大きな格差があり、全国

平均と比べやや低い状況です。 

（表 3-11-1） 

○ 地域の实情に応じた医薬分業を推進する

必要があります。 

○ 医薬分業の進展とともに調剤過誤の発生

もみられ、薬剤師の能力向上が求められ

ています。 

○ 調剤過誤防止対策を推進し、医薬分業の

質を高める対策が必要です。 

○ 医薬分業は、医薬品の重複投与や相互作

用の発生防止を図り、かかりつけ薬局に

よる朋薬指導や薬歴管理により、患者に

安全で適切に医薬品を使用してもらうこ

とを目的としていますが、県民に十分理

解されていない面があります。 

○ かかりつけ薬局の育成とともに、医薬分

業のメリットについて、広く県民の理解

を深める必要があります。 

○ 医薬分業や在宅医療の進展に伴い、安全

で継続した薬物療法を患者に提供するこ

とが求められています。 

○ 入院時や退院時に患者の薬物療法に関す

る情報を病院薬局とかかりつけ薬局の間

で引き継ぐ「薬薬連携」を促進する必要

があります。 

  

 

【数値目標】 

○ 医薬分業率の上昇 

57.5％（平成 22年度） → 70.0％（平成 29年度） 

 

【今後の施策】 

○ 地域の实情に応じた医薬分業の推進及び調剤過誤の防止等を含めたより質の高い医薬分 

業を推進します。 

○ 公衆衛生・地域医療の拠点となる「かかりつけ薬局」の育成と、お薬手帳の有用性について

県民への普及定着を促進します。 

○ 薬剤師会が实施する各種研修事業等へ積極的に協力し、薬薬連携の強化を支援します。 
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【参考図表】 

表 3－11－1－1 医薬分業率の推移                      （単位：％） 

 区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

岐阜圏域   46.8    47.0    47.8    49.3    51.4    53.9 

西濃圏域    29.5    30.7    31.7    32.2    34.1    35.9 

中濃圏域    53.3    56.8    59.0    62.7    63.9    65.4 

東濃圏域    65.2    66.5    67.6    67.9    69.3    71.4 

飛騨圏域    58.2    60.0    60.9    61.2    62.4    64.5 

岐阜県    48.8    50.2    51.5    53.6    55.3    57.5 

全国    54.1    55.8    57.2    59.1    60.7    63.1 

資料：薬務水道課資料 
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２ 薬局の機能強化対策  

 

【基本的な計画事項】 

○ 薬局が「医療提供施設」として位置付けられたことから、地域における医療連携体制の中

で、医薬品の供給拠点の役割をこれまで以上に担っていきます。 

○ 薬局における安全管理体制の充实を図ります。 

○ 在宅医療への薬局の参加を促進します。  

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 休日・夜間の処方せん応需体制、医薬品

の備蓄の整備について不十分な面があり

ます。 

○ 地域の薬局が連携して休日・夜間におけ

る処方せんの応需、医薬品の備蓄につい

て体制を強化する必要があります。 

○ 薬局において医療安全管理指針、医薬品

の安全使用のための業務手順書が作成さ

れていますが、従業者に対する周知が不

十分と思われます。 

○ 従業者に対して薬局における安全管理体

制を一層周知する必要があります。 

○ 薬剤師法の改正により、患者宅において

一部調剤行為が容認されることとなりま

したが、在宅医療に関わる薬局の環境整

備が十分整っていないのが現状です。 

○ 薬局は、訪問薬剤管理指導業務を通じて、

在宅医療へ積極的に参加する必要があり

ます。また、終末期医療への貢献のため、

医療用麻薬の適正な取扱いの徹底を図る

必要があります。 

○ 薬局は、地域に密着した施設として様々

な役割を担っています。 

○ 「薬食同源情報サロン」や「健康介護ま

ちかど相談薬局」の整備を一層推進する

必要があります。 

  

 

【今後の施策】 

○ 休日・夜間の調剤に応じられる薬局の整備や使用頻度の低い医薬品の備蓄強化など、薬局に

おける処方せん応需体制を充实します。 

○ 安全管理指針や、医薬品の安全使用のための業務手順書の定着を促進します。 

○ 麻薬を含めた医薬品等の適切な取扱いに関する講習会の開催等により、在宅医療への薬局の

参加を促進します。 

○ 消費者向け講習会の開催やお薬手帳等を通じて、医薬品の適正使用を推進します。 

○ 健康食品や健康食材等に関する相談に応じる薬食同源情報サロンや介護に関する相談に応じ

る健康介護まちかど相談薬局の充实を図ります。 

 

【用語の解説】 

○ 薬食同源情報サロン 

健康食品や健康食材に関する一般県民からの問い合わせや相談に、無料で応じている薬局。

相談には、健康食品等に関して一定の講習を受講した薬剤師である薬食同源アドバイザー

が対応している。県内に 153か所（平成 24年３月末現在）ある。  
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第４章 保健医療従事者の確保・養成 

第１節 医師 

 

【基本的な計画事項】  

○ 県民の医療に対する要望に応えるため、医師の育成及び確保に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

１ 地域偏在 

(1) 都道府県偏在 

○ 本県における人口 10万人当たりの医療施

設従事医師数（平成 22年 12月 31日現在）

は 189.0人で、全国 38位(全国平均 219.0

人)と下位にあります。（平成 22年 医師・

歯科医師・薬剤師調査） 

(2) 県内の二次医療圏における偏在 

○ 岐阜圏域を除く４圏域（西濃、中濃、東

濃、飛騨）は、人口 10万人当たりの医療

施設従事医師数（平成 22年 12月 31日現

在）が全国平均以下となっています。（同

調査） 

岐阜圏域(243.9人) 

西濃圏域(150.1人) 

中濃圏域(138.3人) 

東濃圏域(169.2人) 

飛騨圏域(169.5人) 

○ 自治医科大学卒業医師をへき地診療所等

へ派遣（平成 24年度：13人）しています。 

 

 

 

○ 人口 10万人当たりの医療施設従事医師数

は増加しているものの、全国平均以下で

あるため、今後も医師確保の対策が必要

です。 

 

 

○ 岐阜圏域とその他の圏域では格差があ

り、偏在の解消が急務です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自治医科大学卒業医師の義務年限終了後

における県内定着を進めることが必要で

す。 

２ 診療科偏在 

○ 本県の病院及び分娩取扱診療所におい

て、医師が不足している为な診療科（平

成 22年６月１日現在）は、麻酔科(1.50)、

脳神経外科(1.31)、産婦人科(1.29)、小

児科(1.28)、耳鼻いんこう科(1.28)、放

射線科(1.27) です。（平成 22 年 必要医

師数实態調査） 

※数字は必要求人医師数（現医師数に対

し、求人しているが充足されない医師

数）の倍率です。 

 

 

○ 診療科偏在解消に向け、専門医のあり方

に関する見直しなど、国において抜本的

な対策が必要です。 
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３ 女性医師 

○ 女性医師の割合は次のとおりです。 

  県内 平成 22年：16.7％ 

  全国 平成 22年：18.9％（表 4-1-1） 

※全国の医師国家試験合格者に占める女性

の割合は３割を超えています。 

○ 診療科別の女性医師の割合（平成 22年 12

月 31日現在）は、皮膚科 47.7％、麻酔科

42.2％、眼科 33.3％となっています。（表

4-1-1） 

 

○ 女性医師の活躍の場の拡充が必要です。 

○ 出産という女性特有のライフイベント、

および育児・介護などに伴う医師の離職

防止や、再研修・再就業支援など復帰に

向けた対策が必要です。 

 

 

【数値目標】 

○ 人口 10万人当たりの医療施設従事医師数の増加 

189.0人（平成 22年度） → 210.0人（平成 28年度） 

 

【今後の施策】 

○ 岐阜大学医学部地域枞の継続、岐阜県医学生修学資金の貸付け及び岐阜県医師育成・確保コ

ンソーシアム（岐阜県における地域医療支援センター）の運営による医師の県内定着及び育

成（キャリア形成等支援）、医師不足地域への医師の派遣を推進します。 

○ 県内の臨床研修病院で研修を開始する初期臨床研修医の増加を推進します。 

○ 自治医科大学卒業医師の県内定着策を实施します。 

○ だれもが働きやすい職場環境の整備や意識醸成を推進します。 

○ 診療科偏在解消に向けた国への働きかけを实施します。 

 

【参考図表】 

表 4-1-1 診療科別の女性医師割合（単位：％） 

診 療 科 
平成 22年  

岐 阜 県 全  国 

皮 膚 科 47.7 42.6 

麻 酔 科 42.2 34.8 

眼   科 33.3 37.4 

小 児 科 30.4 33.0 

産科・産婦人科 22.3 28.4 

内   科 14.7 14.7 

外   科 4.3 5.1 

その他の診療科 12.5 16.2 

合計 

（割合は平均値） 
16.7 18.9 

資料：平成 22年 医師・歯科医師・薬剤師調査 
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【用語の解説】 

○ 岐阜県医学生修学資金 

医師免許取得後、一定期間を県内医療機関に勤務することを返還免除条件とした修学資

金の貸付け。平成 20年度開始。第１種は岐阜大学医学部医学科地域枞入学者を対象とし、

第２種は地域枞入学者を除く岐阜大学医学部医学科入学・在学者と、岐阜県出身で他の都

道府県の医学部医学科入学・在学者を対象とする。 

○ 岐阜県医師育成・確保コンソーシアム（岐阜県における地域医療支援センター） 

岐阜大学医学部、同附属病院と研修医が多く集まる病院がコンソーシアムを組織し、初

期臨床研修医や後期研修医等に対して魅力的なプログラムを提供することにより、医師の

県内定着と育成を図るとともに、プログラムの中に一定期間の医師不足地域での勤務を含

めることにより医師不足の解消に資することを目的とする。平成 22年９月６日設立。 

○ 初期臨床研修 

医師が将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を身につけることができる

よう、平成 16年４月から開始された新医師臨床研修制度による臨床研修。 

【参考／医師法第 16条の２（臨床研修）】 

診療に従事しようとする医師は、２年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属

する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならな

い。 

 



 

193 

 

第２節 歯科医師 

 

【基本的な計画事項】 

○ 患者のニーズに応じた専門的な対応を行うことができる歯科医師の養成に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 平成 22年において、岐阜県の医療施設で

従事する歯科医師数は 1,511 人、人口 10

万人当たり歯科医師数は 74.5 人（全国

77.1人）です。 

 

○ 二次医療圏別人口 10万人対は、岐阜圏域

104.3人、西濃圏域 65.2人、中濃圏域 50.4

人、東濃圏域 56.6 人、飛騨圏域 43.2 人

であり、地域偏在がみられます。 

 

○ 障がい者等専門的な対応が必要な患者へ

の医療サービスの提供が困難となってい

ます。 

○ 専門的な対応が必要な患者に対して治療

を行うことができる歯科医師の養成が必

要です。 

 

【今後の施策】 

○ 患者中心の全人的医療を理解した歯科医師の確保や能力の向上を図るよう、歯科医師会等の

関係機関が行う活動に対して、助言などの必要な支援を行い、県及び関係機関が協力して優

秀な人材確保を促進します。 

○ 口腔管理（摂食・嚥下訓練、口腔機能向上のための機能訓練や指導、周術期の口腔ケア等）

ができる歯科医師の育成、強化を促進します。 
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第３節 薬剤師 

 

【基本的な計画事項】 

○ 薬剤師の能力向上及び確保に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 平成 22年において、岐阜県の薬局・医療

施設で従事する薬剤師数は 2,891 人で近

年増加傾向にありますが、人口 10万人当

たりでは 135.5 人となっており全国平均

の 154.3人を下回っています。 

（表 4-3-1） 

○ 未就業薬剤師の再就職などにより薬剤師

を確保する必要があります。 

 

○ 医薬分業の進展に伴い、薬局で取り扱う

処方せんの枚数が増加しています。また、

第一類医薬品を販売する際には、薬剤師

による情報提供が義務化されています。 

 

○ 医薬分業や在宅医療の進展に伴い、薬剤

師には新しい医学、薬学の知識、技術の

研鑽が求められています。 

○ 医薬分業や在宅医療の質を高めるため、

薬剤師の能力向上を図る必要がありま

す。 

 

 

【今後の施策】 

○ 薬剤師会等の関係機関と連携し、未就業の薬剤師の再就職を促すなど薬局又は病院で従事す

る薬剤師の確保を推進します。 

○ 薬剤師会等の関係機関と連携し、薬剤師の生涯教育として未就業薬剤師や新規管理薬剤師等

に対して各種研修会を行い、薬剤師の能力の向上を推進します。 

   

【参考図表】 

表 4-3-1 薬局・医療施設に従事する薬剤師数の推移           （単位：人） 

年別 薬剤師数 人口 10万対（岐阜県） 人口 10万対（全国） 

 平成 14年    2,316     109.7    121.2 

 平成 16年    2,542     120.5    128.7 

 平成 18年    2,623     124.6    136.4 

 平成 20年    2,736     130.3    145.7 

 平成 22年    2,819     135.5    154.3 

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査 
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第４節 看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師） 

 

【基本的な計画事項】 

○ 誰もが不安なく必要な看護を受けられる体制を整えるため、質の高い看護職員の養成・確

保及び能力の向上に努めます。 

○ 地域の健康問題の解決と住民の健康の向上を支援する公衆衛生看護活動が展開できるよ

う、实践力のある保健師の育成及び能力の向上に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 高齢化社会や医療の高度化に伴い看護職

員の需要が増加しています。 

【看護職員の需要見込数】 

  平成 24年 23,618人 

  平成 27年 24,763人 

○ 保健医療に対する県民要望の多様化・高

度化に伴い看護サービスの質の向上が求

められています。 

○ 確保対策の推進等により離職率が低下傾

向にあります。 

【看護職員の離職率】 

  平成 20年度 10.5％ 

  平成 21年度 10.2％ 

  平成 22年度  9.9％ 

○ 市町村で働く保健師の数は、地域保健法

や（平成 6年）や健康増進法（平成 14年）

が制定され、住民に身近で頻度の高いサ

ービスの为たる实施为体が市町村に移譲

されたことにより増加してきましたが、

ここ数年は 580 人前後と横ばいで推移し

ています。一方、県保健師数は、法改正

に伴い対人サービス業務が市町村に移譲

されたこと、また県保健所数の減尐等に

より減尐しています。 

○ 保健師は多様な地域の健康課題に対し、

幅広い地域保健の専門的知識や技術が求

められます。 

 

○ 看護人材の養成促進及び離職防止、再就

業支援を支援し、より多くの看護職員を

供給することが必要です。 

 

 

○ 質の高い看護サービスを安定的に提供で

きる体制整備を推進することが必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新任期から系統的に必要な能力の育成、

能力向上を目的とした研修体制を整備す

るとともに、現任教育を支える組織体制

を推進することが必要です。 

 

【数値目標】 

○ 第七次看護職員需給見通しによる供給数の増加 

22,130人（平成 24年）→ 24,406人（平成 27年） 
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【今後の施策】 

○ 看護教員養成講習会及び实習指導者講習会を開催し指導者を育成することで、より質の高い

看護職員の育成を推進します。 

○ 就労環境改善に関する指導者の派遣及び相談窓口の設置、研修会等の開催により、生きがい

を持って能力を発揮し続けられる職場づくりを支援します。 

○ 院内保育所の運営を支援し、保育体制の充实を推進します。 

○ 新人看護職員の臨床实践能力を獲得するための研修を支援し、早期離職を防止します。 

○ ナースセンターと連携し無料職業紹介事業を实施することで、未就業看護職員の再就業を促

進します。 

○ 専門看護師、認定看護師の育成支援及び障がい児・者看護研修を实施し、多様化する医療ニ

ーズに対応できる看護職員の育成を推進します。 

○ 訪問看護事業所の事業拡大、機能の充实及び訪問看護職員の能力向上のための研修を推進し

ます。 

○ 平成 27年度に施策の進捗状況等を検証します。 

○ 専門的な实践能力や行政能力をもつ保健師を育成するため、岐阜県保健師現任教育マニュア

ルに基づき新任期から系統的に研修を实施するとともに、現任教育を支える組織体制を推進 

します。 

○ 保健師活動指針を作成するとともに、その重要性を自治体関係者に周知できる体制を整え、

地域を担う保健師確保を促進します。 

○ 専門的な实践能力や行政能力を持つ保健師を育成するための人材育成を推進するとともに、 

保健師活動が効果的に発揮できるよう、統括保健師を明確に位置づける体制を推進していき

ます。 

 

【用語の解説】 

○ 専門看護師 

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して、水準の高い看護ケアを

効率よく提供するための特定の専門看護分野の知識及び技術を深めた看護師として認定

審査に合格した者。 

○ 認定看護師 

ある特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を用いた水準の高い看護实践の

できる看護師として認定審査に合格した者。 
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第５節 その他の保健医療従事者 

 

【基本的な計画事項】 

○ 県民の医療に対する要望に応えるため、人材育成に関係する各機関と連携し、各職種ごと

に不足する分野の従事者の養成及び確保に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 平成 22年末における岐阜県の就業歯科衛

生士数は 2,176人で年々増加しています。

人口 10 万人対の就業歯科衛生士数は

104.6 人で、全国平均の 80.6 人を上回っ

ています。   

○ 専門的口腔ケアに対応できる歯科衛生士

を確保する必要があります。 

○ 平成 22年末における岐阜県の就業歯科技

工士数は 645人で減尐傾向にありますが、

人口10万人対の就業歯科技工士数は31.0

人で、全国平均の 27.7人を上回っていま

す。 

 

○ 平成 20 年 10 月１日における岐阜県の医

療施設に従事する理学療法士数は 650.3

人、作業療法士は 283.2 人、言語聴覚士

は 122.4人です。人口 10万人対では、理

学療法士が 31.0人（全国値 35.5人）、作

業療法士が 13.5人（全国値 20.6人）、言

語聴覚士が 5.8 人（全国値 6.7 人）と、

いずれも全国値を下回っています。 

 

○ リハビリテーション医療の需要は年々高

まっており、これに対応する人材を確保

する必要があります。 

○ 市町村行政栄養士配置状況は、平成 24年

度 38市町であり、配置率は 90.5%です。

未だ県内 4町村の配置が進んでいません。

また、配置 38市町のうち複数配置は、14

市町に止まっています。 

 

○ 管理栄養士・栄養士の未配置町村への配

置を推進するとともに、子どもから高齢

者までの健康づくりを充实するために複

数配置を推進していく必要があります。 

 

 

○ 給食施設に従事する管理栄養士・栄養士

数は、平成 22年度 1,411人であり、配置

率は、特定給食施設 60.4%、その他の給食

施設 45.1%です。全国平均特定 70.5%、そ

の他 51.7%と比して低い状況です。 

 

○ 給食施設の管理栄養士・栄養士の配置を

推進していく必要があります。 

 

○ 管理栄養士・栄養士が、地域において食

生活支援活動(糖尿病などの生活習慣病

予防、高齢者の低栄養予防)を行う拠点

「栄養ケアステーション」が開設されて

いますが、県民の活用度はまだ低い状況

○ 「栄養ケアステーション」についての認

知度を向上させるとともに、多様なニー

ズに対応できる管理栄養士・栄養士の育

成を支援していく必要があります。 
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です。 

 

【今後の施策】 

○ 養成施設との連携を図り、特に県内において人材の不足が見込まれる職種については、関係

団体と協力して人材の確保に取り組むとともに、養成施設や関係団体との連携を密にし、優

秀な人材が確保できるよう研修等を通じて能力の向上を促進します。 

○ 適正配置 

・ 地域住民の健康づくり・栄養改善に関するサービスの充实を図るため、市町村管理栄養士・

栄養士の配置及び複数配置を推進します。 

・ 給食施設における適正な栄養管理・健康づくりを推進するため、給食施設管理栄養士・栄養

士の配置を推進します。 

○ 人材育成 

・ 県内管理栄養士・栄養士養成施設、岐阜県栄養士会と連携し、卒後教育の充实を図り、管理

栄養士・栄養士の能力の向上を推進します。 

 

【その他の保健医療従事者】 

診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語

聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサー

ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師 など 
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第５章 医療の安全対策等の推進 

第１節 医療安全対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 医療安全体制を確保するため、医療の安全に関する情報の提供、研修の实施、意識の啓発

を推進します。 

○ 院内感染を防止するため、医療機関への研修、情報の提供を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 医療に関する相談を受け付ける医療相談

窓口を県庁及び各保健所に設置していま

す。また、相談窓口を設けている病院は

104 病院中 98 病院であり、患者からの相

談を受け付ける体制が進みつつありま

す。 

○ 病院における医療安全相談窓口の設置は

義務ではないため、医療安全相談窓口の

設置を進めるうえで、当該窓口の役割や

必要性について、病院の理解が必要です。 

  

 

○ 医療関係者への周知を図るため、医療安

全対策研修会を实施しています。 

 

○ 院内感染対策として、病院からの相談窓

口を設置し、病院への派遣指導を实施し

ています。 

○ 院内は抵抗力が低下した患者が多く存在

する環境であり、また、近年の多剤耐性

菌の拡大により、感染症に関するより専

門的な知識が必要なことから、個々の医

療機関での対応が難しくなっており、医

療機関等が相互に協力する体制が必要で

す。 

 

【今後の施策】 

○ 医療に関する患者・住民の苦情・心配や相談に対応します。 

○ 病院等の医療を提供する施設に対し医療安全に関する情報提供及び研修を实施します。 

○ 患者が積極的に医療に参加できるように、医療に関する正しい知識の普及や患者の心構え等

の啓発を推進します。 

○ 院内感染対策として、医療機関からの専門的な相談に応じる窓口を設置し、院内感染対策を

現地で指導できる専門家を派遣するとともに、医療機関等が相互に協力する体制の構築を支

援します。 
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【医療安全相談 体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【医療相談窓口一覧】 

医療安全相談窓口（医療整備課内） 058-278-2622 

岐阜保健所（総務課 管理調整・医事係） 058-380-3001 

西濃保健所（総務課 管理調整・医事係） 0584-73-1111 

関保健所（総務課 管理調整・医事係） 0575-33-4011 

中濃保健所（健康増進課 保健指導係） 0574-25-3111 

東濃保健所（総務課 管理調整・医事係） 0572-23-1111 

恵那保健所（健康増進課 保健指導係） 0573-26-1111 

飛騨保健所（総務課 管理調整・医事係） 0577-33-1111 

岐阜市保健所（地域保健課） 058-252-7191 

 

地域医師会、 

地域歯科医師会 

地域薬剤師会 

相談窓口 

・地域の会員に対する苦情

や相談に対応 

地域医師会等 

（病院、診療所、歯科診療所） 

相談窓口 

・各医療機関内の苦情や相談に対応 

・特定機能病院・臨床研修病院（義務

化） 

・その他の医療機関（設置を推奨） 

医療機関 

県医師会、県歯科医師会、 

県薬剤師会、県病院協会、 

県看護協会 

・会員等に対する周知・指導 

相談窓口 

・会員に対する苦情相談等 

※県薬剤師会においては、薬に

関する全ての相談を「ぎふ薬

事情報センター」で対応 

関係団体 
連絡調整・情報提

供等 

相談 

回答 

連絡調整等 

情報提供 
報告 

相談 

協議会 

・活動方針の検討、協議 

・相談事例の収集と分析 

・関係機関等への情報提

供 

相談窓口 

・県内医療機関や、医療

全般の苦情や相談に対

応 

県医療安全支援センター 

指導・助言 

研修实施 

県  民 

（患者・患者家族等） 

相談 

回答 

相談 回答 

相談窓口 

・各地域の医療機関や、

医療に関するあらゆる

苦情や相談に対応 

各保健所 

情報提供 

連絡調整等 

情報提供 連絡調整等 

立入検査・指導の实施 

医療安全対策研修会の实施 
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【院内感染対策 体系図】 

院内感染相談窓口
（岐阜大学医学部附属病院）

院内感染対策協議会
（ICD、ICN※等専門家で構成） 医療整備課

保健所

報告・派遣依頼

支援

報
告
・派
遣
依
頼

委嘱
指導依頼

専門家による派遣指導メール等による相談・支援

委託

助言等

病院

相互協力

病院病院

病院

病院 病院

病院
(300床以上)

病院

病院
病院

（300床未満）

※ICD 感染制御医師
（Infection Control Doctor)

ICN 感染制御看護師
（Infection Control Nurse)
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第２節 医薬品等の安全対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 安全で安心な医薬品が供給されるよう監視体制を整備します。 

○ 適切な情報提供のもとで適正な一般用医薬品を選択し安全に使用できるよう、薬剤師等に

よる情報提供と相談応需の体制整備を進めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機

器（以下、「医薬品等」という。）は、人

の生命・健康の保持に密接な関係をもつ

ことから、その品質、有効性、安全性を

確保するとともに、品質等に関する情報

を適切に医療機関に提供することが求め

られています。 

○ 安全で安心な医薬品等が供給されるよう

監視指導を強化する必要があります。ま

た、医療機関が医薬品を適切に選択する

ことができるよう、品質等に関する情報

提供を充实する必要があります。 

○ 全国では、健康食品から医薬品成分が検

出される事例が散見されています。 

○ 医薬品成分を含有する健康食品等による

健康被害の未然防止のため、無承認無許

可医薬品等の監視指導を強化する必要が

あります。 

○ 医薬品の一層の安全確保を目的とした改

正薬事法が平成 21 年６月に全面施行さ

れ、医薬品の情報提供体制が強化されて

います。 

○ 薬局・医薬品販売業者に対して改正薬事

法への適切な対応を指導する必要があり

ます。 

○ 高齢化に伴う複数科受診や多剤併用等か

ら医薬品の適正使用の推進が重要になっ

ています。 

○ 県民に対する医薬品の正しい知識の普及

啓発を充实させる必要があります。 

○ 自然災害等の発生が憂慮されています。 ○ 緊急時に必要となる医薬品の確保と供給

体制を確立する必要があります。 

 

【今後の施策】 

○ 医薬品等製造業者及び製造販売業者に対して、医薬品等の品質、安全性の確保を重点とした

監視指導を効果的かつ効率的に实施します。 

○ 医療機関に対する医薬品の品質等に関する情報提供が適切に行われるよう取り組みます。 

○ 健康食品等の試買検査やインターネット等を活用した広告の監視を实施し、無承認無 

許可医薬品等の流通を防止します。 

○ 薬局・医薬品販売業者に対して、改正薬事法への適切な対応及び医薬品の適正使用に 

必要な情報提供の徹底を重点とした監視指導を効果的かつ効率的に实施します。 

○ くすりの安全使用教室など消費者向け講習会の開催やお薬手帳の普及等を通じて、医 

薬品の適正使用のための正しい知識の普及を推進します。 

○ 自然災害等の発生に備え、岐阜県医薬品卸協同組合等関係団体との協力体制の強化な 

どにより緊急時の医薬品等の安定供給を推進します。 
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第３節 医療情報の提供 

 

【基本的な計画事項】  

○ 医療機関の選択に資するため、医療機関の機能に関する情報の提供を推進します。 

○ 医療機関における連携強化のための患者情報の共有体制の構築を促進します。 

○ 医療機関、介護施設等の連携強化のための情報の共有体制の構築を促進します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ ぎふ医療施設ポータルにおいて医療機関

の医療機能に関する情報を提供していま

す。 

○ 岐阜圏域、西濃圏域、中濃圏域、東濃圏

域について、岐阜県包括的地域ケアネッ

トワークが整備されています。 

 

○ 複数の医療機関、介護事業者等が関わる

患者について、必要とする情報について、

随時提供をし、又は提供を求めることに

より情報の共有が行われています。 

 

 

 

○ 飛騨地域について、岐阜県包括的地域ケ

アネットワークの整備が必要です。 

○ 整備が完了した圏域において、対象機関

の更なる加入の推進が必要です。 

○ 情報の偏在、情報の把握の漏れがないよ

う、全ての関係機関が同時に情報を把握

できる体制を構築する必要があります。 

 

 

【今後の施策】 

○ インターネット等による、医療機関の医療機能に関する情報や医療に関する正しい知識、患

者の心構え等の情報の提供を促進します。 

○ 各医療機関が保有する患者情報の共有に向けて課題を抽出し、共有体制の構築を推進します。 

○ 医療機関、介護施設等の施設情報を共有するネットワークシステムの構築を推進します。 

○ 自らの医療情報を携帯し医療機関に示す等、医療行為の継続性を確保し適切な医療が受けら

れる方策の検討を進めます。 

 

【用語の解説】 

○ 岐阜県包括的地域ケアネットワーク 

岐阜県の補助により岐阜県医師会が整備する医療機関、介護事業者等の情報共有のため

のネットワークシステム。通称「はやぶさネット」。 
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第６章 安全・安心な生活環境の確保   

第１節 健康危機管理対策  

 

【基本的な計画事項】  

○ 感染症、食中毒、毒劇物による事故などの県民の健康を脅かす健康危機に対して、速やか

に対応する体制の整備に努めます。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 健康危機（感染症、食中毒、毒劇物等その

他何らかの原因により県民の生命、健康を

脅かす事態）が発生し、または発生するお

それがある場合（以下「健康危機発生時等」

という。）に、迅速に対応するため、健康

福祉部健康危機管理対策指針や想定される

健康危機ごとの対応マニュアルを設け、緊

急時の手順・連絡体制を定めています。 

○ 健康危機の未然防止あるいは早期対策を図

るため、感染症発生動向調査等により健康

危機情報の収集・監視に努めています。 

○ 健康危機発生時等には、初動体制として保

健所・センターが現地調査や検査を行い、

当該事案の担当課が、情報収集、対応策の

策定、関係機関（消防､警察､医療機関､国､

市町村､自衛隊等）への連絡・協力要請、広

報等を行うこととしています。 

 

○ 健康福祉部健康危機管理対策指針や想定さ

れる健康危機ごとの対応マニュアルについ

て、状況の変化に応じて見直しを行う必要

があります。 

○ 健康危機は、発生原因に応じた対応を行い

ます。当初から原因が明らかな場合は、そ

の原因に基づいた対応を行いますが、その

原因が明らかでない場合は、総合的な対応

を行い、原因の特定とともに必要な対応を

図る必要があります。 

 

 

 

【今後の施策】 

○ 健康福祉部健康危機管理対策指針や想定される健康危機ごとの対応マニュアルについて、必

要に応じ見直しを行います。 

○ 健康危機発生時等には、想定される健康危機ごとの対応マニュアルに基づき、各保健所・セ

ンターが初動体制を取り、健康危機発生原因の担当課が、警察・消防・医療機関など各関係

機関との連携を図りつつ、迅速に対応します。 

○ 複数の課に総合的な対応を必要とする場合、発生原因不明等の理由で対応する課を特定しが

たい場合などにおいては、健康福祉部健康危機管理対策指針に基づき、健康危機管理調整会

議などにより、为務課の特定、関係課の役割分担等について協議し、体制を確保します。 

○ 健康危機発生時等に備え、感染症、食中毒、毒物劇物に関する専門知識を持った人材を養成

するとともに、健康危機発生時等には、職員の応援体制、安全の確保を図ります。 
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【体系図】 

二次医療圏における保健所を中心とした健康危機管理体制

健康危機の発生
（医療機関・住民・警察・消防）

関係機関
・本庁関係課
・警察本部
・医療機関
・自衛隊
・他都道府県

本庁担当課
（主務課）
・初動体制
・調整会議
（必要に応じ） 保健所・センター

・初動体制
・調整会議
（必要に応じ）

厚生労働省

報告 支援

他保健所・センター

関係機関連絡会議
・医療機関
・市町村
・警察
・消防 等

連 携

保健環境研究所

協 力

連 携

国立感染症研究所
国立医薬品食品衛生研究所
日本中毒情報センター

連 携

連 携

報 告

支 援

報 告

連 携

県 民
情報提供

情報
提供

連 絡

連 携

 

 

 

【体系図の説明】 

○ 健康危機の発生した地域を所管する保健所・センターがその地域の医療機関、市町村、警察、

消防等関係機関と連携を図りながら初動体制を取るとともに、必要に応じ本庁担当課（为務

課。以下同じ。）、保健環境研究所に報告します。 

○ 本庁担当課は、本庁関係課、警察本部、医療機関等の関係機関、他保健所・センターと連携

を図りながら健康危機の発生した地域を所管する保健所・センターの活動を支援します。 

○ 本庁担当課は、必要に応じ厚生労働省に報告するとともに、支援を受けます。 

○ 本庁担当課又は健康危機の発生した地域を所管する保健所・センターは、必要に応じ県民に

対し情報提供を行います。 

○ 保健環境研究所は、健康危機の発生した地域を所管する保健所・センターと連携し、健康危

機の発生した原因となった病原体、化学物質等の特定を行うとともに、必要に応じ国立感染

症研究所等と連携します。 
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第２節 食品の安全性の確保と安心感の向上 

 

【基本的な計画事項】 

○ 食品に起因する健康被害の発生を防止し、より安全で衛生的な食品の供給を図るととも

に、県民の視点に立って安心感の向上を図るため、各種施策を实施します。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 安全で安心できる食生活は、県民の健康

を守るために極めて重要であり、全ての

県民の切实な願いです。 

○ 「岐阜県食品安全基本条例」の規定によ

り策定している「岐阜県食品安全行動基

本計画」に基づいて、全庁的かつ横断的

な体制で、食品の安全確保及び県民の食

品に対する安心感の向上を図る必要があ

ります。 

○ 食中毒、食品の規格基準違反、偽装表示

に加え、平成 23年３月に発生した東京電

力福島第一原子力発電所の事故による食

品の放射性物質汚染問題が発生するな

ど、食品の安全・安心を揺るがす事件・

事故が発生しています。 

○ 食品の安全性を確保するためには、生産

から流通販売、消費に至る全ての過程で、

法令を順守し、安全で衛生的な食品の取

扱いが行われる必要があります。それを

担保するため、食品関連事業者の自为衛

生管理の支援、監視指導の強化、食品の

検査を实施していく必要があります。 

○ マスコミやインターネットなどを通じて

食品の安全に関わる様々な情報が氾濫す

る中で、信頼できる正しい情報を選択収

集することが困難な状況にあり、食品に

対する県民の不安の一因となっていま

す。 

○ 県民の食品に対する安心感の向上のため

には、県民の視点に立った積極的な情報

開示とともに、消費者、食品関連事業者、

行政が相互の理解を深め、信頼関係を構

築する必要があります。 

 

【今後の施策】 

○ 総合的な食品の安全確保対策の推進 

・ 「岐阜県食品安全行動基本計画」に基づき、全庁的かつ横断的な食品安全対策を推進します。 

○ レベル別重点監視指導の实施 

・ 「岐阜県食品衛生監視指導計画」を毎年度策定し、衛生管理の重要度、取扱食品の種類、施

設規模などに応じ、重点的かつ効率的な監視指導を实施し食中毒予防を徹底します。 

・ 食品製造施設を対象に、製造工程ごとの衛生管理や食品添加物の適正使用などについて監視

指導を強化するとともに、収去検査により安全性を確認します。 

・ 自为的な活動を行う食品関係事業者の指導者の育成と支援、ＨＡＣＣＰ手法を取り入れた自

为衛生管理の導入を促進します。 

○ リスクコミュニケーションの推進 

・ 食品の安全性について、消費者、生産者、流通業者、行政など関係者が情報を共有し、相互

に意見交換をしながら合意形成を図る取組を推進します。 

・ 県の实施する施策について県民に十分な説明と意見聴衆を行うとともに、県民意見に配慮し

た施策を展開します。
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【用語の解説】 

○ HACCP 

Hazard Analysis Critical Control Pointの略。食品製造の全ての工程において、起こりう

る危害をあらかじめ分析し、それをコントロールすることによって最終食品の安全性を確保す

る衛生管理手法。製造工程の要所要所で異常がないか全ての製品を連続的に確認するため、よ

り信頼性の高い安全性確認のシステム。 
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第３節 違法ドラッグ・薬物乱用防止対策 

 

【基本的な計画事項】 

○ 薬物乱用防止に関する正しい知識の普及啓発を図るため、関係団体や薬物乱用防止指導員

等の協力を得て、地域に密着した薬物乱用防止活動を展開します。 

○ 麻薬等を取り扱う医療機関に対する監視指導を徹底するとともに、違法ドラッグについ

て、薬事監視の強化を図ります。 

 

【現状と課題】 

現 状 課 題 

○ 本県の最近５年間の薬物事犯検挙件数

は、平成 23年に 171人であり、平成 19

年からほぼ横ばいの状況が続いていま

す。特に、覚せい剤事犯検挙者数は、全

薬物事犯の９割近くを占めています。 

○ 薬物による保健衛生上の危害を未然に防

止するため、特に、若年層を中心とした

薬物未使用者に対して、乱用防止の普及

啓発を強力に推進する必要があります。 

○ 麻薬や向精神薬を取り扱う医療機関に対

して、立入検査を实施し、適正な取扱い

について監視指導を行っています。 

○ 医療機関に対して、医療用麻薬の適正使

用の推進を図るとともに、麻薬及び向精

神薬の管理の徹底や盗難等事故防止の啓

発を図る必要があります。 

○ 薬事法で医療目的以外の製造・販売等が

規制されている指定薬物の配合が疑われ

る違法ドラッグが問題となっています。 

○ 成分の構造を微妙に変えた商品（デザイ

ンドラッグ）が次々と販売されています。 

○ 重篤な健康被害を生ずる場合もあること

から、関係機関と連携し、立入検査を行

うなど薬事監視の強化を図る必要があり

ます。 

  

【今後の施策】 

○ 薬剤師及び保護司に委嘱している薬物乱用防止指導員等の協力を得て、小・中・高校生を対

象とした薬物乱用防止出前講座を開催するとともに、関係団体の協力により街頭啓発活動を

行うなど、薬物乱用防止の正しい知識の普及を図り、地域に密着した薬物乱用防止活動を实

施します。 

○ 医療機関に対して、医療用麻薬の適正使用の推進を図るとともに、麻薬及び向精神薬の管理

の徹底や盗難等事故防止を啓発します。 

○ 違法ドラッグについては、関係機関と連携し立入検査を行うなど薬事監視の強化を図ります。 

【参考図表】 

表 6-3-1  麻薬事犯及び覚せい剤事犯の検挙状況（岐阜県） 

区分 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 

麻薬及び向精神薬取締法 1 3 1 2 1 

あへん法 - - - 1 - 

大麻取締法 29 24 17 12 14 

麻薬特例法 2 9 - 7 9 

覚せい剤取締法 143 139 124 116 147 

   検挙人員計 175 175 142 138 171 

資料：岐阜県警察本部 
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【用語の解説】 

○ 違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ） 

麻薬等の類似の物質で、多幸感や快感等を高め、幻覚作用、催眠作用を得ることを目的

として販売されている製品の総称。为にインターネット、アダルトショップ等で販売され

ている。 

○ 指定薬物 

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（当該作用の維持又は強化の作用を含

む。）を有する可能性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発

生するおそれがある物を、厚生労働大臣が薬事法で指定薬物として指定している。 

指定薬物及びこれを含有する物は、薬事法で研究や医療等の用途を除き、輸入、販売、授

与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵・陳列が禁止されている。 

 



 

210 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関一覧表（在宅医療対策） 
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【医療機関一覧表（在宅医療対策）】 

在宅療養支援診療所（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐

阜 

あい健康クリニックやすえ 501-0115 岐阜市鏡島南 1-6-5 058(255)2677 

あかなべクリニック 500-8269 岐阜市茜部中島 1-25-1 058(278)2555 

芥見診療所 501-3132 岐阜市芥見長山 3-104 058(243)1313 

あまおどりクリニック 500-8337 岐阜市雤踊 5-1 058(255)5700 

石黒クリニック 502-0881 岐阜市正木北町 6-37 058(231)1515 

石村内科 502-0933  岐阜市日光町 9-7-1 058(232)6700 

伊東内科クリニック＊ 500-8172 岐阜市白山町 2-8-2 058(263)4495 

いなば内科＊ 500-8043 岐阜市伊奈波通 1-51 058(263)0178 

梅田クリニック＊ 502-0926 岐阜市旦島 1-6-14 058(295)5055 

大前医院＊ 501-2576 岐阜市太郎丸新屋敷 205-2 058(229)3131 

医療法人聖徳会 小笠原内科＊ 500-8458 岐阜市加納村松町 3-3 058(273)5250 

小木曽医院 500-8833 岐阜市神田町 2-4 058(262)2320 

おざわクリニック 500-8263 岐阜市茜部新所 3-54-2 058(274)6681 

おのぎクリニック 502-0936 岐阜市萱場南 2-12-17 058(295)1500 

加藤医院 501-3109 岐阜市向加野 3-6-20 058(243)1114 

加藤内科クリニック 500-8065 岐阜市金屋町 1-18 058(262)0556 

華陽診療所＊ 500-8156 岐阜市祈年町 1-24-3 058(272)5322 

きさらぎ内科＊ 500-8327 岐阜市如月町 6 ｰ 36 ｰ 1 058(252)2770 

北一色ファミリークリニック 500-8227 岐阜市北一色 4-3-4 058(249)3088 

岐阜外科 500-8235 岐阜市東中島 1-17-8 058(248)6226 

医療法人社団鶴声会 岐阜中央クリニック 500-8305 岐阜市沖ﾉ橋町 2-9-1 058(215)9111 

岐阜西内科＊ 500-8362 岐阜市西荘 4-7 058(252)5055 

くまざき内科＊ 501-6133 岐阜市日置江 1-72 058(279)1880 

黒田内科クリニック 501-6121 岐阜市柳津町上佐波西 3-151 058(270)0500 

小牧内科クリニック＊ 500-8865 岐阜市昭和町 2-11 058(253)7717 

佐伯クリニック 500-8281 岐阜市東鶉 2-14-5 058(275)5972 

さわむら医院 500-8258 岐阜市西川手 1-95-1 058(272)1755 

シティ・タワー診療所 500-8856 岐阜市橋本町 2-52岐阜ｼﾃｨ･ﾀﾜ-43 3階 058(269)3270 

しもむら医院 500-8878 岐阜市神室町 5-3 058(262)3797 

すこやか診療所＊ 501-3113 岐阜市北山 1-13-11 058(243)0791 

高木医院 502-0022 岐阜市長良東郷町 1-7 058(232)3647 

高橋クリニック 502-0849 岐阜市栄新町 3-67 058(232)2122 

竹内医院 500-8283 岐阜市茜部野瀬 3-136 058(272)1083 

たけのうちクリニック 501-6122 岐阜市柳津町高桑東 3-16 058(279)5015 

たじりか医院 501-6103 岐阜市柳津町蓮池 2-24 058(387)6367 

ちかいしクリニック  502-0901 岐阜市光町 2-44 058(210)1155 

なかたにクリニック 500-8222 岐阜市琴塚 2-7-16 058(249)0567 

中原クリニック＊ 500-8301 岐阜市浪花町 2-15 058(254)1711 

長良内科クリニック 502-0812 岐阜市八代 2-11-1 058(242)9933 

新美クリニック 500-8309 岐阜市都通 1-6 058(252)0213 
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岐

阜 

はしもと内科 500-8225 岐阜市岩地 1-2-8 058(245)5641 

はやし内科クリニック 500-8241 岐阜市領下 6-25-1 058(245)1960 

不破クリニック 501-2572 岐阜市太郎丸北郷 243-5 058(229)6081 

細川医院 500-8823 岐阜市江川町 25-2 058(262)6333 

ほそばたクリニック 500-8238 岐阜市細畑 3-15-10 058(249)3311 

松井医院 501-2535  岐阜市石原 3-116 058(229)5655 

まつおクリニック 500-8263 岐阜市茜部新所 4-132-1 058(275)2345 

松田内科クリニック 500-8223 岐阜市水海道 5-2-2 058(240)7501 

松原医院 501-6115 岐阜市柳津町丸野 1-72 058(388)0121 

まるの内科クリニック 501-6115 岐阜市柳津町丸野 1-70-1 058(387)8282 

操健康クリニック 500-8384 岐阜市藪田南 1-4-20 058(274)0330 

水谷医院 500-8452 岐阜市加納朝日町 3-46-10 058(275)7428 

ＭＩＷＡ内科胃腸科ＣＬＩＮＩＣ 502-0082 岐阜市長良東 3-3 058(231)3029 

もりおか内科＊ 500-8212 岐阜市日野南 3-12-6 058(248)8008 

森内科クリニック 500-8323  岐阜市鹿島町 5-18 058(254)8200 

矢嶋小児科小児循環器クリニック 500-8212 岐阜市日野南 7-10-7 058(240)5666 

医療法人和光会 山田メディカルクリニック＊ 500-8167 岐阜市東金宝町 1-12 058(265)1411 

六条わたなべ内科 500-8359 岐阜市六条北2-10-9六条ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F 058(277)3604 

わたなべ内科クリニック 502-0813 岐阜市福光東 1-28-1 058(294)2223 

岩佐医院 501-6229 羽島市正木町坂丸 2-130 058(392)8888 

大島内科クリニック 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴字共栄町 2990-1 058(391)0707 

河村医院 501-6302 羽島市舟橋町 2-1 058(392)2281 

さの内科クリニック 501-6264 羽島市小熊町島 2-12 058(391)8802 

丹菊整形外科 501-6264 羽島市小熊町島 2-78-1 058(391)1411 

天外メンタルクリニック 501-6251 羽島市福寿町間島 7-39 058(392)1502 

丸の内クリニック 501-6244 羽島市竹鼻町丸の内 11-87 058(393)0765 

渡邉医院 501-6241 羽島市竹鼻町 22-1 058(392)2223 

赤尾クリニック 509-0126 各務原市鵜沼東町 3-103 0583(70)3010 

あちわ内科胃腸科 509-0126 各務原市鵜沼東町 1-102 0583(70)5959 

鵜沼中央クリニック＊ 509-0135 各務原市鵜沼羽場町 3-33-1 0583(85)1155 

おくだ内科＊ 509-0146 各務原市鵜沼三ｯ池町 5-240 0583(70)5511 

香川医院＊ 504-0942 各務原市小佐野町 6-86-1 0583(83)8350 

小林内科＊ 509-0135 各務原市鵜沼羽場町 3-173 0583(70)5577 

酒井クリニック 504-0825 各務原市蘇原柿沢町 1-47 0583(82)1002 

さくら胃腸科内科クリニック＊ 504-0907 各務原市那加住吉町 1-48-1 058(380)5150 

そはら整形外科 504-0843 各務原市蘇原青雲町 2-22-2 0583(71)8177 

医療法人社団恒仁会 田中クリニック 504-0021 各務原市那加前洞新町 4-181-1 0583(80)0525 

つかはら医院 504-0916 各務原市那加楠町 45-68 0583(82)3933 

二宮医院＊ 504-0955 各務原市那加南栄町 16 0583(82)0107 

丹羽医院 504-0923 各務原市前渡西町 3-18 0583(86)8622 

ひらの内科クリニック＊ 504-0831 各務原市蘇原瑞穂町 3-76-1 058(383)0012 

古田医院 509-0141 各務原市鵜沼各務原町 4-316 0583(70)5505 

村井医院＊ 509-0114 各務原市緑苑中 2-93 0583(70)7838 
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岐

阜 

米倉胃腸科外科 509-0132 各務原市鵜沼西町 3-131-1 0583(70)0781 

鳥澤医院 501-2123 山県市大森 381 0581(36)2311 

鳥沢クリニック 501-2113 山県市高木 1016-1 0581(22)1088 

さくらクリニック 501-0224 瑞穂市稲里 689-3 058(325)0570 

高木クリニック 501-0322 瑞穂市古橋 1075-1 058(328)5577 

所内科医院 501-0222 瑞穂市別府 231 058(327)3773 

医療法人清光会 名和内科 501-0311 瑞穂市重里 2005 058(328)3311 

広瀬内科クリニック 501-0222 瑞穂市別府 1074-1 058(326)7773 

ほづみ整形外科医院 501-0222 瑞穂市別府 791-1 058(326)5000 

みずほクリニック 501-0236 瑞穂市本田 556-1 058(327)5252 

三輪クリニック 501-0303 瑞穂市森 397-1 058(328)7323 

吉村内科 501-0222 瑞穂市別府 1297 058(327)0020 

堀部クリニック 501-0407 本巣市仏生寺 24-5 058(324)8181 

まくわクリニック 501-0465 本巣市軽海 495-7 058(323)9199 

赤座医院上印食診療所 501-6001 羽島郡岐南町上印食 7-12 058(247)2626 

サンライズクリニック 501-6004 羽島郡岐南町野中 3-220 058(247)3322 

総合在宅医療クリニック＊ 501-6011 羽島郡岐南町八剣北 1-180-6 058(213)7830 

なごやかクリニック＊ 501-6002 羽島郡岐南町三宅 2-106 058(215)8790 

やまうちクリニック 501-6011 羽島郡岐南町八剣北 5-79-1 058(215)7771 

笠松クリニック 501-6081 羽島郡笠松町東陽町 34 058(216)7830 

杉山内科医院 501-6041 羽島郡笠松町奈良町 119 058(388)3600 

羽島クリニック 501-6065 羽島郡笠松町門間 578-1 058(387)6161 

ひらたクリニック 501-6062 羽島郡笠松町田代 325-1 058(387)3378 

北方医院 501-0431 本巣郡北方町北方 1816-23 058(324)0043 

鹿野クリニック 501-0454 本巣郡北方町高屋白木 2-77 058(324)1222 

西

濃 

浅野内科胃腸科クリニック 503-0954 大垣市外花 6-62 0584(88)1201 

市川外科＊ 503-0976 大垣市南若森町 328 0584(75)5078 

大屋クリニック 503-0946 大垣市浅中 3-9-1 0584(89)4681 

しずさと診療所＊ 503-0982 大垣市久徳町 153-1 0584(93)1170 

墨俣医院 503-0103 大垣市墨俣町上宿 874-1 0584(62)3311 

竹中医院＊ 503-0026 大垣市室村町 1-54-2 0584(78)4531 

西尾医院＊ 503-0878 大垣市竹島町 43 0584(78)2427 

沼口医院＊ 503-0023 大垣市笠木町 650 0584(91)3406 

森外科医院 503-0031 大垣市牧野町 3-50 0584(71)3111 

船戸クリニック＊ 503-1382 養老郡養老町船附中代 1344 0584(35)3335 

養老整形外科クリニック 503-1324 養老郡養老町大跡 534 0584(34)3946 

あいはら医院 503-2123 不破郡垂井町栗原字大正 1549 0584(22)1013 

多賀内科医院 503-2122 不破郡垂井町表佐 1539 0584(22)0107 

和田内科胃腸科 503-2112 不破郡垂井町綾戸 903-7 0584(23)2828 

浅野医院 503-1501 不破郡関ｹ原町大字関ｹ原 1102-1 0584(43)0017 

関ヶ原クリニック＊ 503-1501 不破郡関ｹ原町大字関ｹ原 3107-1 0584(43)2999 

黒川胃腸科外科クリニック 503-2306 安八郡神戸町大字北一色 3-1 0584(27)8800 

山中ジェネラルクリニック 503-0114 安八郡安八町森部 1870-1 0584(63)2333 
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西

濃 

春日診療所 503-2502 揖斐郡揖斐川町春日六合 3420 0585(58)0011 

春日診療所美束出張所 503-2501 揖斐郡揖斐川町春日美束 1139 0585(57)2310 

久瀬診療所 501-0702 揖斐郡揖斐川町東津汲 974-1 0585(54)2040 

クリニックＩＢ（アイビー）＊ 501-0614 揖斐郡揖斐川町長良 657-1 0585(22)0112 

長瀬診療所 501-1303 揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬 1510-1 0585(56)3003 

のだ医院 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 111-8 0585(22)3939 

おおのクリニック＊ 501-0553 揖斐郡大野町大字南方字二度桜 191 0585(35)0055 

小林医院＊ 501-0563 揖斐郡大野町瀬古 232 0585(32)0032 

中

濃 

あずま整形外科 501-3947 関市上白金 1062 0575(28)6811 

石木クリニック 501-3803 関市西本郷通 6-7-41 0575(21)2233 

乾医院＊ 501-2604 関市武芸川町高野 590-1 0575(46)2017 

大前医院おぜ診療所＊ 501-3265 関市小瀬河戸前 557-1 0575(25)0333 

岡田医院 501-3886 関市本町 5-15 0575(22)2078 

長村医院 501-3814 関市東山 27-7 0575(24)5281 

こがねだ診療所＊ 501-3947 関市上白金 511 0575(28)6366 

下條内科クリニック 501-3817 関市仲町 6-13 0575(22)5898 

関市国民健康保険上之保出張診療所 501-3601 関市富之保 1956-1 0575(49)3016 

関市国民健康保険津保川診療所 501-3501 関市富之保 1956-1 0575(49)3016 

早川医院 501-3881 関市元重町 29 0575(22)2138 

平岡医院＊ 501-2601 関市武芸川町谷口 834 0575(46)3027 

藤井クリニック 501-3822 関市市平賀 79-19 0575(25)0303 

真鍋内科 501-3908 関市寿町 1-1-23 0575(24)0115 

恵みクリニック 501-3952 関市大平台 14-8 0575(28)3120 

やまとう内科クリニック 501-3227 関市北仙房 37-1 0575(25)0505 

医療法人社団光洋会 堅田外科 501-3756 美濃市生櫛 1686-25 0575(35)1678 

みの長村医院＊ 501-3743 美濃市 1390-1 0575(33)0138 

いこまファミリークリニック 505-0056 美濃加茂市加茂野町市橋字北里 1065 0574(54)1233 

太田メディカルクリニク 505-0041 美濃加茂市太田町 2825 0574(26)2220 

こじま内科循環器科 505-0041 美濃加茂市太田町 3529-3 0574(66)5551 

土屋クリニック 505-0005 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 4479 0574(28)5955 

林クリニック 505-0037 美濃加茂市前平町 1-100-1 0574(28)8899 

安田内科クリニック 505-0032 美濃加茂市田島町 4-8-6 0574(27)5088 

わたなべ内科クリニック 505-0043 美濃加茂市深田町 3-19-1 0574(23)1070 

あんどうクリニック 509-0203 可児市下恵土 3440-678 0574(63)6611 

医療法人梶の木会 梶の木内科医院 509-0201 可児市川合 2340-1 0574(60)3222 

キッズクリニックありす 509-0202 可児市中恵土 2359-634 0574(61)5001 

桜ヶ丘クリニック 509-0235 可児市桜ｹ丘 6-73-8 0574(64)4588 

西可児医院 509-0266 可児市帷子新町 2-99 0574(65)0123 

医療法人社団福寿会 石井医院 501-5121 郡上市白鳥町白鳥 405 0575(82)2047 

岡部内科 501-4612 郡上市大和町剣 88-5 0575(88)3321 

郡上市地域医療センター国保和良診療所＊ 501-4595 郡上市和良町沢 882 0575(77)2311 

杉下医院 501-4234 郡上市八幡町五町 3-15-2 0575(67)2177 

堀谷医院 501-4211 郡上市八幡町中坪 1-7 0575(65)6868 
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中

濃 

濃飛ファミリークリニック 509-0305 加茂郡川辺町西栃井 1225-1 0574(53)3111 

大矢クリニック 509-0401 加茂郡七宗町上麻生 2170 0574(47)0008 

伊佐治医院 505-0301 加茂郡八百津町八百津 3926 0574(43)0011 

新田医院 509-1102 加茂郡白川町中川 488 05747(2)1503 

アカシクリニック 505-0126 可児郡御嵩町上恵土字仙長 1285-1 0574(66)6611 

東

濃 

市之倉診療所 507-0814 多治見市市之倉町 8-114 0572(22)3811 

医療法人知真会 伊藤内科 507-0041 多治見市太平町 3-15 0572(23)6578 

おおむらクリニック 507-0054 多治見市宝町 10-14 0572(25)0166 

オリーブクリニック＊ 507-0037 多治見市音羽町 4-72YUKI-NEO 音羽ﾋﾞﾙ 4 階 A 0572(23)7037 

後藤医院 507-0901 多治見市笠原町 3110-1 0572(43)2014 

精華医院 507-0038 多治見市白山町 1-77-17 0572(22)3623 

たじみ内科 507-0833 多治見市広小路 2-12 0572(22)2333 

ときわぎ診療所＊ 507-0055 多治見市喜多町 5-36 0572(24)4036 

浜田・浅井医院＊ 507-0041 多治見市太平町 1-5 0572(22)0522 

はら内科クリニック 507-0816 多治見市大畑町西仲根 3-25 0572(28)3223 

ふくい内科クリニック 507-0063 多治見市松坂町 1-1-5 0572(20)0660 

回生堂医院 508-0327 中津川市付知町 6859-3 0573(82)2125 

木村内科 508-0015 中津川市手賀野 400-1 0573(65)8088 

竹内医院 508-0351 中津川市付知町 5806-3 0573(82)3882 

丹羽内科・ペインクリニック 508-0203 中津川市福岡 939-16 0573(72)5777 

医療法人恵雄会 井口ハートクリニック 509-7201 恵那市大井町 1064-1 0573(25)0810 

加藤クリニック 509-7201 恵那市大井町 2087-450 0573(25)6403 

河上クリニック 509-7205 恵那市長島町中野 19-4 0573(25)0551 

中部クリニック 509-7205 恵那市長島町中野 1214-41 0573(26)3001 

東野ホームクリニック 509-7202 恵那市東野字庄次坊 1212-4 0573(25)8853 

川越クリニック 509-5301 土岐市妻木町 1419-1 0572(58)0033 

土岐内科クリニック 509-5112 土岐市肥田浅野笠神町 2-12 0572(53)0656 

水野生々堂医院 509-5302  土岐市妻木平成町 1-21 0572(57)6005 

飛

騨 

岩堤医院＊ 506-0823 高山市森下町 2-128-2 0577(34)5188 

江名子クリニック 506-0818 高山市江名子町 501-2 0577(34)8940 

えんやクリニック 506-0055 高山市上岡本町 2-353-3 0577(36)3353 

医療法人同仁会 折茂医院＊ 506-0053 高山市昭和町 2-85-1 0577(34)5025 

河野ファミリークリニック＊ 506-0008 高山市初田町 1-28 0577(32)1207 

桐生クリニック＊ 506-0004 高山市桐生町 4-268 0577(35)3030 

医療法人万裕会 さもりファミリークリニック 506-0035 高山市新宮町 683-1 0577(36)6711 

医療法人社団 山王クリニック＊ 506-0823 高山市森下町 1-227 0577(32)8577 

ナチュラルクリニック２１ 506-0059 高山市下林町 517-6 0577(37)7064 

星野胃腸科医院 506-0054 高山市岡本町 1-94-10 0577(32)3005 

みや診療所 509-3505 高山市一之宮町 4322-3 0577(53)1238 

陽光診療所＊ 506-0035 高山市新宮町 715-1 0577(34)9511 

下呂市立小坂診療所 509-3106 下呂市小坂町大島 1965 0576(62)2212 

萩原北醫院 509-2506 下呂市萩原町羽根 41 0576(52)3444 

二村医院 509-2517 下呂市萩原町萩原 1366 0576(52)1001 
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＊は、機能強化型在宅療養支援診療所 

 

在宅療養支援病院（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐

阜 

医療法人社団志朊会 加納渡辺病院＊ 500-8486 岐阜市加納城南通り 1-23 058(272)2129 

みどり病院＊ 501-3113 岐阜市北山 1-14-24 058(241)0681 

医療法人社団幸紀会 安江病院＊ 501-0123 岐阜市鏡島西 2-4-14 058(253)7745 

医療法人和光会 山田病院＊ 501-0104 岐阜市寺田 7-110 058(254)1411 

各務原リハビリテーション病院 509-0124 各務原市鵜沼山崎町 6-8-2 058(384)8485 

中

濃 

太田病院 505-0041 美濃加茂市太田町 2855-1 0574(26)1251 

郡上市民病院＊ 501-4222 郡上市八幡町島谷 1261 0575(67)1611 

東濃 国民健康保険上矢作病院 509-7506 恵那市上矢作町 3111-2 0573(47)2211 

＊は、機能強化型在宅療養支援病院 

 

在宅療養支援歯科診療所（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐

阜 

岩田歯科医院 500-8383 岐阜市江添 3-9-20 058(273)0007 

上松歯科医院 501-0123 岐阜市鏡島西 2-19-2 058(253)3000 

うずら歯科医院 500-8281 岐阜市東鶉 5-44-1 058(275)1175 

江﨑歯科 500-8285 岐阜市南鶉 4-11 058(273)3270 

かいさき歯科芥見 501-3144 岐阜市芥見大般若 1-9 058(241)6060 

各務歯科医院 500-8367 岐阜市宇佐南 1-2-5 058(273)2418 

カノウ歯科診療所 500-8353 岐阜市六条東 1-2-1  058(273)8147 

医療法人髙佳会 ぎふデンタルフォレスト 500-8043 岐阜市伊奈波通 3-12-5 058(266)5611 

桐山歯科医院 500-8076 岐阜市司町 22 058(262)2897 

医療法人社団康寧会 立川歯科医院 岐阜診療所 500-8364 岐阜市本荘中ﾉ町 4-5-2 058(277)6192 

なかむら歯科医院 501-1113 岐阜市大学西 2-147-3 058(234)1200 

中島歯科医院 500-8211 岐阜市日野東 8-1-7 058(247)7188 

補天堂あおき歯科 500-8833 岐阜市神田町 7-1 MC ﾋﾞﾙ 3F 058(264)6480 

本荘歯科医院 500-8323 岐阜市鹿島町 4-11-4 058(253)1154 

第一河合歯科医院 501-6241 羽島市竹鼻町上城町 2613 058(392)1567 

正木伊藤歯科 501-6221 羽島市正木町森 8-5 058(391)3112 

丸栄歯科 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴 3362 058(391)2488 

かねみつ歯科医院 504-0847 各務原市蘇原大島町 1-6-1 0583(83)8364 

中村歯科クリニック 509-0126 各務原市鵜沼東町 3-173 0583(84)8148 

アサヒ歯科医院 501-2105 山県市高富 1090-2 0581(22)5115 

おくだ歯科クリニック 501-2105 山県市高富 2121-1 0581(23)4188 

尾野歯科医院 501-2104 山県市大字東深瀬字針崎 714-1 0581(22)5585 

歯科村上医院 うつくしやま分院 501-2257 山県市富永 421-1 0581(52)2777 

谷水歯科医院 501-2123 山県市大森 225-18 0581(36)3824 

つちだ歯科医院 501-2259 山県市岩佐 88-1 0581(52)1690 

トノウチ歯科 501-2105 山県市高富 2439-1 0581(22)3881 

西村歯科 501-2113 山県市高木 983-1 0581(27)0555 
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岐

阜 

美山歯科医院 501-2259 山県市岩佐 1470-2 0581(52)2378 

加藤歯科医院 501-0221 瑞穂市只越 1055 058(326)3316 

たけうち歯科医院 501-0304 瑞穂市田之上 171-5 058(328)3821 

辻歯科医院 501-0322 瑞穂市古橋 1140-3 058(328)5250 

あずま歯科 501-0406 本巣市三橋 1044-1 058(323)3833 

加野歯科 501-1205 本巣市曽井中島 1415-1 0581(34)3939 

ごとう歯科 501-6062 羽島郡笠松町田代 854 058(387)0955 

西

濃 

赤坂歯科医院 503-2213 大垣市赤坂町 2969 0584(71)3155 

アカデミー歯科クリニック本院 503-0811 大垣市波須 2-61-2 0584(81)1184 

上田歯科医院 503-0864 大垣市南頬町 4-3-18 0584(78)2225 

かじた歯科 503-0001 大垣市大島町 2-162 0584(75)1855 

北村歯科医院 503-0917 大垣市神田町 2-6 0584(78)4030 

杉山歯科医院 503-0921 大垣市新馬場町 10-5 0584(78)5566 

高橋歯科医院 503-2213 大垣市赤坂町 2190-2 0584(71)0315 

ビバ・スマイル歯科 503-0997 大垣市長松町 1119 0584(92)2040 

プレマデンタルクリニック 503-0899 大垣市錦町 26 0584(77)2712 

まこと歯科医院 503-0032 大垣市熊野町 310-1 0584(93)5588 

わかば歯科 503-0993 大垣市荒川町字森元 415-3 0584(93)3303 

うえだ歯科医院 503-2112 不破郡垂井町綾戸 451-1 0584(23)0810 

カワサキ歯科医院 503-2122 不破郡垂井町表佐 1089-1 0584(23)3113 

菅原歯科クリニック 503-2100 不破郡垂井町字永長 2446-6 0584(23)3993 

富田歯科医院 503-2112 不破郡垂井町綾戸 868-1 0584(23)2158 

にしわき歯科 503-2125 不破郡垂井町東神田 3-39 0584(22)6464 

しらき歯科クリニック 503-0112 安八郡安八町東結 481-1 0584(62)6677 

しまむら歯科クリニック 503-2423 揖斐郡池田町青柳 5-10 0585(45)0018 

中

濃 

えんどうインプラント矯正歯科クリニック 501-3803 関市西本郷通 2-2-17 0575(24)6900 

各務歯科 501-3253 関市栄町 4-5-60-202 0575(24)5115 

加藤歯科医院 501-3886 関市本町 6-1 0575(22)0940 

亀山歯科医院 501-3941 関市小屋名 121-1 0575(28)2122 

くらち歯科医院 501-3936 関市倉知 406-4 0575(24)9977 

関市国民健康保険板取診療所 501-2901 関市板取 6503 0581(57)2153 

谷江歯科 501-3804 関市円保通 2-24-1 0575(22)3330 

中島歯科医院 501-3233 関市西木戸町 34 0575(23)8020 

医療法人福歯会 長尾歯科医院 501-3521 関市下之保 2356-10 0575(49)2100 

医療法人社団志千会 カモ歯科クリニック 505-0021 美濃加茂市森山町 2-32-1 0574(24)4181 

かもの歯科医院 505-0054 美濃加茂市加茂野町加茂野字浦 102 0574(28)2341 

河村歯科医院 505-0041 美濃加茂市太田町 3255-1 0574(27)3501 

佐藤歯科医院 505-0034 美濃加茂市古井町下古井 2542-1 0574(25)2010 

ふくた歯科クリニック 505-0027 美濃加茂市本郷町 3-1858-1 0574(24)0606 

さばし歯科 509-0206 可児市土田 5218-4 0574(28)8500 

やすだ歯科 509-0206 可児市土田 5174-9 0574(28)2151 

加藤歯科医院 509-0305 加茂郡川辺町西栃井 1737-1 0574(53)2368 

福井歯科医院 509-0401 加茂郡七宗町上麻生 2508-2 0574(48)1029 
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中濃 古瀬歯科 505-0301 加茂郡八百津町八百津 3583-1 0574(43)2333 

東

濃 

あさひ歯科医院 507-0071 多治見市旭ヶ丘 10-2-31 0572(29)3001 

井澤歯科医院 507-0051 多治見市西坂町 5-78 0572(22)4118 

市原歯科医院 507-0039 多治見市十九田町 2-60-2 0572(22)0294 

岩﨑歯科医院 507-0804 多治見市坂上町 7-27 0572(23)8680 

小澤歯科医院 507-0027 多治見市上野町 1-82-6 0572(22)8254 

医療法人社団豊栄会 加藤歯科医院 507-0814 多治見市市之倉町 2-308-4 0572(23)8888 

たきろ歯科医院 507-0813 多治見市滝呂町 12-185-1 0572(45)4333 

ときわ歯科医院 507-0843 多治見市常盤町 3 0572(22)1815 

なかしま歯科 507-0813 多治見市滝呂町 12-148-1282 0572(43)6483 

沼田歯科医院 507-0008 多治見市希望ヶ丘 1-246 0572(25)4182 

ひめ歯科クリニック 507-0068 多治見市大藪町 996-1 0572(29)4260 

医療法人啓明会 水野歯科医院 507-0834 多治見市御幸町 1-5 0572(22)1475 

ややもり歯科医院 507-0041 多治見市太平町 2-21 0572(21)2001 

渡辺歯科医院 507-0901 多治見市笠原町 4365-2 0572(44)2025 

あかさか歯科医院 509-9131 中津川市千旦林 1255-4 0573(68)8148 

阿木河合歯科医院 509-7321 中津川市阿木 1536-3 0573(63)3221 

伊藤歯科医院 508-0033 中津川市太田町 2-4-17 0573(65)2526 

ウエダ歯科医院 508-0006 中津川市落合字屋下 740-1 0573(69)4048 

近藤歯科 508-0011 中津川市駒場字大平 1564-16 0573(65)5107 

三愛歯科診療所 508-0015 中津川市手賀野 437-2 0573(65)6485 

篠原歯科医院 509-9132 中津川市茄子川 1207-2 0573(68)7636 

たつた歯科クリニック 508-0001 中津川市中津川 1144-4 0573(65)0088 

中津第一歯科 508-0033 中津川市太田町 2-4-5 0573(66)1577 

まさき歯科 509-9132 中津川市茄子川 1534-218 0573(68)3848 

柳沢歯科医院 508-0001 中津川市中津川 1234-17 0573(66)3177 

吉村歯科医院 509-9232 中津川市坂下 1629-1 0573(75)2123 

大塩歯科医院 509-6361 瑞浪市陶町猿爪 837-3 0572(65)2055 

土屋歯科医院 509-6123 瑞浪市樽上町 1-19 0572(68)8148 

恵那駅デンタルクリニック 509-7201 恵那市大井町神ﾉ木明知鉄道恵那駅 2F 0573(25)1166 

恵那歯科医院 509-7205 恵那市長島町中野 2-3-4 0573(26)3336 

恵那市国民健康保険山岡診療所 509-7603 恵那市山岡町上手向 595 0573(56)2655 

可知歯科医院 509-7205 恵那市長島町中野 1-7-8 0573(25)7248 

桐山歯科医院 509-7202 恵那市東野 875-1 0573(25)6181 

くらち歯科 509-7400 恵那市岩村町字平井戸 1539-1 0573(43)3010 

佐々木歯科 509-7403 恵那市岩村町 739-1 0573(43)3710 

篠原歯科医院 509-7205 恵那市長島町中野石田 8-4 0573(26)0418 

林歯科医院 509-7201 恵那市大井町字佐渡 696-41 0573(26)4880 

阿部歯科医院 509-5122 土岐市土岐津町土岐口 993-1 0572(55)4106 

大塩歯科 509-5301 土岐市妻木町 1598 ｰ 12 0572(57)8139 

飛

騨 

アイビーデンタルクリニック 506-0052 高山市下岡本町 1857-8 0577(36)1331 

おおのま歯科クリニック 506-0004 高山市桐生町 2-178-2 0577(35)5068 

河上歯科医院 506-0831 高山市吹屋町 81-2 0577(33)8148 
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在宅患者歯科治療総合医療管理料届出診療所（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐

阜 

安藤歯科医院 500-8402 岐阜市竜田町 6-7-1山口ﾋﾞﾙ 1F  058(240)0697 

伊塚歯科医院 500-8879 岐阜市徹明通 3-17 058(262)7680 

井上歯科 500-8451 岐阜市加納上本町 3-24 058(277)0848 

えばた歯科 502-0916 岐阜市西中島 3-5-14 058(295)6811 

各務歯科医院 500-8367 岐阜市宇佐南 1-2-5 058(273)2418 

カノウ歯科診療所 500-8353 岐阜市六条東 1-2-1  058(273)8147 

医療法人髙佳会 ぎふデンタルフォレスト 500-8043 岐阜市伊奈波通 3-12-5 058(266)5611 

小林歯科 500-8222 岐阜市琴塚 1-17-17 058(246)5246 

サン新妻デンタルクリック 500-8034 岐阜市本町 1-14 058(263)0664 

中島歯科医院 500-8211 岐阜市日野東 8-1-7 058(247)7188 

なかむら歯科医院 501-1113 岐阜市大学西 2-147-3 058(234)1200 

補天堂あおき歯科 500-8833 岐阜市神田町 7-1 MC ﾋﾞﾙ 3F 058(264)6480 

山本歯科医院 501-3123 岐阜市大洞柏台 4-3-2 058(241)2388 

第一河合歯科医院 501-6241 羽島市竹鼻町上城町 2613 058(392)1567 

高田歯科医院 501-6241 羽島市竹鼻町 357-1 058(392)6482 

正木伊藤歯科 501-6221 羽島市正木町森 8-5 058(391)3112 

大野歯科クリニック 509-0126 各務原市鵜沼東町 2-56-9 0583(84)8855 

かねみつ歯科医院 504-0847 各務原市蘇原大島町 1-6-1 0583(83)8364 

小林歯科医院 509-0126 各務原市鵜沼東町 6-115 0583(70)3800 

笹本歯科医院 504-0825 各務原市蘇原柿沢町 1-22 0583(82)1432 

中村歯科クリニック 509-0126 各務原市鵜沼東町 3-173 0583(84)8148 

アサヒ歯科医院 501-2105 山県市高富 1090-2 0581(22)5115 

おくだ歯科クリニック 501-2105 山県市高富 2121-1 0581(23)4188 

尾野歯科医院 501-2104 山県市大字東深瀬字針崎 714-1 0581(22)5585 

トノウチ歯科 501-2105 山県市高富 2439-1 0581(22)3881 

西村歯科 501-2113 山県市高木 983-1 0581(27)0555 

加藤歯科医院 501-0221 瑞穂市只越 1055 058(326)3316 

スナミ歯科医院 501-0313 瑞穂市 17条荒川 058(328)4466 

あずま歯科 501-0406 本巣市三橋 1044-1 058(323)3833 

岐南歯科クリニック 501-6011 羽島郡岐南町八剣北 4-87 058(248)1116 

ゴトウ歯科医院 501-6012 羽島郡岐南町八剣 1-32 058(246)7215 

西

濃 

赤坂歯科医院 503-2213 大垣市赤坂町 2969 0584(71)3155 

あだち歯科医院 503-0017 大垣市中川町 4-163 0584(81)6400 

ビバ・スマイル歯科 503-0997 大垣市長松町 1119 0584(92)2040 

にしわき歯科 503-2125 不破郡垂井町東神田 3-39 0584(22)6464 

しまむら歯科クリニック 503-2423 揖斐郡池田町青柳 5-10 0585(45)0018 

中

濃 

えんどうインプラント矯正歯科クリニック 501-3803 関市西本郷通 2-2-17 0575(24)6900 

各務歯科 501-3253 関市栄町 4-5-60-202 0575(24)5115 

加藤歯科医院 501-3886 関市本町 6-1 0575(22)0940 

亀山歯科医院 501-3941 関市小屋名 121-1 0575(28)2122 

関市国民健康保険板取診療所 501-2901 関市板取 6503 0581(57)2153 
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中

濃 

谷江歯科医院 501-3804 関市円保通 2-24-1 0575(22)3330 

中島歯科医院 501-3233 関市西木戸町 34 0575(23)8020 

医療法人福歯会 長尾歯科医院 501-3521 関市下之保 2356-10 0575(49)2100 

加藤歯科医院 505-0042 美濃加茂市太田本町 1-1-22 0574(25)2641 

医療法人社団志千会 カモ歯科クリニック 505-0021 美濃加茂市森山町 2-32-1 0574(24)4181 

かもの歯科医院 505-0054 美濃加茂市加茂野町加茂野字浦 102 0574(28)2341 

河村歯科医院 505-0041 美濃加茂市太田町 3255-1 0574(27)3501 

酒向歯科医院 505-0041 美濃加茂市太田町 4144-2 0574(25)2719 

佐藤歯科医院 505-0034 美濃加茂市古井町下古井 2542-1 0574(25)2010 

ふくた歯科クリニック 505-0027 美濃加茂市本郷町 3-1858-1 0574(24)0606 

かとうこども歯科クリニック 509-0207 可児市今渡字大東 1619-321 0574(61)1885 

藤井歯科医院 509-0217 可児市平貝戸字前田 312 0574(62)7773 

加藤歯科医院 509-0305 加茂郡川辺町西栃井 1737-1 0574(53)2368 

福井歯科医院 509-0401 加茂郡七宗町上麻生 2508-2 0574(48)1029 

古瀬歯科 505-0301 加茂郡八百津町八百津 3583-1 0574(43)2333 

東

濃 

泉歯科医院 507-0813 多治見市滝呂町 15-4-2 0572(24)4358 

いとう歯科 507-0828 多治見市三笠町 1-21 0572(23)4886 

岩﨑歯科医院 507-0804 多治見市坂上町 7-27 0572(23)8680 

小澤歯科医院 507-0027 多治見市上野町 1-82-6 0572(22)8254 

おとわ歯科クリニック 507-0037 多治見市音羽町 4-93 0572(21)5677 

医療法人社団豊栄会 加藤歯科医院 507-0814 多治見市市之倉町 2-308-4 0572(23)8888 

加藤歯科医院 507-0845 多治見市山下町 20 0572(22)0465 

たきろ歯科医院 507-0813 多治見市滝呂町 12-185-1 0572(45)4333 

ときわ歯科医院 507-0843 多治見市常盤町 3 0572(22)1815 

なかしま歯科 507-0813 多治見市滝呂町 12-148-1282 0572(43)6483 

ひめ歯科クリニック 507-0068 多治見市大藪町 996-1 0572(29)4260 

医療法人啓明会 水野歯科医院 507-0834 多治見市御幸町 1-5 0572(22)1475 

宮前カトウ歯科医院 507-0025 多治見市宮前町 1-142-1 0572(22)9645 

ややもり歯科医院 507-0041 多治見市太平町 2-21 0572(21)2001 

渡辺歯科医院 507-0901 多治見市笠原町 4365-2 0572(44)2025 

あかさか歯科医院 509-9131 中津川市千旦林 1255-4 0573(68)8148 

阿木河合歯科医院 509-7321 中津川市阿木 1536-3 0573(63)3221 

伊藤歯科医院 508-0033 中津川市太田町 2-4-17 0573(65)2526 

伊藤歯科医院 509-9232 中津川市坂下 1723-1 0573(75)3017 

ウエダ歯科医院 508-0006 中津川市落合字屋下 740-1 0573(69)4048 

勝歯科医院 508-0003 中津川市中一色町 1-46 0573(66)6700 

川東歯科医院 508-0351 中津川市付知町 6956-29 0573(82)2224 

古榮歯科院 508-0011 中津川市駒場 1212-1 0573(65)1184 

近藤歯科 508-0011 中津川市駒場字大平 1564-16 0573(65)5107 

三愛歯科診療所 508-0015 中津川市手賀野 437-2 0573(65)6485 

篠原歯科医院 509-9132 中津川市茄子川 1207-2 0573(68)7636 

たつた歯科クリニック 508-0001 中津川市中津川 1144-4 0573(65)0088 

中津川市国保加子母歯科診療所 508-0421 中津川市加子母 3453-1 0573(79)2658 
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東

濃 

中津第一歯科 508-0033 中津川市太田町 2-4-5 0573(66)1577 

はやし歯科医院 508-0013 中津川市柳町 7-58 0573(65)8811 

まさき歯科 509-9132 中津川市茄子川 1534-218 0573(68)3848 

水野歯科医院 508-0101 中津川市苗木 4936-1 0573(66)4618 

柳沢歯科医院 508-0001 中津川市中津川 1234-17 0573(66)3177 

渡辺歯科医院 508-0037 中津川市えびす町 2-1 0573(65)5361 

大塩歯科医院 509-6361 瑞浪市陶町猿爪 837-3 0572(65)2055 

佐々木歯科医院 509-6101 瑞浪市土岐町 52-2 0572(68)3776 

土屋歯科医院 509-6123 瑞浪市樽上町 1-19 0572(68)8148 

ホワイト歯科・矯正歯科 509-6104 瑞浪市穂並 3-67 0572(68)1066 

森本歯科医院 509-6101 瑞浪市土岐町 70-9 0572(67)1626 

阿部歯科医院 509-7731 恵那市明智町 98-2 0573(54)3673 

恵那駅デンタルクリニック 509-7201 恵那市大井町神ﾉ木明知鉄道恵那駅 2F 0573(25)1166 

恵那歯科医院 509-7205 恵那市長島町中野 2-3-4 0573(26)3336 

恵那市国民健康保険山岡診療所 509-7603 恵那市山岡町上手向 595 0573(56)2655 

奥村歯科医院 509-7205 恵那市長島町中野 1216-24 0573(26)5501 

かすがい歯科医院 509-7605 恵那市山岡町原東原 1323 0573(57)0648 

木村歯科医院 509-7201 恵那市大井町 2625-12 0573(25)8011 

桐山歯科医院 509-7202 恵那市東野 875-1 0573(25)6181 

くらち歯科 509-7400 恵那市岩村町字平井戸 1539-1 0573(43)3010 

佐々木歯科 509-7403 恵那市岩村町 739-1 0573(43)3710 

篠原歯科医院 509-7205 恵那市長島町中野石田 8-4 0573(26)0418 

つげ歯科医院 509-8231 恵那市中野方町 3384-5 0573(23)2112 

根崎歯科医院 509-7607 恵那市山岡町下手向字大正 70-1 0573(56)2555 

花の木歯科クリニック 509-7204 恵那市長島町永田 473-5 0573(25)1700 

林歯科医院 509-7201 恵那市大井町字佐渡 696-41 0573(26)4880 

ふじおか歯科クリニック 509-7201 恵那市大井町 549-5 0573(25)7890 

アップルデンタルクリニック 509-5147 土岐市泉郷町 2-15-1 0572(55)0648 

阿部歯科医院 509-5122 土岐市土岐津町土岐口 993-1 0572(55)4106 

大塩歯科 509-5301 土岐市妻木町 1598 ｰ 12 0572(57)8139 

森川歯科医院 509-5142 土岐市泉町久尻 4-2 0572(55)3024 

 

在宅患者歯科治療総合医療管理料届出病院（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐阜 朝日大学歯学部附属病院 501-0223 瑞穂市穂積 1851-1 058(329)1112 

中濃 医療法人白水会 白川病院 509-1106 加茂郡白川町坂ﾉ東 5770 0574(72)2222 

 

 

訪問看護ステーション（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐

阜 

岩砂訪問看護ステーション 502-0071 岐阜市長良 2977番地の 3の 1 058-233-8060 

うずら訪問看護ステーション 500-8288 岐阜市中鶉 2丁目 53番地ﾒｿﾞﾝｾｲﾕｰ 201号 058-275-0996 

医療法人聖徳会 小笠原訪問看護ステーション 500-8458 岐阜市加納村松町 3丁目 3番地 058-271-3750 
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岐

阜 

カワムラ訪問看護ステーション 501-3144 岐阜市芥見大般若 1丁目 84番地 058-241-3311 

岐阜市医師会老人訪問看護ステーション 500-8815 岐阜市梅河町 2丁目 9番地 058-266-9900 

医療法人社団誠広会 岐阜中央病院訪問看護ステーション 501-1198 岐阜市川部 3丁目 25番地 058-239-8507 

岐阜南訪問看護ステーション 500-8268 岐阜市茜部菱野 1-50大道ﾋﾞﾙ 101 058-277-0473 

ケアファミリー訪問看護ステーション 500-8358 岐阜市六条南 2丁目 15番 1号ﾒｿﾞﾝ KATO I 203号 058-275-0703 

こころ訪問看護ステーション東金宝町 500-8167 岐阜市東金宝町 1丁目 16番地ﾒｿﾞﾝﾄﾞ･ｸﾏﾀﾞ 503号 058-264-2688 

シティタワー・訪問看護ステーション 500-8856 岐阜市橋本町 2丁目 52番地 058-266-4345 

白百合訪問看護ステーション 501-1109 岐阜市安食 1228 058-235-9008 

訪問看護ステーションイーナース 501-3133 岐阜市芥見南山 2丁目 5-20 058-243-0016 

訪問看護ステーション 看護くまっこ 501-6133 岐阜市日置江 1-72 058-279-1880 

訪問看護ステーションサワダ 500-8226 岐阜市野一色 7丁目 9番 1号 058-247-3361 

訪問看護ステーショントップケア 502-0881 岐阜市正木北町 7番 1号ﾛｯｸｽﾋﾞﾙ 2F(206) 058-294-6150 

訪問看護ステーションひかり 502-0901 岐阜市光町 1丁目 56番地の 2 058-296-3519 

訪問看護ステーション平野 501-1192 岐阜市黒野 185番地 1 058-234-7550 

訪問看護ステーションほのぼ 500-8329 岐阜市本荘町 15-1 058-251-9150 

訪問看護ステーション やすらぎ 500-8228 岐阜市長森本町 2丁目 9番 8 ｺｰﾎﾟﾘﾌﾞﾗｲﾄ 206号 058-214-8613 

訪問看護ステーション和光 501-0104 岐阜市寺田 7丁目 100番地 058-252-6811 

ホームナースオフィスらいふらいず 501-6113 岐阜市柳津町南塚三丁目 23番地 6 058-377-2593 

みどり訪問看護ステーション 501-3113 岐阜市北山 1丁目 13番 11号 058-241-1404 

安江訪問看護ステーション 501-0123 岐阜市鏡島西 2丁目 4番 14号 058-253-3633 

よつば訪問看護ステーション 500-8234 岐阜市芋島 5丁目 5番地 1 ｼﾊﾞﾋﾞﾙ 058-249-5586 

羽島市医師会訪問看護ステーション 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴川口 719-1 058-393-1715 

訪問看護ステーション ママーズ 501-6264 羽島市小熊町島 2丁目 102番地 1 058-392-7841 

各務原訪問看護ステーション 504-0912 各務原市那加桜町 1丁目 59番地栄ﾋﾞﾙ 2階 058-380-4166 

訪問看護ステーションげんき 509-0122 各務原市新鵜沼台三丁目 6番地 058-322-8472 

有限会社訪問看護あみステーション 504-0821 各務原市蘇原瑞雲町 3丁目 31番地の 1 0583-80-6339 

Ｓｕｎ・サン訪問看護ステーション 501-2105 山県市高富 1187-3 0581-22-0033 

みかさ訪問看護ステーション 501-2115 山県市梅原 623番地 ｻﾝﾊｲﾂ 103号室 0581-27-0550 

吉村訪問看護ステーション 501-0222 瑞穂市別府 1297番地 058-327-0917 

サンライズケアステーション 501-6006 羽島郡岐南町伏屋 2丁目 63番地 058-248-7221 

訪問看護ステーションかがやき 501-6011 羽島郡岐南町八剣北 1丁目 180番地 4 058-214-8125 

ふれあい訪問看護ステーション 501-6035 羽島郡笠松町円城寺 971 058-388-2432 

社会医療法人蘇西厚生会 まつなみ訪問看護ステーション 501-6061 羽島郡笠松町泉町 13番地 1まつなみ在宅総合ｹｱｾﾝﾀｰ 2F 058-387-6950 

もとす医師会もとす訪問看護ステーション 501-0431 本巣郡北方町北方 3219番地の 25 058-324-9594 

西

濃 

赤坂宿訪問看護ステーション 503-2206 大垣市赤坂新町 3丁目 109-1 0584-76-0876 

大垣市訪問看護ステーション 503-0807 大垣市今宿 5-1-4'在宅福祉ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 0584-81-3337 

医療法人徳洲会 大垣徳洲会訪問看護ステーション 503-0015 大垣市林町 6丁目 85-1 0584-84-2013 

しずさと訪問看護ステーション 503-0981 大垣市桧町 1452番地 0584-93-1173 

沼口訪問看護ステーション アミターユス 503-0023 大垣市笠木町 650番地 0584-91-3406 

訪問看護ステーション一歩 503-0816 大垣市小泉町 337-1 0584-83-3221 

訪問看護ステーションウィズ 503-0878 大垣市竹島町 77番地 0584-74-7121 

訪問看護ステーション感謝 503-0019 大垣市北方町 1丁目 1162番地 SS ｱｰﾄﾋﾞﾙ 1階 0584-74-3703 

訪問看護ステーションハーブ 503-0856 大垣市新田町 2丁目 24番地 1 0584-88-0310 
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西

濃 

海津市医師会訪問看護ステーション 503-0628 海津市海津町福江 641番地の 2 0584-54-0020 

訪問看護ステーションかがやき 503-1324 養老郡養老町大跡 77番地 0584-34-3935 

訪問看護ステーション天の星 503-1382 養老郡養老町船附字中代 1344番地 0584-35-3618 

訪問看護ステーションようろう 503-1394 養老郡養老町押越 986 0584-33-0277 

訪問看護ステーションひまわり 503-2113 不破郡垂井町清水 1丁目 139番地 0584-23-4655 

関ヶ原町訪問看護ステーション 503-1514 不破郡関ｹ原町大字関ヶ原 2490番地の 29 0584-43-3172 

訪問看護ステーションまごころ 503-0231 安八郡輪之内町南波 659-1 ｺｰﾎﾟ WAKAMIYA 103 0584-68-1218 

いび訪問看護ステーション 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 2547-4 0585-21-1111 

訪問看護ステーションなごみ 501-0555 揖斐郡大野町公郷 79 0585-32-4462 

訪問看護ステーションサンビレッジ新生苑 503-2417 揖斐郡池田町本郷 1501番地 0585-45-5545 

中

濃 

医療法人香徳会 旭ヶ丘訪問看護ステーション 501-3919 関市平成通 2丁目 6番 18号 0575-24-2333 

コスモス訪問看護ステーション 501-3902 関市若草通 5-1 0575-22-2211 

訪問リハビリステーション美里 501-3933 関市向山町 1-5-8 0575-22-9733 

美濃市立美濃病院訪問看護ステーション清流 501-3746 美濃市中央 4丁目 3番地 0575-33-1221 

さくら訪問看護ステーション 505-0037 美濃加茂市前平町 1丁目 100番地の 1 0574-28-7538 

つるかめ訪問看護ステーション 505-0041 美濃加茂市太田町 2825番地 0574-27-6535 

訪問看護さわやかステーション 505-0011 美濃加茂市下米田町東栃井 81番地の 3 0574-27-1500 

訪問看護ステーションすかい 505-0022 美濃加茂市川合町一丁目 4番 40号 0574-25-8935 

岐阜社会保険 訪問看護ステーション ふれ愛 509-0206 可児市土田 1221番地 5 0574-25-3201 

社団法人可児医師会立可児訪問看護ステーション 509-0207 可児市今渡 310番地の 1 0574-27-1120 

訪問看護ステーションささえあい 509-0255 可児市光陽台一丁目 110番地 0574-48-8095 

郡上市国保白鳥病院訪問看護ステーション 501-5122 郡上市白鳥町為真 1205番地 1 0575-82-3131 

訪問看護ステーション郡上八幡 501-4204 郡上市八幡町旭 663-6 0575-67-2262 

東

濃 

愛岐訪問看護ステーション 507-0057 多治見市赤坂町 7-32 0572-23-6867 

たちばな訪問看護ステーション 507-0072 多治見市明和町 2-41-1 ﾗﾎﾟｰﾙめいわ 203号室 0572-27-3037 

浜田浅井訪問看護ステーション 507-0041 多治見市太平町 1丁目 5番地 0572-22-0522 

訪問看護ケアメイト 507-0037 多治見市音羽町 4丁目 72番地 Yu-ki Neo 音羽ビル 3 階ﾙ 0572-23-1999 

訪問看護ステーション陶の里 507-0816 多治見市大畑町西仲根 3番 25 0572-23-3780 

瑠泉会太陽訪問看護事業所 507-0077 多治見市幸町 4-41-5 ｺｰﾎﾟ A1 0572-20-0012 

老人訪問看護ステーション「コスモス」 507-0007 多治見市小名田町西ｹ洞 71-1 0572-21-5680 

恵那医師会中津川地区老人訪問看護ステーション 508-0045 中津川市かやの木町 1-17 0573-62-3247 

ふくおか訪問看護ステーション 508-0203 中津川市福岡 714-2 0573-72-5868 

医療法人社団日新会 訪問看護ステーション城山 508-0101 中津川市苗木字那木 3725-2 0573-65-8311 

訪問看護ステーションほっと 509-8301 中津川市蛭川 5735番地 227 0573-59-8827 

訪問看護ステーションほほえみ 509-9232 中津川市坂下 714-3 0573-70-1017 

瑞岐会老人訪問看護ステーション 509-6102 瑞浪市稲津町萩原 1番地 0572-67-3751 

訪問看護ステーションあゆみ 509-6101 瑞浪市土岐町 76番地 1 0572-68-8625 

えな訪問看護ステーション 509-7204 恵那市長島町永田 382番地 113 0573-26-4164 

かみやはぎ訪問看護ステーション 509-7506 恵那市上矢作町 3107-8 0573-48-3186 

くわのみ訪問看護ステーション 509-7401 恵那市岩村町飯羽間 1616 0573-43-5147 

こころ訪問看護ステーション 509-7202 恵那市東野 1212-4 0573-26-2825 

訪問看護ステーション シエント 509-7201 恵那市大井町 2719番地 236 0573-22-9501 

東濃訪問看護ステーション 509-5112 土岐市肥田浅野笠神町 2丁目 1番地 0572-54-0355 
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東濃 訪問看護ステーション高井 509-5301 土岐市妻木町 1657 0572-57-7016 

飛

騨 

上宝訪問看護ステーション 506-1317 高山市上宝町本郷 550番地高山市上宝保健ｾﾝﾀｰ 0578-86-0066 

新生メディカル訪問看護ステーション 506-0054 高山市岡本町 2丁目 18番地 21 0577-35-2334 

須田病院訪問看護ステーション 509-4124 高山市国府町村山 235番地 5 0577-72-4627 

それいゆ訪問看護ステーション 506-0009 高山市昭和町 2丁目 85番地 1 0577-37-5260 

高山赤十字訪問看護ステーション 506-8550 高山市天満町 3丁目 11番地高山赤十字病院内 0577-32-9020 

高山第二訪問看護ステーション 506-0053 高山市昭和町 3丁目 3-6 ﾆｭｰ匠ﾊｲﾂ 1階 0577-35-3766 

高山訪問看護ステーション 506-0823 高山市森下町 1丁目 270-5 0577-35-2566 

ひだ訪問看護ステーション 506-0031 高山市中切町 1番地 1 0577-32-1117 

飛騨市訪問看護ステーション 506-1111 飛騨市神岡町東町 725番地 0578-82-1774 

古川訪問看護ステーション 509-4221 飛騨市古川町若宮 2-1-66古川総合会館 0577-73-7566 

下呂訪問看護ステーション 509-2202 下呂市森 883-1下呂町福祉会館内 0576-23-0231 

 

在宅患者調剤加算届出薬局（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐

阜 

あおば薬局 500-8283 岐阜市茜部野瀬 3-136-2 058(275)3422 

小川薬局 501-2541 岐阜市世保 615 058(229)2110 

株式会社 ひかり薬局 500-8327 岐阜市如月町 6-36-3 058(252)7091 

華陽しいのみ薬局 500-8156 岐阜市祈年町 1-19-2 058(271)1640 

貴船薬局 502-0933 岐阜市日光町 9-7-2 058(296)1123 

きむら調剤薬局 502-0926 岐阜市旦島 1-6-13 058(296)2130 

コスモ調剤薬局 500-8862 岐阜市千手堂中町 1-10 058(254)8228 

コスモス薬局 金竜店 500-8114 岐阜市金竜町 1-8 058(267)0251 

コトブキ調剤薬局 500-8486 岐阜市加納城南通 1-24 058(275)2866 

しいのみセンター薬局 501-3113 岐阜市北山 1-14-27 058(241)1818 

シノダ薬局 500-8309  岐阜市都通 1-18 058(254)0001 

シノダ薬局 菊地店 500-8345 岐阜市菊地町 2-42 058(275)6777 

シノダ薬局 中央店 500-8305 岐阜市沖ﾉ橋町 2-9-2 058(255)2555 

たんぽぽ薬局 シティタワー店 500-8856 岐阜市橋本町 2-52 ｼﾃｨﾀﾜｰ 43 3階 058(212)0211 

ハーズ市橋調剤薬局 500-8381 岐阜市市橋 3-7-18 058(277)3481 

ハーズ調剤薬局 忠節店 502-0901 岐阜市光町 2-9 058(295)6171 

伴薬局 500-8455 岐阜市加納栄町通 5-40 058(272)7363 

ピノキオ薬局 加野店 501-3107 岐阜市向加野 2-16-5 058(242)1646 

ひまわり薬局 神田町店 500-8833 岐阜市神田町 7-1 058(262)2478 

ひまわり薬局 寺田店 501-0104 岐阜市寺田 7-106-2 058(255)5601 

平成調剤薬局 茜部店 500-8263 岐阜市茜部新所 4-133 058(278)2788 

平成調剤薬局 岐大前店 501-1127 岐阜市古市場神田 85 058(293)1145 

平成調剤薬局 黒野店 501-1132 岐阜市折立 117-1 058(293)0858 

平成調剤薬局 太郎丸店  501-2576 岐阜市太郎丸新屋敷 207-3  058(229)6120 

平成調剤薬局 長良店 502-0022 岐阜市長良東郷町 1-11 058(210)3470 

平成調剤薬局 福光店 502-0813 岐阜市福光東 3-9-11 058(232)4868 

平成調剤薬局 八代店 502-0812 岐阜市八代 1-2-28 058(214)7123 

有限会社 調剤薬局カトレア 501-1148 岐阜市上尻毛日吉 123-3 058(293)4050 
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岐

阜 

調剤薬局羽島 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴 3423-1 058(393)2522 

平成調剤薬局 羽島店 501-6242 羽島市竹鼻町錦町 71 058(394)2133 

おがせ調剤薬局 509-0104 各務原市各務おがせ町 9-106 0583(70)9880 

かとう薬局 509-0126 各務原市鵜沼東町 6-79 058(370)0623 

くすのき薬局 504-0916 各務原市那加楠町 45-21 058(380)2740 

マルミ薬局各務原店 504-0815 各務原市蘇原東栄町 2-100-2 058(213)6722 

コスモス薬局 みずほ店 501-0236 瑞穂市本田 556-1-1 058(326)1555 

クオールぎなん薬局 501-6004 羽島郡岐南町野中 3-211 058(249)5135 

クルーズ薬局岐南店 501-6011 羽島郡岐南町八剣北 4-88 058(249)3070 

日本調剤笠松薬局 501-6062 羽島郡笠松町田代 215-3 058(218)4093 

平成調剤薬局 はーと笠松店 501-6064 羽島郡笠松町北及 1672-1 058(388)7118 

ワルツ薬局 501-6081 羽島郡笠松町東陽町 11-1 058(260)9383 

西

濃 

ケンコー薬局 503-0008 大垣市楽田町 1-33 0584(81)6223 

ハーズ大垣調剤薬局笠木店 503-0023 大垣市笠木町 651-3 0584(91)0211 

瑠璃光薬局 503-1382 養老郡養老町船附 1343 0584(36)1077 

中

濃 

あいらんど調剤薬局本店 501-3846 関市住吉町 25-2 0575(21)0617 

しいのみ薬局 501-3947 関市上白金字宮東 105-1 0575(27)0130 

神明調剤薬局 501-3908 関市寿町 1-1-20 0575(24)6617 

小林薬局 501-3732 美濃市 2932-10 0575(33)3124 

みつば薬局 505-0032 美濃加茂市田島町 2-26 0574(24)7160 

中部薬品 かたびら薬局 509-0266 可児市帷子新町 2-81 0574(65)0051 

郡上薬局 501-4225 郡上市八幡町大正町 56 0575(66)2237 

たんぽぽ薬局 八幡桜町店 501-4228 郡上市八幡町桜町 330 0575(65)6931 

ピノキオ薬局 白鳥店 501-5121 郡上市白鳥町白鳥字熊会津 21-19 0575(83)0156 

ピノキオ薬局 為真店 501-5122 郡上市白鳥町為真 1201 0575(83)0350 

ピノキオ薬局 八幡店 501-4222 郡上市八幡町島谷字吉田町 1265-2 0575(66)2251 

ピノキオ薬局 大和店 501-4612 郡上市大和町剣字川添 88-3 0575(88)4433 

ファーマライズ薬局川辺町店 509-0305 加茂郡川辺町西栃井 1232-2 0574(52)0058 

コスモス調剤薬局 509-1112 加茂郡白川町赤河 1063-1 05747(3)3007 

コーヨー調剤薬局 505-0121 可児郡御嵩町中 2348-8 0574(68)1037 

東

濃 

貴船薬局 広小路店 507-0833 多治見市広小路 2-12 0572(26)8519 

やまと調剤薬局 507-0041 多治見市太平町 4-53-2 0572(24)6407 

はなの木薬局 509-9232 中津川市坂下 872-1 0573(70)0130 

有限会社 まるみ薬局 508-0034 中津川市淀川町 3-8 0573(65)6171 

トーカイ薬局 瑞浪店 509-6134 瑞浪市松ｹ瀬町 2-58-2 0572(68)1502 

飛騨 貴船薬局 久々野店 509-3214 高山市久々野町無数河坂之下 567-1 0577(52)5035 

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局（平成 24年 10月 1日現在） 

圏域 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 

岐

阜 

愛情薬局 500-8212 岐阜市日野南 6丁目 1-3 058(245)8789 

あい調剤薬局 500-8288 岐阜市中鶉 7-18-4 058(266)7089 

アイワ薬局 かみつちい店 502-0803 岐阜市上土居 1-10-7 058(296)6152 

アイワ薬局 栄新町店 502-0849 岐阜市栄新町 2-46 058(232)6399 
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岐

阜 

アイワ薬局 日野店 500-8212 岐阜市日野南 3-11-3 058(248)8200 

アイワ薬局 柳津店 501-6122 岐阜市柳津町高桑東 3-15 058(279)5353 

アイワ薬局 ゆきみ店 500-8136 岐阜市雪見町 2-29 058(259)3150 

アイン薬局 岐阜大学店 501-1113 岐阜市大学西 1-108-4 058(293)0567 

合資会社 青木薬局 500-8113 岐阜市金園町 1-4 058(263)1193 

青木薬局 アピタ店 500-8462 岐阜市加納神明町 6-1 ｱﾋﾟﾀ岐阜 1F 058(275)3132 

あおば薬局 500-8283 岐阜市茜部野瀬 3-136-2 058(275)3422 

アカツカ薬局 佐波店 501-6121 岐阜市柳津町上佐波西 3-149 058(270)0193 

あかつき薬局 502-0844 岐阜市岩倉町 2-64 058(232)0120 

あかね薬局 500-8268 岐阜市茜部菱野2-15理研ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1F 058(278)0120 

あくたみ薬局 501-3132 岐阜市芥見長山 3-18-1 058(242)1161 

朝日堂薬局 500-8451 岐阜市加納上本町 3-29-2 058(272)2323 

あまがさき調剤薬局 500-8132 岐阜市尼ｹ崎町 1-9-16 058(248)7559 

あらた町調剤薬局 500-8401 岐阜市安良田町 2-11 058(262)4090 

ありす調剤薬局 500-8227 岐阜市北一色 10-23-11 058(248)0300 

合名会社 飯沼薬局 502-0817 岐阜市長良福光 2667 058(232)0242 

伊佐地薬局 502-0901 岐阜市光町 1-30 058(231)3062 

伊佐地薬局 白菊店 502-0909 岐阜市白菊町 2-28 058(210)2180 

合資会社 イシグレ薬局 500-8828 岐阜市若宮町 6-9 058(262)8992 

いちい薬局 500-8226 岐阜市野一色 4-8-5 058(247)6006 

市川薬局 500-8324 岐阜市早苗町 6-25 058(251)5616 

稲美薬局 500-8104 岐阜市美園町 1 058(262)1007 

岩田薬局 502-0811 岐阜市若福町 5-21 058(233)7791 

有限会社 梅屋薬局 500-8113 岐阜市金園町 7-12 058(245)7832 

エーワン薬局 500-8233 岐阜市蔵前 7-19-22 058(248)7888 

おいわけ星薬局 501-0111 岐阜市鏡島 1301 058(251)9236 

大洞薬局 501-3133 岐阜市芥見南山 3-6-25 058(241)0889 

岡沢薬局 501-3107 岐阜市加野荒木 1540-332 058(241)6137 

小川薬局 501-2541 岐阜市世保 615 058(229)2110 

奥田薬局 501-6103 岐阜市柳津町蓮池 2-25 058(387)9823 

オリーブ薬局 500-8226 岐阜市野一色 6-7-23 058(245)3381 

カガシマ調剤薬局 501-0123 岐阜市鏡島西 2-19-22 058(252)3674 

加納西薬局 500-8458 岐阜市加納村松町 3-10-6 058(276)1171 

かめはん薬局 長良店 502-0082 岐阜市長良東 2-127-2 058(232)6690 

華陽しいのみ薬局 500-8156 岐阜市祈年町 1-19-2 058(271)1640 

河合保険調剤薬局 501-1132 岐阜市折立 894 058(293)0660 

カワムラ薬局 みずほ店 500-8377 岐阜市瑞穂町 33-5 058(251)7500 

有限会社 漢方の野崎薬局 501-3144 岐阜市芥見大般若 2-34-3 058(241)1661 

有限会社 岐東薬局 500-8137 岐阜市東興町 17 058(246)1676 

ぎふ中央調剤薬局 500-8108 岐阜市川端町 18 058(266)1814 

ぎふ西調剤薬局 500-8323 岐阜市鹿島町 7-34 058(251)8262 

貴船薬局 502-0933 岐阜市日光町 9-7-2 058(296)1123 

貴船薬局 芥見店 501-3134 岐阜市芥見 3-319-3 058(241)1120 
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貴船薬局 水海道店 500-8223 岐阜市水海道 5-2-26 058(259)6566 

ぎふ東調剤薬局 500-8226  岐阜市野一色 4-5-1 058(247)5885 

岐阜薬科大学附属薬局 501-1113 岐阜市大学西 1-108-3 058(293)0220 

岐阜薬局 500-8876 岐阜市日ﾉ出町 2-23 058(262)0260 

きむら調剤薬局 502-0926 岐阜市旦島 1-6-13 058(296)2130 

キョーワ調剤薬局 茜部 500-8263 岐阜市茜部新所 1-269 058(275)6090 

キョーワ調剤薬局 城東 500-8442 岐阜市正法寺町 27-1 058(275)2987 

きらら調剤薬局 北一色店 500-8227 岐阜市北一色 10-11-12 058(259)3511 

きらら調剤薬局 大学西店 501-1113 岐阜市大学西 1-91-3 058(293)5666 

麒麟堂薬局 500-8065 岐阜市金屋町 1-19 058(265)0660 

くすりのラブ薬局 502-0006 岐阜市粟野西 1-485 058(237)4833 

栗本薬局 502-0932 岐阜市則武中 3-20-7 058(233)7884 

ケイ調剤薬局 500-8315 岐阜市島田東町 44 058(252)7672 

ケイ調剤薬局 鹿島店 500-8323 岐阜市鹿島町 5-13 058(255)3020 

コアラ調剤薬局 501-1121 岐阜市古市場 321-16 058(230)1207 

コスモス薬局 501-0105 岐阜市河渡 3-111-1 058(254)2300 

コスモス薬局 金竜店 500-8114 岐阜市金竜町 1-8 058(267)0251 

コスモス薬局 竜田店 500-8402 岐阜市竜田町 7-7-3.7-2 058(240)0051 

コスモ調剤薬局 500-8862 岐阜市千手堂中町 1-10 058(254)8228 

コトブキ調剤薬局 500-8486 岐阜市加納城南通 1-24 058(275)2866 

こまくさ薬局 500-8384 岐阜市薮田南 1-4-7 058(278)3593 

株式会社 サカイ薬局 502-0045 岐阜市長良校前町 1-6 058(231)5036 

鷺山サカイ薬局 502-0856 岐阜市鷺山緑ヶ丘新町 2-1768-101 058(296)1433 

鷺山薬局 502-0851 岐阜市鷺山中洙 1389-2 058(232)0875 

沢田薬局 500-8226 岐阜市野一色 3-10-1 058(245)6531 

サンド調剤薬局 500-8175 岐阜市長住町 9-24小林ﾋﾞﾙ 1F 058(254)8223 

しいのみセンター薬局 501-3113 岐阜市北山 1-14-27 058(241)1818 

ジップファーマシー白沢粟野調剤薬局 502-0006 岐阜市粟野西 1-397-3 058(236)0387 

シトラス薬局 長森店 500-8228 岐阜市長森本町 1-18-10 058(240)1161 

シノダ薬局 500-8309  岐阜市都通 1-18 058(254)0001 

シノダ薬局 菊地店 500-8345 岐阜市菊地町 2-42 058(275)6777 

シノダ薬局 岐阜駅前店 500-8429 岐阜市加納清水町 3-8-1日本泉ﾋﾞﾙ 1F 058(268)8118 

シノダ薬局 中央店 500-8305 岐阜市沖ﾉ橋町 2-9-2 058(255)2555 

しま調剤薬局 502-0916 岐阜市西中島 7-5-12 058(213)7730 

ジャスミン薬局 502-0917 岐阜市島田 2-7-9 058(233)0653 

株式会社 順天堂薬局 500-8069 岐阜市今小町 16 058(262)2905 

株式会社 順天堂薬局 日野店 500-8212 岐阜市日野南 3-5-17 058(240)2141 

しょうなん調剤薬局 茜部店 500-8282 岐阜市茜部大川 1-9-1 058(260)7660 

しょうなん調剤薬局大福店 502-0934 岐阜市大福町 8-74-1 058(215)9264 

しょうなん調剤薬局やぶた店 500-8384 岐阜市薮田南 3-6-8 058(277)6745 

新岐阜薬局 500-8853 岐阜市西問屋町 14 058(251)8263 

スギ薬局 鏡島店 500-8362 岐阜市西荘 4-6-1 058(255)5482 

スギ薬局 笠松店 501-6101 岐阜市柳津町栄町 202 058(218)2045 
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スギ薬局 鷺山店 502-0851 岐阜市鷺山中洙 1551 058(296)0630 

スギ薬局 島店 502-0911 岐阜市北島 7-3-8 058(210)1510 

スギ薬局 清本町店 500-8351 岐阜市清本町 1-48 058(268)7701 

スギ薬局 忠節店 502-0904 岐阜市島栄町 1-45-4 058(296)0700 

スギ薬局 鶴田店 500-8164 岐阜市鶴田町 2-1-1 058(249)5520 

スギ薬局 中鶉店 500-8288 岐阜市中鶉 3-50-1 058(268)8284 

スギ薬局 長良店 502-0812 岐阜市八代 1-6-20 058(210)3121 

スギ薬局 又丸店 501-1157 岐阜市又丸村中 47-1 058(293)0550 

スギ薬局 三田洞店 502-0002 岐阜市粟野東 5-76-1 058(236)0586 

スギ薬局 柳ヶ瀬通店 500-8875 岐阜市柳ｹ瀬通 1-12岐阜中日ﾋﾞﾙ 1F 058(212)3330 

杉山薬局 501-0123 岐阜市鏡島西 2-4-47 058(251)9001 

スギヤマ薬局 長良店 502-0813 岐阜市福光東 3-1-1 058(210)0231 

スマイル薬局 よしちょう店 500-8334 岐阜市葭町 2-11-1 058(214)8200 

大学堂小川薬局 500-8074 岐阜市七軒町 15-5 058(266)4193 

有限会社 大氣 太平調剤薬局 又丸店 501-1155 岐阜市又丸宮東 19-3  058(234)8558 

太陽堂薬局 500-8082 岐阜市矢島町 2-54髙瀬ﾋﾞﾙ 1F 058(267)7511 

太陽堂薬局 柳津店 501-6103 岐阜市柳津町蓮池 2-23-2 058(216)0011 

高田薬局 則武店 502-0932 岐阜市則武中 1-25-18 058(232)3932 

立花屋薬局本店 500-8422 岐阜市加納安良町 46 058(271)5936 

たんぽぽ薬局 鹿島町店 500-8323 岐阜市鹿島町 6-16-8 058(252)4861 

たんぽぽ薬局 岐大前店 501-1113 岐阜市大学西 1-91-4 058(234)8171 

たんぽぽ薬局 岐阜駅前店 500-8833 岐阜市神田町 9-27大岐阜ﾋﾞﾙ 2階 B号室  058(212)2021 

たんぽぽ薬局 岐阜中央店 500-8226 岐阜市野一色 4-5-14 058(247)7241 

たんぽぽ薬局 シティタワー店 500-8856 岐阜市橋本町 2-52 ｼﾃｨﾀﾜｰ 43 3階 058(212)0211 

たんぽぽ薬局 早田店 502-0844 岐阜市岩倉町 2-70 058(232)6641 

たんぽぽ薬局 長良八代店 502-0812 岐阜市八代 3-8-12 058(295)5721 

たんぽぽ薬局 長森店 500-8227 岐阜市北一色 10-23-6 058(249)3471 

たんぽぽ薬局 長良センター店 502-0071 岐阜市長良 1300-17 058(210)2161 

たんぽぽ薬局 西改田店 501-1168 岐阜市西改田上の町 61-1 058(234)7491 

（株） 茶所薬局 500-8431 岐阜市加納八幡町 21-1 058(271)3843 

中部ケンコー薬局 500-8157 岐阜市五坪町 1-10-10西友岐阜華陽店内  058(240)0020 

中部薬品 本荘薬局 500-8323 岐阜市鹿島町 5-16 058(255)3589 

中部薬品 茜部薬局 500-8269 岐阜市茜部中島 1-24 058(276)4482 

中部薬品 北一色薬局 500-8227 岐阜市北一色 6-20-26 058(249)5767 

中部薬品 長良薬局 502-0082 岐阜市長良東 2-62 058(296)4010 

中部薬品 正木薬局 502-0881 岐阜市正木北町 6-33 058(296)0307 

中部薬品 三田洞薬局 502-0004 岐阜市三田洞 889-1 058(236)0775 

中部薬品 則武中央薬局 502-0931 岐阜市則武新田土地区画整理地 62街区 1  058(296)2336 

中部薬品 領下中央薬局 500-8241 岐阜市領下 6-26-1 058(259)7765 

有限会社 調剤薬局カトレア 501-1148 岐阜市上尻毛日吉 123-3 058(293)4050 

調剤薬局栗本鷺山店  502-0850 岐阜市鷺山東 2-9-1 0582(32)6737 

つくし調剤薬局 芥見店 501-3144 岐阜市芥見大般若 1-77-2 058(241)8800 

寺島薬局 500-8179 岐阜市元住町 8 058(262)5075 
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寺島薬局 市場店 500-8263 岐阜市茜部新所 2-5 058(272)4335 

寺島薬局 元町支店 500-8185 岐阜市元町 1-7 058(265)2480 

東洋薬局 三里店 500-8351 岐阜市清本町 1-28 058(275)1477 

トーカイ薬局 岐北店 502-0004 岐阜市三田洞字山崎 902-1 058(237)6620 

トーカイ薬局 三田洞店 502-0006 岐阜市粟野西 3-79-3 058(237)1518 

とさき調剤薬局 501-0123 岐阜市鏡島西 2-16-15 058(255)5311 

トマト調剤薬局 500-8323 岐阜市鹿島町 7-27吉村ﾋﾞﾙ 1F西 058(254)8048 

ドラッグストアー サーブ薬局 501-1121 岐阜市古市場西畑 110-3 058(239)7077 

ドラッグストアーレモン薬局加納栄店 500-8455 岐阜市加納栄町通 3-3 058(274)1162 

合資会社 中村薬局 500-8864 岐阜市真砂町 3-18 058(251)2045 

長森薬局 500-8228 岐阜市長森本町 1-21-19 058(246)6198 

ナナ調剤薬局 祈年町店 500-8156 岐阜市祈年町 10-15-1 058(249)0303 

なにわ薬局 500-8301 岐阜市浪花町 2-6 058(215)7111 

なの花薬局 駒爪店 500-8184 岐阜市西駒爪町 19 058(263)1611 

日本調剤 岐阜中央薬局 500-8323 岐阜市鹿島町 6-16 058(255)3531 

丹羽薬局 500-8375 岐阜市新興町 24-1 058(251)8358 

有限会社 のぞみ薬局 市橋店 500-8381 岐阜市市橋 4-7-1 058(278)2103 

ハーズ市橋調剤薬局 500-8381 岐阜市市橋 3-7-18 058(277)3481 

ハーズ川部調剤薬局 501-1151 岐阜市川部 2-154 058(234)5600 

ハーズ黒野調剤薬局 501-1136 岐阜市黒野南 1-1-2 058(234)2003 

ハーズ調剤薬局 早田美島店 502-0903 岐阜市美島町 3-16 058(295)7786 

ハーズ調剤薬局 忠節店 502-0901 岐阜市光町 2-9 058(295)6171 

ハーズ八代調剤薬局 502-0812 岐阜市八代 1-6-18 058(231)8460 

ハート調剤薬局 500-8177 岐阜市長旗町 2-10-1 058(242)9822 

白山薬局 500-8172 岐阜市白山町 2-16-2 058(267)7166 

橋本薬局 501-0116 岐阜市大菅北 9-23 058(253)5889 

長谷川薬局 500-8868 岐阜市光明町 2-1 058(253)6836 

ハロー薬局 さぎ山店 502-0872 岐阜市鷺山北町 8-31 058(231)5999 

ハロー薬局 則武店 502-0932 岐阜市則武中 3-18-11 058(294)7118 

ハロー薬局 福光店 502-0814 岐阜市福光西 3-9-12 058(233)6111 

伴薬局 500-8455 岐阜市加納栄町通 5-40 058(272)7363 

株式会社 ひかり薬局 500-8327 岐阜市如月町 6-36-3 058(252)7091 

ひだまり調剤薬局 501-1177 岐阜市中西郷 4-67-2 058(293)4010 

ビタミン堂薬局 502-0835 岐阜市織田町 1-1 058(231)7089 

ピノキオ薬局 加野店 501-3107 岐阜市向加野 2-16-5 058(242)1646 

ピノキオ薬局 中央店 500-8226 岐阜市野一色 4-7-2 058(247)8676 

ピノキオ薬局 日野店 500-8212 岐阜市日野南 7-10-5 058(249)5006 

ピノキオ薬局 三笠店 500-8147 岐阜市三笠町 1-9-2 058(248)8611 

日野東調剤薬局 500-8211 岐阜市日野東 4-3-33 058(244)2088 

ひまわり薬局 神田町店 500-8833 岐阜市神田町 7-1 058(262)2478 

ひまわり薬局 寺田店 501-0104 岐阜市寺田 7-106-2 058(255)5601 

有限会社 平野薬局 501-1136 岐阜市黒野南 1-1 058(239)6302 

ヒロエ薬局 500-8483 岐阜市加納東丸町 1-9 058(273)3839 
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ファースト調剤薬局岐阜すごう店 502-0914 岐阜市菅生 7-5-20 058(295)6100 

ファースト調剤薬局新岐阜店 500-8175 岐阜市長住町 1-21 058(265)0810 

ファースト調剤薬局つきおか店 500-8141 岐阜市月丘町 4-25 058(240)6511 

ファースト調剤薬局東島店 502-0913 岐阜市東島 3-9-24 058(294)8001 

ファイン調剤薬局 501-1113 岐阜市大学西 1-90-1 058(293)1290 

ファミリー薬局 あくたみ店 501-3145 岐阜市芥見野畑 2-53 058(241)3313 

ファミリー薬局 今川店 500-8814 岐阜市今川町 2-10 058(265)7311 

ファミリー薬局 河渡店 501-0105 岐阜市河渡 4-97-3 058(252)0700 

ファミリー薬局 ながもり店 500-8226 岐阜市野一色 5-6-25 058(240)5522 

ふたば調剤薬局 502-0813 岐阜市福光東 1-27-8 058(210)2730 

プラス薬局 河渡店 501-0105 岐阜市河渡 3-158-2 058(252)5300 

ふれあい薬局 500-8878 岐阜市神室町 4-29-3小川ﾋﾞﾙ 1階 058(263)7136 

平成調剤薬局 茜部店 500-8263 岐阜市茜部新所 4-133 058(278)2788 

平成調剤薬局 鏡島店 501-0112 岐阜市鏡島精華 3-7-12 058(252)6660  

平成調剤薬局 川部店 501-1151 岐阜市川部 2-149 ﾒｿﾞﾝ立花 1F 058(293)1217 

平成調剤薬局 岐大前店 501-1127 岐阜市古市場神田 85 058(293)1145 

平成調剤薬局 黒野店 501-1132 岐阜市折立 117-1 058(293)0858 

平成調剤薬局 公園前店 500-8023 岐阜市今町 2-7 058(262)3452 

平成調剤薬局 金町店 500-8842 岐阜市金町 5-10-4 058(265)5503 

平成調剤薬局 市役所前店 500-8823 岐阜市江川町 22 058(212)3166 

平成調剤薬局 太郎丸店  501-2576 岐阜市太郎丸新屋敷 207-3  058(229)6120 

平成調剤薬局 長良店 502-0022 岐阜市長良東郷町 1-11 058(210)3470 

平成調剤薬局 東長良店 502-0082 岐阜市長良東 3-43 058(296)3005 

平成調剤薬局 福光店 502-0813 岐阜市福光東 3-9-11 058(232)4868 

平成調剤薬局 本店 502-0812 岐阜市八代 1-3-3 058(232)2232 

平成調剤薬局 八代店 502-0812 岐阜市八代 1-2-28 058(214)7123 

ベル薬局 500-8324 岐阜市早苗町 1-24 ﾍﾞﾙﾊｳｽ D室 058(251)6618 

ホップ金華薬局 500-8088 岐阜市四屋町 41 058(262)0410 

ホップしみんの薬局 500-8323 岐阜市鹿島町 6-16-6 058(252)7100 

ホップ調剤薬局 500-8455 岐阜市加納栄町通 4-2 058(276)8815 

ほほえみ薬局 502-0827 岐阜市平和通 1-12 058(232)1134 

ホワイト調剤薬局 500-8237 岐阜市切通 5-6-23 058(240)0021 

マイ調剤薬局 500-8288 岐阜市中鶉 3-12 058(275)3016 

マイ調剤薬局 長良店 502-0812 岐阜市八代 2-12-1 058(213)0181 

真砂町薬局 500-8864 岐阜市真砂町 9-18 058(265)1336 

まみや調剤薬局 芥見店 501-3133 岐阜市芥見南山 2-6-35 058(213)0611 

まみや調剤薬局 鏡島店 500-8362 岐阜市西荘 2-5-47 058(252)3456 

まみや調剤薬局 清住店 500-8178 岐阜市清住町 2-15安西ﾋﾞﾙ 1階 058(263)2121 

みお薬局 502-0905 岐阜市山吹町 6-19-1 058(296)4151 

三笠薬局 500-8147 岐阜市三笠町 2-1 058(245)8775 

南しいのみ薬局 501-3133 岐阜市芥見南山 2-8-47 058(244)2112 

有限会社 宮下薬局 500-8842 岐阜市金町 7-10 058(262)2047 

みゆき調剤薬局 500-8222 岐阜市琴塚 2-7-15 058(248)5688 
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ミント調剤薬局 500-8225 岐阜市岩地 1-11-21 058(259)6080 

みんなの薬局 500-8361 岐阜市本荘西 3-132-2 058(260)6471 

モナミ薬局 502-0055 岐阜市長良福江町 2-24 058(231)8332 

森屋薬局 500-8323 岐阜市鹿島町 8-27 058(252)2753 

ヤマト ナガラ調剤薬局 502-0071 岐阜市長良 5-1 058(295)7999 

ユウ薬局 502-0045 岐阜市長良校前町 4-8-3 058(294)7791 

ユタカ調剤薬局 本荘 500-8377 岐阜市瑞穂町 27-1 058(255)0306 

ユタカ薬局鏡島 500-8362 岐阜市西荘 3-1-11 058(255)4009 

ユタカ薬局黒野 501-1132 岐阜市折立字村前 873-3 058(293)1235 

ライフ調剤薬局 500-8452 岐阜市加納朝日町 3-41 058(278)1862 

ライフファーマシー 502-0815 岐阜市福光南町 14-18 058(231)1211 

ライン調剤薬局 須賀店 500-8289 岐阜市須賀 4-18-11 058(268)7573 

ライン調剤薬局 八代店 502-0812 岐阜市八代 3-23-9 058(213)7661 

ルナファーマシー かやば薬局 502-0936 岐阜市萱場南 2-12-18 058(213)5107 

ろくじょう薬局 500-8359 岐阜市六条北 2-12-4 058(268)7547 

ろくじょう薬局 ２号店 500-8359 岐阜市六条北 2-10-27 058(268)7720 

若葉調剤薬局 501-1128 岐阜市大字洞字稲木 994-22 058(234)3113 

ワコウ薬局 岐阜店 500-8833 岐阜市神田町 8-9-1 ﾀﾞｲﾏﾙﾋﾞﾙ 1F 058(269)5292 

アイランド薬局 羽島店 501-6229 羽島市正木町坂丸 3-47-2 058(394)4189 

いるか薬局 501-6255 羽島市福寿町浅平 5-26 058(394)1227 

カトウ薬局 新井店 501-6225 羽島市正木町新井 2-404 058(391)7769 

上中薬局 501-6311 羽島市上中町長間 1735-2 058(392)2795 

川瀬薬局 501-6241 羽島市竹鼻町 2737-1 058(391)2432 

かわむら薬局 501-6255 羽島市福寿町浅平 3-32-6 058-393-3911 

グッド調剤薬局 501-6264 羽島市小熊町島 2-12 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ岐阜羽島  058(392)1810 

小西薬局 501-6241 羽島市竹鼻町 3116-1 058(391)5859 

しょうなん調剤薬局羽島店 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴 1093-4 058(394)6171 

スギ薬局 羽島正木店 501-6227 羽島市正木町大字曲利 1068 058(394)2112 

スギ薬局 舟橋店 501-6302 羽島市舟橋町 11 058(394)3120 

スギヤマ薬局 羽島店 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴小堤 1060-1 058(391)8771 

スギヤマ調剤薬局羽島市民病院前店 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴字東百石 3424-1 058(394)6311 

たんぽぽ薬局 羽島店 501-6206 羽島市新生町 3-264-4 058(394)1261 

調剤薬局羽島 501-6232 羽島市竹鼻町狐穴 3423-1 058(393)2522 

戸田薬局 501-6241 羽島市竹鼻町 277-1 058(391)3009 

羽島薬局 501-6236 羽島市江吉良町 910 058(391)4318 

八正ナガマ調剤薬局 501-6311 羽島市上中町長間 1364-1 058(394)0522 

ピース薬局 ぎふはしま店 501-6301 羽島市舟橋町宮北 1-30 058(392)4700 

平成調剤薬局 羽島店 501-6242 羽島市竹鼻町錦町 71 058(394)2133 

有限会社 ホープ薬局 501-6241 羽島市竹鼻町 272-5 058(394)0151 

マイはーと薬局 501-6233 羽島市竹鼻町飯柄 110-1 058(394)0886 

ヤマト こころ調剤薬局 501-6244 羽島市竹鼻町丸の内 8-74-3 058(391)1230 

ヤマト 竹鼻調剤薬局 501-6244 羽島市竹鼻町丸の内 5-33 058(391)9500 

愛進堂 三ッ池薬局 509-0146 各務原市鵜沼三ｯ池町 5-239-1 0583(85)2500 



 

232 

 

 

あいしんどう薬局 509-0114 各務原市緑苑中 2-96 0583(70)7800 

アイン薬局 那加店 504-0018 各務原市那加西市場町 7-288-3 058(380)1027 

あおぞら薬局 509-0126 各務原市鵜沼東町 2-2 0583(85)5125 

赤い实調剤薬局 509-0141 各務原市鵜沼各務原町 3-550-9 0583(79)2737 

明日香調剤薬局 509-0125 各務原市鵜沼南町 5-36 058(260)9677 

安藤薬局 504-0807 各務原市蘇原清住町 2-71 0583(89)4289 

株式会社 イマオ薬局 504-0952 各務原市那加西那加町 15 0583(89)0001 

いるか調剤薬局 蘇原東島店 504-0816 各務原市蘇原東島町 3-163-4 0583(80)1077 

梅本薬局 509-0126 各務原市鵜沼東町 7-72 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ大竹 1F  0583(84)9745 

株式会社 ウラタ薬局 新町店 504-0021 各務原市那加前洞新町 4-179 058(389)3336 

おがせ調剤薬局 509-0104 各務原市各務おがせ町 9-106 0583(70)9880 

かかみの調剤薬局 509-0141 各務原市鵜沼各務原町 6-106-2 058(385)0822 

かとう薬局 509-0126 各務原市鵜沼東町 6-79 058(370)0623 

河合薬局 504-0826 各務原市蘇原早苗町 22 0583(82)5774 

かわしま調剤薬局 501-6022 各務原市川島松倉町 2350-70 0586(89)7100 

ききょう薬局 504-0803 各務原市蘇原東門町 2-78-2 0583(80)1262 

くすのき薬局 504-0916 各務原市那加楠町 45-21 058(380)2740 

グリーン薬局 東海中央病院前店 504-0816 各務原市蘇原東島町 4-56-1J･ART ﾋﾞﾙ 1階 058(380)2231 

こころ調剤薬局 とやま 504-0806 各務原市蘇原外山町 2-71-5 058(371)5560 

シンコー薬局 鵜沼店 509-0126 各務原市鵜沼東町 1-104 0583(85)4748 

スギ薬局 各務原店 504-0832 各務原市蘇原花園町 2-16 058(380)5033 

スマイル薬局 いしやま店 504-0044 各務原市那加石山町 1-132-1 058(322)4500 

そはら薬局 504-0846 各務原市蘇原吉野町 1-52-2 058(375)3103 

竹内薬局 509-0124 各務原市鵜沼山崎町 1-107 0583(84)2056 

竹内薬局 ノバ店 509-0124 各務原市鵜沼山崎町 6-8-1 0583(84)5986 

たんぽぽ薬局 蘇原店 504-0822 各務原市蘇原栄町 2-8 0583(75)4664 

たんぽぽ薬局 東海中央病院前店 504-0815 各務原市蘇原東栄町 2-102-2 058(380)2281 

中部薬品 各務原中央薬局 504-0855 各務原市蘇原新栄町 1-1 058(380)7323 

調剤薬局 どんぐり 509-0132 各務原市鵜沼西町 4-236-3 058(370)2777 

土屋薬局 504-0846 各務原市蘇原吉野町 3-58-1 0583(82)0977 

つつじ薬局 504-0923 各務原市前渡西町 3-21-2 058(386)9977 

トーカイ薬局 各務原西店 504-0018 各務原市那加西市場町 4-1-1 058(383)1213 

中田薬局 504-0834 各務原市那加昭南町 99-1 058(382)0475 

株式会社 ナカヤ薬局 504-0912 各務原市那加桜町 2-295-1 0583(82)0302 

日本調剤各務原薬局 504-0815 各務原市蘇原東栄町 2-102-1 058(380)0570 

株式会社 丹羽薬局 504-0966 各務原市那加本町 39 0583(82)0132 

橋本薬局 509-0126 各務原市鵜沼東町 1-70 0583(84)0048 

橋本薬局 西町店 509-0132 各務原市鵜沼西町 3-136-3 0583(70)5020 

はなぞの薬局 504-0832 各務原市蘇原花園町 3-4 058(389)6155 

はば薬局 509-0135 各務原市鵜沼羽場町 4-117-3 0583(85)0536 

ハロー薬局 いなば店 504-0942 各務原市小佐野町 6-84-3 0583(80)7611 

ひかり薬局 蘇原店 504-0855 各務原市蘇原新栄町 1-67-3 0583(80)2167 

ひかり薬局 三井店 504-0941 各務原市三井町 1-75-2 0583(80)3377 
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ピノキオ薬局 各務原店 504-0025 各務原市那加野畑町 2-105-店 058(322)8288 

ピノキオ薬局 蘇原店 504-0825 各務原市蘇原柿沢町 1-41-1 058(322)9921 

ピノキオ薬局 東海中央店 504-0816 各務原市蘇原東島町 4-27 058(322)4992 

ピノキオ薬局 那加店 504-0968 各務原市那加西野町 130 1F 058(380)5750 

ファースト調剤薬局 そはら店 504-0832 各務原市蘇原花園町 1-57-2 0583(71)7200 

ファーマライズ薬局 鵜沼川崎店 509-0147 各務原市鵜沼川崎町 2-128-1 058(375)5911 

ファーマライズ薬局 各務原店 504-0816 各務原市蘇原東島町 4-52 058(375)3920 

平成調剤薬局 そはら店 504-0843 各務原市蘇原青雲町 2-48 058(389)5286 

ペリカン薬局 504-0814 各務原市蘇原興亜町 4-6-24 0583(80)6106 

ホップそはら薬局 504-0816 各務原市蘇原東島町 4-21 058(322)3880 

松井薬局 504-0025 各務原市那加野畑町 1-118 0583(83)0084 

株式会社 松原薬局ストア 504-0954 各務原市那加栄町 1 0583(82)0013 

マルミ薬局 各務原店 504-0815 各務原市蘇原東栄町 2-100-2 058(213)6722 

みずほ薬局 504-0831 各務原市蘇原瑞穂町 3-76-2 058(371)8880 

みなみ薬局 509-0125 各務原市鵜沼南町 2-127-1 058(322)4075 

メイプル調剤薬局 504-0804 各務原市蘇原新生町 2-47-2 058(260)9191 

薬局ウヌマドラッグ 509-0132 各務原市鵜沼西町 2-165 0583(85)1658 

柳ヶ瀬薬局支店 504-0912 各務原市那加桜町 1-115-2 0583(82)4814 

ユタカ薬局各務原市役所前 504-0907 各務原市那加住吉町 1-2-1 058(375)4020 

アラフカ薬局 501-2259 山県市岩佐 761 0581(52)1116 

香於里薬局 501-2105 山県市高富 1190-1 0581(23)1365 

しょうなん調剤薬局 山県店 501-2104 山県市東深瀬 175-1 0581(22)6705 

たかとみ薬局 501-2105 山県市高富 927-2 0581(23)0050 

たんぽぽ薬局 高富店 501-2105 山県市高富 1260-4 0581(23)0201 

ハラタ健康堂薬局 501-2104 山県市東深瀬戸羽 10-5 0581(22)2523 

ピノキオ薬局 美山店 501-2259 山県市岩佐高屋前 828-1 0581(51)1037 

日の出薬局 501-2105 山県市高富 1527-3 0581(27)3235 

ふかせ調剤薬局 501-2104 山県市東深瀬 664-6 0581(23)0355 

ペンギン薬局 501-2105 山県市高富字杉森 2118-1 0581(23)0323 

薬局はーばす高富店 501-2105 山県市高富 1257-2 0581(22)6780 

ライン調剤薬局 高富店 501-2105 山県市高富 2451-6 0581(27)0382 

あい調剤薬局／ほづみ 501-0222 瑞穂市別府 790-1 058(326)6731 

アイランド薬局 穂積店 501-0234 瑞穂市牛牧 816-5 058(329)4189 

コスモス薬局 みずほ店 501-0236 瑞穂市本田 556-1-1 058(326)1555 

さくら調剤薬局 501-0221 瑞穂市只越 907-3 058(213)0190 

スギ薬局 穂積店 501-0224 瑞穂市稲里中通 681 058(329)4030 

太平調剤薬局 緑町店 501-0236 瑞穂市本田 1018-1 058(329)4332 

たなせ調剤薬局 501-0307 瑞穂市唐栗 275-3 058(328)7377 

たんぽぽ薬局 ほづみ駅前店 501-0222 瑞穂市別府字堤内三ﾉ町 995 058(326)1361 

ハーズみずほ調剤薬局 501-0222 瑞穂市別府 230-1 058(326)1606 

パール調剤薬局 みずほ店 501-0236 瑞穂市本田 165-2 058(325)0510 

ファースト調剤薬局みずほ店 501-0235 瑞穂市十九条 247-1 058(326)9901 

ファイン調剤薬局 みずほ局 501-0202 瑞穂市馬場前畑町 3-41 058(329)4488 
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ほづみ薬局 501-0222 瑞穂市別府 408-3 058(326)3305 

ホンデン本巣薬局 501-0236 瑞穂市本田字三ﾉ改田 1045-4 058(327)5627 

ミズホ調剤薬局 501-0322 瑞穂市古橋 1073-2 058(328)6581 

瑞穂マイ調剤薬局 501-0205 瑞穂市馬場小城町 1-84 058(329)3751 

みずほ薬局 501-0222 瑞穂市別府堤内三の町 724-1 058(327)0832 

本巣薬局中央調剤 501-0203 瑞穂市馬場上光町 1-101 058(329)4026 

れんげ薬局 501-0311 瑞穂市重里字高瀬 2001 058(328)1189 

真正調剤薬局 501-0466 本巣市下真桑 544-2 058(320)0072 

寺島調剤薬局 糸貫店 501-0407 本巣市仏生寺字村東 13-3 058(323)7103 

ドラッグストアーＨ２Ｏ タカダ薬局 糸貫店  501-0406 本巣市三橋糸貫川通 1101 058(323)2045 

みやび調剤薬局 501-0406 本巣市三橋 3-91-1 058(216)8630 

本巣調剤薬局 501-1205 本巣市曽井中島字宮前 1017-4 0581(34)8009 

ユタカ調剤薬局 真正 501-0465 本巣市軽海 496 058(323)7182 

アオイ薬局 三宅店 501-6002 羽島郡岐南町三宅 1-174 058(240)3321 

クオールぎなん薬局 501-6004 羽島郡岐南町野中 3-211 058(249)5135 

クルーズ薬局岐南店 501-6011 羽島郡岐南町八剣北 4-88 058(249)3070 

スギ薬局 岐南店 501-6012 羽島郡岐南町八剣 2-36 058(249)6011 

ファミリー薬局 のなか店 501-6004 羽島郡岐南町野中 3-34-4 058(259)4116 

有限会社 フジツカ薬局 501-6012 羽島郡岐南町八剣 1-22 058(247)2247 

アオイ薬局 笠松店 501-6062 羽島郡笠松町田代字天神 255-1 058(218)2313 

アカツカ薬局 501-6062 羽島郡笠松町田代 446-1 058(387)0288 

あすか薬局 501-6062 羽島郡笠松町田代若宮 1098-1 058(388)7233 

エース薬局 501-6076 羽島郡笠松町門前町 62 058(388)8600 

笠松こすもす薬局 501-6062 羽島郡笠松町田代天神 321 058(387)8004 

コメノ薬局 501-6031 羽島郡笠松町米野 241-1 058(387)1891 

シトラス薬局 笠松店 501-6088 羽島郡笠松町美笠通 3-22-4 058(387)7900 

合名会社 だるまや薬局 501-6051 羽島郡笠松町上本町 80 058(387)2311 

たんぽぽ薬局 笠松店 501-6062 羽島郡笠松町田代 251-5 058(387)7571 

つくし調剤薬局 501-6062 羽島郡笠松町田代 190-3 058(218)4130 

日本調剤笠松薬局 501-6062 羽島郡笠松町田代 215-3 058(218)4093 

有限会社 羽島調剤薬局 501-6035 羽島郡笠松町円城寺 966 058(388)0938 

平成調剤薬局 はーと笠松店 501-6064 羽島郡笠松町北及 1672-1 058(388)7118 

宮川薬局 501-6041 羽島郡笠松町奈良町 116 058(387)1677 

ルーン調剤薬局 501-6062 羽島郡笠松町田代天神 247-1 058(388)1246 

わかば薬局 笠松店 501-6062 羽島郡笠松町田代字天神 254-2 058(388)2701 

ワルツ薬局 501-6081 羽島郡笠松町東陽町 11-1 058(260)9383 

アルファ調剤薬局 501-0446 本巣郡北方町柱本字小栗分 595-1 058(320)4334 

コスモ調剤薬局 北方店 501-0425 本巣郡北方町加茂字野田 474-1 058(320)1677 

さかえ調剤薬局 501-0425 本巣郡北方町加茂 308-124 058(320)2210 

株式会社 髙田薬局 501-0431 本巣郡北方町北方 1506 058(324)0101 

たかや調剤薬局 501-0454 本巣郡北方町高屋白木 2-60 058(323)7122 

なの花薬局北方店 501-0446 本巣郡北方町柱本 1-197-2 058(323)1131 

はら調剤薬局 501-0445 本巣郡北方町柱本南 2-160-2 058(320)4137 
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岐
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ピノキオ薬局 北方店 501-0431 本巣郡北方町北方 1752-4 058(322)3002 

ホップ芝原薬局 501-0423 本巣郡北方町芝原東町 3-52-2 058(320)5115 

森薬局グリーンロード店 501-0434 本巣郡北方町小柳 1-117 058(323)4567 

ライン調剤薬局 高屋店 501-0455 本巣郡北方町高屋伊勢田 2-107-2 058(322)7181 

西

濃 

アイセイ薬局 大垣清水店 503-0883 大垣市清水町 28-1 ﾏﾝｼｮﾝｼｬﾛｰ F1階 0584(83)1180 

アイセイ薬局 大垣南店 503-0854 大垣市築捨町 5-69-1 0584(87)2385 

アピア薬局 大垣店 503-0024 大垣市宿地町堀割 944-1 0584(83)1510 

アピタ大垣薬局 503-8570 大垣市林町 6-80-21 0584(83)1616 

いちご薬局 503-0955 大垣市友江 2-128 0584(88)0633 

イナバ薬局 503-2225 大垣市稲葉西 1-60 0584(91)2252 

駅前薬局 503-0901 大垣市高屋町 1-15 0584(78)3989 

おおい調剤薬局 503-0836 大垣市大井 2-46 0584(81)8150 

大垣北調剤薬局 503-0014 大垣市領家町 2-741-1 0584(77)5270 

株式会社 大橋薬局 503-0887 大垣市郭町 1-35 0584(81)6197 

おおはし薬局 旭町店 503-0824 大垣市旭町 8-11 0584(78)6518 

漢方の喜望堂薬局 503-0888 大垣市丸の内 1-31 0584(75)0535 

合資会社 キク薬局 503-0886 大垣市郭町東 2-85 0584(78)2524 

金の鈴薬局 503-0997 大垣市長松町字小柳 1262-3 0584(93)3385 

国枝薬局 503-0955 大垣市友江 1-15 0584(89)2831 

くれよん薬局 503-0019 大垣市北方町 4-100-1 0584(83)8302 

ケンコー薬局 503-0008 大垣市楽田町 1-33 0584(81)6223 

ケンコー薬局 はやし町店 503-0015 大垣市林町 10-72-3 0584(77)6315 

こころ調剤薬局 大垣店 503-0803 大垣市小野 3-93-4 0584(73)2811 

コスモス薬局 大垣店 503-0852 大垣市禾森町 5-50 0584(83)1144 

子安薬局 503-0805 大垣市鶴見町 115 0584(74)7731 

崎山薬局 503-0887 大垣市郭町 1-62 0584(78)3304 

さつき薬局 503-0858 大垣市世安町 2-68-3 0584(82)3353 

サニー調剤薬局 503-0035 大垣市荒尾玉池 1-47 0584(93)3517 

サン薬局 豊臣店 503-0102 大垣市墨俣町墨俣 812-1 0584(61)0033 

三和薬局 503-0856 大垣市新田町 3-1246-2 0584(89)1885 

シノダ薬局 大垣店 503-0801 大垣市和合新町 1-78-3 0584(77)4447 

しまざと調剤薬局 503-0935 大垣市島里 1-162 0584(87)2070 

杉﨑薬局 503-2213 大垣市赤坂町 4021 0584(71)0274 

スギ薬局 荒川店 503-0993 大垣市荒川町字森元 417-1 0584(93)3285 

スギ薬局 中野店 503-0022 大垣市中野町 3-4 0584(83)1420 

すずの木薬局 503-0981 大垣市桧町 895-3 0584(93)3520 

セイコー堂薬局 503-0986 大垣市中曽根町 5 0584(91)2340 

タナカ薬局 503-0813 大垣市三本木 2-4 0584(73)3113 

中日調剤薬局 大垣店 503-0015 大垣市林町 8-85-4 0584(83)7783 

中日調剤薬局 寺内店 503-0865 大垣市寺内町 3-62-4 0584(77)5280 

中部薬品 大垣中央薬店 503-0015 大垣市林町 7丁目字藪下 664 0584(77)3108 

寺内高橋薬局 503-0865 大垣市寺内町 3-4 0584(78)3915 

ともえ薬局 503-0955 大垣市友江 2-99-2 0584(87)1315 
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西
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ハーズ大垣調剤薬局笠木店 503-0023 大垣市笠木町 651-3 0584(91)0211 

ハーモニー調剤薬局 503-0805 大垣市鶴見町 722-5 0584(77)3113 

ハーモニー調剤薬局桐ケ崎店 503-0904 大垣市桐ｹ崎町 44 0584(75)6056 

ピノキオ薬局 大垣店 503-0015 大垣市林町 4-64-1清水ﾋﾞﾙ 1F 0584(83)8183 

ひるい調剤薬局 503-2221 大垣市青墓町 1-133-1 0584(91)5655 

ヒロセ薬局 503-0864 大垣市南頬町 4-155 0584(78)3812 

藤井薬局 503-0983 大垣市静里町 289 0584(91)6695 

藤江調剤薬局 503-0893 大垣市藤江町 2-118 新光ﾋﾞﾙ 0584(78)6666 

双葉薬局 503-0862 大垣市二葉町 1-10-1 0584(81)4536 

本町薬局 503-0885 大垣市本町 2-15 0584(78)4588 

マイ調剤薬局 大垣店 503-0856 大垣市新田町 2-20-1 0584(87)0593 

有限会社 三笠堂薬局 503-0015 大垣市林町 2-22 0584(78)2341 

メグミ薬局 503-0015 大垣市林町 5-9 0584(83)3531 

薬局ふるーる 503-0835 大垣市東前 3-4-2 0584(74)4500 

ユタカ調剤薬局 新田 503-0856 大垣市新田町 1-12 0584(87)0303 

ユタカ調剤薬局 禾森 503-0852 大垣市禾森町 4-23 0584(77)3313 

ユタカ薬局大垣旭町 503-0824 大垣市旭町 2-2 0584(83)7650 

ライン調剤薬局 大井店 503-0836 大垣市大井 2-44-5 0584(47)9337 

ラブダイイチ大垣薬局 503-0904 大垣市桐ｹ崎町 58 ﾓｱﾋﾞﾙ 1階 0584(47)7033 

ラブダイイチ東薬局 503-0802 大垣市東町 2-1-1 0584(77)6001 

いしづ薬局 503-0532 海津市南濃町太田字南条 6523 0584(59)0220 

クオール薬局 ようなん店 503-0401 海津市南濃町津屋 1491-4 0584(58)3089 

さくら薬局 海津店 503-0628 海津市海津町福江 656-1 0584(54)0212 

じゃいけ薬局 503-0306 海津市平田町蛇池字屋敷中 145-2 0584(66)3950  

スギ薬局 海津店 503-0652 海津市海津町馬目西方 356-1 0584(52)2071 

株式会社中部メディカルサービス イマオ調剤薬局  503-0321 海津市平田町今尾 799-6 0584(66)4300 

ないき調剤薬局 503-0641 海津市海津町内記 207-3 0584(53)2700 

なんのう調剤薬局 503-0532 海津市南濃町太田 266-6 0584(59)1122 

ハロー薬局 海津店 503-0652 海津市海津町馬目 61-1 0584(52)1091 

イシイ薬局 養老店 503-1316 養老郡養老町押越字北河原 670-1 0584(32)5203 

イノウエ漢方薬局 503-1316 養老郡養老町押越 519-4 0584(34)2289 

輝望薬局 押越店 503-1316 養老郡養老町押越 1241-1 0584(32)3890 

サンファーマシー養老薬局 503-1316 養老郡養老町押越 544-2 0584(32)4885 

ユタカ調剤薬局 広幡 503-1324 養老郡養老町大跡 536 0584(33)0115 

ユタカ調剤薬局 養老 503-1316 養老郡養老町押越村前 1237-4 0584(34)3335 

瑠璃光薬局 503-1382 養老郡養老町船附 1343 0584(36)1077 

スギ薬局 垂井店 503-2100 不破郡垂井町追分 2286-1 0584(24)0664 

スミダ薬局 503-2123 不破郡垂井町栗原 673-1 0584(22)0610 

スミダ薬局 綾戸支店 503-2112 不破郡垂井町綾戸 918-1 0584(23)4109 

たんぽぽ薬局 垂井店 503-2121 不破郡垂井町 2210-45 0584(23)4701 

ハーモニー調剤薬局宮代店 503-2124 不破郡垂井町宮代 1674-1 0584(22)2511 

ヒグチ薬局 503-2122 不破郡垂井町表佐 516-1 0584(22)0930 

ひばり薬局 503-2100 不破郡垂井町杢録 2210-45 0584(23)3069 
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西
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ひばり薬局 東神田店 503-2125 不破郡垂井町東神田 2-23-2 0584(24)2223 

イシイ薬局 関ケ原店 503-1512 不破郡関ｹ原町大字関ｹ原 3107-13 0584(43)3080 

三輪薬局 小池店 503-1500 不破郡関ｹ原町 977-8 0584(43)1659 

ごうど調剤薬局 503-2305 安八郡神戸町大字神戸 167 0584(27)1820 

丸善薬局 503-2305 安八郡神戸町神戸 119-10 0584(27)2040 

金の鈴薬局 安八店 503-0112 安八郡安八町東結 1520-1 0584(61)1311 

トーカイ薬局 安八店 503-0115 安八郡安八町南今ｹ渕字中筋 429-2 0584(64)6906 

豊田薬局 安八店 503-0115 安八郡安八町南今ヶ渕 480-1 0584(64)4028 

アイセイ薬局 揖斐川店 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 105 0585(21)0171 

有限会社 石原薬局 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 679 0585(22)0129 

粕川調剤薬局 501-0625 揖斐郡揖斐川町黒田字松生 461-2 0585(22)6464 

こころ調剤薬局 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 2519-2 0585(21)1189 

コスモス薬局 揖斐店 501-0618 揖斐郡揖斐川町上ﾐ野野々宮 73-13 0585(21)3255 

サンセイ調剤薬局 揖斐病院前店 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 2520 0585(22)5980 

サン調剤薬局 脛永店 501-0622 揖斐郡揖斐川町脛永 2575-2 0585(22)5455 

清水調剤薬局 501-0615 揖斐郡揖斐川町清水 1672-1 0585(22)1338 

谷汲調剤薬局 501-1314 揖斐郡揖斐川町谷汲名礼 252-2 0585(55)2193 

たんぽぽ薬局 揖斐店 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 2590-3 0585(21)5021 

日本調剤 三輪薬局 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪字中新田 2438-2 0585(23)0847 

ピノキオ薬局 三町店 501-0614 揖斐郡揖斐川町長良字上新田 657 0585(22)6707 

ピノキオ薬局 三輪店 501-0618 揖斐郡揖斐川町大字上ﾐ野字野々宮 73-37  0585(21)0229 

みのや萩薬局 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪 629-2 0585(22)0223 

オオノ調剤薬局 501-0521 揖斐郡大野町大字黒野字十一番地 646-21  0585(34)3663 

オオノ調剤薬局北店 501-0513 揖斐郡大野町大野 977 0585(52)9081 

ピノキオ薬局 揖斐店 501-0565 揖斐郡大野町中之元 1114-1 0585(34)3810 

ピノキオ薬局 大野店 501-0553 揖斐郡大野町大字南方字二度桜 190 0585(32)4450 

池田薬局 503-2426 揖斐郡池田町八幡 1729-1 0585(45)7300 

いび薬局 503-2426 揖斐郡池田町八幡字神明ﾉ木 2695-2 0585(44)3872 

竹中カズミ薬局 503-2424 揖斐郡池田町池野 439 0585(45)2374 

ピノキオ薬局 池田店 503-2424 揖斐郡池田町池野字深池道上 7-6 0585(45)0801 

ヤナセ薬局 503-2425 揖斐郡池田町六之井 1473-5 0585(45)2224 

よしと調剤薬局 503-2426 揖斐郡池田町八幡字市之坪 19-2 0585(52)9915 

中

濃 

あいらんど調剤薬局本店 501-3846 関市住吉町 25-2 0575(21)0617 

アロマ島薬局 501-3803 関市西本郷通 1-2-3 0575(22)0916 

稲口薬局 501-3932 関市稲口字柳洞 773-1 0575(21)0690 

井上薬局 501-3266 関市小瀬南 2-7-1 0575(22)1005 

いもじや薬局 501-3914 関市鋳物師屋 6-155 0575(25)0222 

いるか調剤薬局 501-3245 関市北福野町 1-1-10 0575(22)1999 

株式会社 ウラタ薬局 501-3914 関市鋳物師屋 3-2-7 0575(24)0016 

株式会社 ウラタ薬局 仲町店 501-3817 関市仲町 121-3 0575(46)8256 

株式会社 ウラタ薬局 西本郷店 501-3803 関市西本郷通 6-5-25 0575(23)8648 

オゼ薬局 501-3265 関市小瀬 2034-2 0575(23)1362 

有限会社 恩田 橋本屋薬局 501-2607 関市武芸川町宇多院 1261-2 0575(46)2001 



 

238 

 

中

濃 

きぢや薬局 501-3886 関市本町 1-8 0575(22)5649 

コモリ薬局 501-3834 関市大門町 2-26-1 0575(22)0030 

しいのみ薬局 501-3947 関市上白金字宮東 105-1 0575(27)0130 

神明調剤薬局 501-3908 関市寿町 1-1-20 0575(24)6617 

スギ薬局 関店 501-3936 関市倉知字祭場下 423 0575(25)6220 

すこやか漢方調剤薬局 501-3944 関市山田 823-2 0575(28)7018 

スマイル薬局 関店 501-3803 関市西本郷通 6-7-44 0575(21)7280 

たんぽぽ薬局 関店 501-3200 関市西本郷字笹島 130-1 0575(21)6131 

中日調剤薬局 関店 501-3812 関市東本郷名無木 177-4 0575(21)6145 

中部薬品 関中央薬局 501-3237 関市緑町 2-1-10 0575(21)5588 

中部薬品 中濃厚生病院前薬局 501-3803 関市西本郷 131-1 0575(25)6090 

調剤薬局Ｇ・Ｐファルマ武芸川店 501-2604 関市武芸川町高野 585 0575(46)3900 

調剤薬局ついきファーマシー 501-3227 関市北仙房 36 0575(23)7833 

中津屋薬局 501-3817 関市仲町 14-8 0575(22)0257 

ニコニコ調剤薬局 501-3803 関市西本郷字笹島 128-1 0575(22)5550 

有限会社 丹羽薬局 501-3253 関市栄町 1-3-1 0575(22)0728 

ピノキオ薬局 関店 501-3812 関市大字東本郷字名無木 176 0575(25)1526 

ファースト調剤薬局 関店 501-3247 関市池田町 91 0575(24)9033 

ふうせん薬局 関店 501-3919 関市平成通 1-3-28 ｻﾝﾗｲｽﾞ 21 0575(21)5512 

平成調剤薬局 小瀬店 501-3265 関市小瀬字河戸前 557-2 0575(22)6886 

ホソノ薬局 501-3842 関市出来町 13-3 0575(21)0680 

ホソノ薬局／せき南調剤 501-3905 関市神明町 3-6-17 0575(21)6255 

松前屋調剤薬局 501-3886 関市本町 5-15-4 0575(46)8125 

みどり調剤薬局 501-3236 関市辻井戸町 1-56 0575(24)7521 

山本薬局 501-3842 関市出来町 22 0575(22)0137 

ライン調剤薬局 倉知店 501-3936 関市倉知 830 0575(46)8070 

アイン薬局 美濃店 501-3746 美濃市中央 4-3-16 0575(31)1620 

いずみ調剤薬局 501-3763 美濃市極楽寺 5-4 0575(29)6220 

うだつ薬局 501-3729 美濃市 1877-6 0575(31)1067 

小林薬局 501-3732 美濃市 2932-10 0575(33)3124 

だん調剤薬局 501-3744 美濃市段 118-1 0575(35)3411 

有限会社 手嶋薬局 501-3701 美濃市 1977 0575(33)0164 

ハーズ美濃調剤薬局 501-3746 美濃市中央 4-3-17 0575(33)2211 

みの調剤薬局 501-3756 美濃市生櫛 88-67 0575(33)2323 

あいかわ薬局 505-0035 美濃加茂市大手町 2-20 0574(23)2010 

アイリス調剤薬局 505-0005 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 4482-2 0574(28)0351 

あじさい薬局 505-0042 美濃加茂市太田本町 2-6-9 0574(24)0668 

いるか調剤薬局 下米田店 505-0015 美濃加茂市下米田町今 133-3 0574(24)5115 

大手町薬局 505-0035 美濃加茂市大手町 2-30 0574(25)5441 

かえで調剤薬局 505-0043 美濃加茂市深田町 3-34-1 0574(24)1166 

看寿堂薬局 505-0046 美濃加茂市西町 7-297-1 0574(25)7246 

きりん薬局 505-0041 美濃加茂市太田町 2819-5 0574(23)2080 

クオールみどり薬局 505-0004 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3555-60 0574(24)5070 
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クオール薬局 加茂店 505-0034 美濃加茂市古井町下古井 269 0574(23)1225 

クオール薬局 美濃店 505-0034 美濃加茂市古井町下古井 2558-13 0574(23)1230 

クオール薬局 美濃加茂西店 505-0046 美濃加茂市西町 1-278-6 0574(24)7289 

ジップドラッグ下米田薬局 505-0017 美濃加茂市下米田町小山 1044 0574(23)2087 

シンコー薬局 美濃太田店 505-0041 美濃加茂市太田町 4296 0574(66)4545 

シンコー薬局 みのかも店 505-0027 美濃加茂市本郷町 7-134-4 0574(23)1507 

スマイル薬局 田島店 505-0032 美濃加茂市田島町 4-8-7 0574(23)1071 

大丸薬局 505-0053 美濃加茂市加茂野町木野 468-28 0574(25)0070 

トーカイ薬局 美濃加茂店 505-0034 美濃加茂市古井町下古井字塚原 2558-11  0574(27)7530 

ドレミ調剤薬局 505-0034 美濃加茂市古井町下古井字石塚 2979-8 0574(27)5605 

はちや薬局 505-0007 美濃加茂市蜂屋町下蜂屋 1632-8 0574(27)4911 

ひがし調剤薬局 505-0027 美濃加茂市本郷町 9-18-47 0574(24)5858 

ひまわり調剤薬局 505-0056 美濃加茂市加茂野町市橋字北里 1069-2 0574(55)1070 

フジサワ薬局 505-0041 美濃加茂市太田町 1757-1 0574(25)0155 

フジサワ薬局 北町調剤センター 505-0041 美濃加茂市太田町字小見殿 1882-7 0574(27)6520 

フジサワ薬局 中町調剤センター 505-0041 美濃加茂市太田町字蔵の内 2824-2 0574(24)1170 

ほほえみ薬局 505-0041 美濃加茂市太田町 3438-2 0574(49)9002 

みつば薬局 505-0032 美濃加茂市田島町 2-26 0574(24)7160 

ユタカ調剤薬局 山手 505-0037 美濃加茂市前平町 1-100-3 0574(24)0568 

あおい調剤薬局 509-0222 可児市羽崎 245-4 0574(49)9925 

エース薬局 広見店 509-0214 可児市広見光山前 847-10 0574(60)5407 

可児薬局 509-0203 可児市下恵土 4112 0574(62)5638 

可茂調剤薬局 509-0206 可児市土田 1356-7杉山ﾋﾞﾙ 102 0574(24)0755 

貴船薬局 坂戸店 509-0241 可児市坂戸 818 0574(61)4706 

貴船薬局 下恵土店 509-0203 可児市下恵土字野林 4028-3 0574(63)1430 

クローバー薬局 509-0202 可児市中恵土 2359-637 0574(60)0968 

コーヨー調剤薬局 可児店 509-0207 可児市今渡字鳴子 2394-3 0574(60)3077 

さつき調剤薬局 509-0251 可児市塩 918-13 0574(69)1011 

シンコー薬局 509-0262 可児市菅刈字乗定 839-5 0574(65)1150 

シンコー薬局 可児店 509-0214 可児市広見 1562-1 0574(61)1154 

シンコー薬局 土田店 509-0206 可児市土田 1356-7杉山ﾋﾞﾙ 103号 0574(24)0822 

スギ薬局 可児店 509-0203 可児市下恵土字針田 4135 0574(60)5505 

すみれ調剤薬局 509-0203 可児市下恵土 5500-1 0574(62)8508 

有限会社ダイケイ薬局 広見店 509-0214 可児市広見 1-23 0574(61)3630 

タグチ薬局 509-0207 可児市今渡 288-1 0574(25)2469 

たんぽぽ薬局 可児店 509-0206 可児市土田北割田 1356-6 0574(24)3665 

中部薬品 かたびら薬局 509-0266 可児市帷子新町 2-81 0574(65)0051 

中部薬品 可児薬局 509-0206 可児市土田 1356-33 0574(24)0805 

株式会社 早川寿伸堂薬局 509-0214 可児市広見 848-11 0574(62)0026 

ピノキオ薬局 可児店 509-0202 可児市中恵土字東欠 1307-1 0574(61)5320 

ヒロミ薬局 あおき店 509-0245 可児市下切 3811-1 0574(42)8643 

ヒロミ薬局 広見店 509-0214 可児市広見 1562-1 0574(60)1382 

フジサワ薬局 下恵土調剤センター 509-0203 可児市下恵土字南林 3440-681 0574(61)3535 



 

240 

 

中

濃 

有限会社 まみや調剤薬局 509-0214 可児市広見字光山前 847-10 0574(63)5577  

めいてつ調剤薬局 可児川店 509-0206 可児市土田字北割田 1356-2 0574(24)2132 

薬局サングリーン 可児店 509-0214 可児市広見 4-28 0574(63)1700 

山本薬局 桜ヶ丘店 509-0235 可児市桜ｹ丘 6-74 0574(64)3561 

有限会社 ワコウ薬局 509-0257 可児市長坂 1-57 0574(65)1007 

ワコウ薬局 広見店 509-0214 可児市広見字落田 2439-1 0574(63)5350 

アポロン薬局 501-4221 郡上市八幡町小野 6-5-4 0575(67)1280 

アポロン薬局 五町店 501-4234 郡上市八幡町五町 3-15-17 0575(67)2240 

アポロン薬局 和良支店 501-4517 郡上市和良町沢字寺前 868-1 0575(77)3203 

有限会社 石丸薬局 501-4222 郡上市八幡町島谷 745 0575(65)2218 

石丸薬局 小野Ａコープ店 501-4221 郡上市八幡町小野 6-5-18 0575(65)6675 

カキヤ薬局 501-4517 郡上市和良町沢 1022-1-1 0575(77)2022 

かとう薬局 501-4221 郡上市八幡町小野 2-11 0575(65)6799 

郡上薬局 501-4225 郡上市八幡町大正町 56 0575(66)2237 

こころ調剤薬局 郡上八幡店 501-4223 郡上市八幡町稲成 301-13 0575(67)2050 

白鳥薬局 501-5121 郡上市白鳥町白鳥 144-11 0575(82)2070 

セガミ薬局 501-5121 郡上市白鳥町白鳥北条河原 1179-13 0575(82)4966 

たかだや調剤薬局 501-5121 郡上市白鳥町白鳥 20-1 0575(82)4470 

たかだや薬局 白鳥病院前店 501-5122 郡上市白鳥町為真 1199-6 0575(82)5806 

たんぽぽ薬局 郡上店 501-4222 郡上市八幡町島谷 1265-1 0575(66)1181 

たんぽぽ薬局 八幡桜町店 501-4228 郡上市八幡町桜町 330 0575(65)6931 

中部薬品 郡上市民病院前薬局 501-4222 郡上市八幡町島谷字古川 1522-1 0575(66)1065 

名古屋薬局 501-4222 郡上市八幡町島谷 1447 0575(67)1551 

八幡薬局 501-4222 郡上市八幡町島谷 1311-24 0575(65)3235 

ピノキオ薬局 白鳥店 501-5121 郡上市白鳥町白鳥字熊会津 21-19 0575(83)0156 

ピノキオ薬局 為真店 501-5122 郡上市白鳥町為真 1201 0575(83)0350 

ピノキオ薬局 大和店 501-4612 郡上市大和町剣字川添 88-3 0575(88)4433 

ファースト調剤薬局 郡上八幡店  501-4211 郡上市八幡町中坪 1-8-3 0575(65)668 

古田調剤薬局 501-4106 郡上市美並町白山 783-1 0575(79)9080 

古田薬局 501-4106 郡上市美並町白山 1841-1 0575(79)2029 

前野屋 山岡薬局 501-4216 郡上市八幡町本町 856 0575(65)2323 

山田薬局 501-5121 郡上市白鳥町白鳥五反田 123-2 0575(82)2285 

ユタカ調剤薬局五町 501-4234 郡上市八幡町五町 3-1-24 0575(66)0270 

さくら調剤薬局 509-0306 加茂郡川辺町下川辺 475-1 0574(52)1035 

ファーマライズ薬局川辺町店 509-0305 加茂郡川辺町西栃井 1232-2 0574(52)0058 

美加登調剤薬局 509-0303 加茂郡川辺町石神 257-3 0574(52)0077 

有限会社 若井薬局 509-0304 加茂郡川辺町中川辺 55 0574(53)2031 

アオイ薬局 七宗店 509-0401 加茂郡七宗町上麻生字渡合 2161-1 0574(48)2700 

アトム調剤薬局 黒瀬店 505-0301 加茂郡八百津町八百津 3913-14 0574(43)3661 

好生堂薬局 505-0301 加茂郡八百津町八百津 3888-5 0574(43)0034 

中部薬品 八百津薬局 505-0305 加茂郡八百津町和知 1032-52 0574(43)8066 

コスモス調剤薬局 509-1112 加茂郡白川町赤河 1063-1 05747(3)3007 

ハロー薬局 白川店 509-1106 加茂郡白川町坂ﾉ東字御堂前 5779-1 0574(79)1031 
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かざはな薬局 509-1302 加茂郡東白川村神土 691 0574(78)0030 

アイセイ薬局 みたけ店 505-0121 可児郡御嵩町中 2410 0574(67)8201 

きらら調剤薬局 505-0126 可児郡御嵩町上恵土 1151-5 0574(68)0070 

コーヨー調剤薬局 505-0121 可児郡御嵩町中 2348-8 0574(68)1037 

東

濃 

アイセイ薬局 金岡店 507-0016 多治見市金岡町 1-74-1 0572(21)1130 

アイセイ薬局 滝呂店 507-0813 多治見市滝呂町 12-148-851 0572(45)3787 

アサイ薬局 507-0847 多治見市小路町 11 0572(22)6453 

あさひ薬局 507-0042 多治見市前畑町 5-11-4 0572(21)2350 

安藤薬局 507-0038 多治見市白山町 5-9 0572(22)0489 

伊佐地薬局 507-0031 多治見市精華町 29-2 0572(22)6005 

イトウ薬局 507-0033 多治見市本町 4-1 0572(22)0312 

おりべ調剤薬局 507-0041 多治見市太平町 1-13-1 0572(28)3311 

加藤薬局 507-0814 多治見市市之倉町 2-186 0572(22)3866 

キクヤ薬局 507-0042 多治見市前畑町 3-76-5 0572(23)8288 

貴船薬局 広小路店 507-0833 多治見市広小路 2-12 0572(26)8519 

貴船薬局 幸店 507-0077 多治見市幸町 7-28-15 0572(20)1520 

ささゆり薬局 大畑店 507-0817 多治見市大畑町大洞 21-5 0572(21)6162 

ささゆり薬局 宝町店 507-0054 多治見市宝町 2-32-1 0572(21)5959 

ささゆり薬局 多治見店 507-0054 多治見市宝町 8-61 0572(28)3737 

ささゆり薬局 松坂店 507-0063 多治見市松坂町 1-1-5 0572(29)5959 

サンエイ薬局 507-0035 多治見市栄町 2-29 0572(23)7847 

ジェーシーエス調剤薬局 幸店 507-0077 多治見市幸町 8-58-3 0572(27)1912 

しなの薬局 507-0042 多治見市前畑町 4-134 0572(23)1045 

シモダ薬局 507-0054 多治見市宝町 3-32-1 0572(21)5775 

シモダ薬局 平和店 507-0827 多治見市平和町 7-76 0572(25)8172 

承山藤澤薬局 507-0022 多治見市上山町 1-175 0572(21)0027 

末広薬局 507-0838 多治見市末広町 74 0572(22)1066 

スギ薬局 多治見店 507-0015 多治見市住吉町 1-1-1 0572(21)3916 

スギ薬局 多治見南店 507-0828 多治見市三笠町 1-8-1 0572(21)0071 

スギヤマ調剤薬局多治見店 507-0042 多治見市前畑町 5-85-2 0572(24)6934 

スギヤマ薬局 滝呂店 507-0813 多治見市滝呂町 6-127 0572(21)3271 

すずらん調剤薬局 507-0072 多治見市明和町 5-57-7 0572(29)3393 

有限会社 大氣 太平調剤薬局 507-0041 多治見市太平町 6-36 0572(23)7272 

大樹みどり薬局 507-0042 多治見市前畑町 5-85-3 0572(21)2855 

太平調剤薬局 泉乃店 507-0073 多治見市小泉町 8-129-1 0572(20)2271 

たから調剤薬局 507-0054 多治見市宝町 10-17-1 0572(24)8060 

タジミ薬局 507-0833 多治見市広小路 2-38 0572(22)0018 

たんぽぽ薬局 多治見中央店 507-0042 多治見市前畑町 5-108 0572(24)7351 

中部薬品 多治見旭ヶ丘薬局 507-0007 多治見市小名田町西ｹ洞 1-325 0572(21)2036 

中部薬品 多治見インター薬局 507-0053 多治見市若松町 2-48 0572(21)5660 

中部薬品 多治見中央薬局 507-0042 多治見市前畑町 3-33-1 0572(21)3422 

調剤薬局 大樹 507-0041 多治見市太平町 3-6 0572(21)1408 

トーカイ薬局 多治見駅前店 507-0038 多治見市白山町 1-77-19 0572(24)7696 
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トーカイ薬局 多治見北店 507-0023 多治見市小田町 5-26-1 0572(24)4925 

トーカイ薬局 多治見クリスタルプラザ店  507-0033 多治見市本町 3-101-1ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗｻﾞ多治見 3F  0572(24)6770 

トーカイ薬局 多治見中央店 507-0007 多治見市小名田町西ｹ洞 19-5 0572(24)4171 

トーカイ薬局 多治見店 507-0072 多治見市明和町 6-54-2 0572(27)6883 

トーカイ薬局 多治見根本店 507-0078 多治見市高根町 2-111-1 0572(20)1215 

日本調剤多治見薬局 507-0042 多治見市前畑町 5-108-51階 0572(21)0153 

ハーズ多治見調剤薬局 豊岡店 507-0034 多治見市豊岡町 3-69 0572(21)6333 

有限会社 ハシモト薬局 駅前店 507-0033 多治見市本町 1-2 駅前ﾌﾟﾗｻﾞﾃﾗ内 0572(22)5835 

有限会社 ハシモト薬局 音羽店 507-0037 多治見市音羽町 1-22 0572(21)3160 

有限会社 ハシモト薬局 三笠店 507-0828 多治見市三笠町 1-18 0572(22)3538 

阪神調剤薬局 多治見店 507-0042 多治見市前畑町 5-108-5-101 0572(24)6467 

阪神調剤薬局 多治見市民店 507-0042 多治見市前畑町 2-30 0572(21)2731 

松坂薬局 507-0071 多治見市旭ｹ丘 8-29-45 0572(27)3503 

マツバラ薬局 笠原店 507-0901 多治見市笠原町 2835-1 0572(43)6121 

マツバラ薬局 宝店 507-0054 多治見市宝町 6-2 0572(25)1888 

マルミ薬局 多治見栄町店 507-0035 多治見市栄町 1-37-2 0572(21)2330 

マルワ薬局 507-0826 多治見市脇之島町 6-30-2 0572(23)6203 

めいじまち薬局 507-0841 多治見市明治町 1-57 0572(21)6680 

明和調剤薬局 507-0072 多治見市明和町 4-4-10 0572(20)0371 

メール調剤薬局 日ノ出店 507-0848 多治見市日ﾉ出町 1-40-5 0572(28)3058 

やまと調剤薬局 507-0041 多治見市太平町 4-53-2 0572(24)6407 

山中薬局 西友滝呂店 507-0813 多治見市滝呂町 12-185-1 0572(44)1995 

山中薬局 太平店 507-0041 多治見市太平町 5-29 0572(25)3811 

アイセイ薬局 駒場店 508-0011 中津川市駒場字大峡 1547-59 0573(65)1020 

アイセイ薬局 付知店 508-0351 中津川市付知町広島野 2711-1 0573(83)0037 

アイセイ薬局 ひるかわ店 509-8301 中津川市蛭川町切 2362-6 0573(45)3986 

伊藤薬局 508-0042 中津川市西宮町 2-32 0573(65)2251 

いろは薬局 508-0006 中津川市落合 986-5 0573(61)0170 

エール調剤薬局 駒場店 508-0011 中津川市駒場 1493-2 0573(65)1026 

エール調剤薬局 坂下店 509-9232 中津川市坂下 878-1 0573(70)0132 

エール調剤薬局 中津川バイパス店 508-0001 中津川市中津川 1213-8 0573(62)1030 

エール調剤薬局 宮前店 508-0031 中津川市宮前町 776-1 0573(62)2134 

小木曽薬局 508-0032 中津川市栄町 3-16 0573(65)3864 

貴船薬局 中津川店 508-0001 中津川市中津川 1010-288 0573(65)1040 

くりの木薬局 508-0101 中津川市苗木字那木 3720-1ｺ ｰ ﾎ ﾟ ガ ー デ ン 1 階゙ 0573(62)3607 

Ｚｉｐファーマシー白沢駒場薬局 508-0011 中津川市駒場字西山 1666-3741 0573(65)8808 

すみれ薬局 509-9132 中津川市茄子川字中畑 151-167 0573(68)7019 

たいと薬局 508-0351 中津川市付知町 6860-3 0573(83)1070 

合資会社 辻村薬局 508-0033 中津川市太田町 2-4-3 0573(65)2023 

トーカイ薬局 中津川市民病院前店 508-0011 中津川市駒場字西山 1666-1152 0573(65)7681 

トーカイ薬局 中津川中央店 508-0037 中津川市えびす町 3-24 0573(65)0739 

トーカイ薬局 中津川店 508-0001 中津川市中津川字一色 1563-100 0573(65)0480 

トーカイ薬局 中津川東店 508-0033 中津川市太田町 1-4-35 0573(66)9666 
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トーカイ薬局 中津川本町店 508-0041 中津川市本町 4-2-20 0573(66)8522 

トーカイ薬局 中津手賀野店 508-0015 中津川市手賀野 399-5 0573(65)6386 

ドリーム調剤薬局 苗木店 508-0101 中津川市苗木 7419-3 0573(65)6711 

ドリーム調剤薬局 野尻店 508-0203 中津川市福岡 1066-11 0573(72)5881 

中津川調剤きたの薬局 508-0001 中津川市中津川字北野 777-31 0573(62)2755 

中津川調剤薬局 508-0011 中津川市駒場字西山 1666-3774 0573(65)7030 

有限会社 中村屋薬局 508-0033 中津川市太田町 2-3-8 0573(65)2041 

はなの木薬局 509-9232 中津川市坂下 872-1 0573(70)0130 

ハロー薬局 加子母店 508-0421 中津川市加子母 5061-10 0573(79)3505 

ハロー薬局 田瀬店 508-0201 中津川市田瀬向田瀬 972-1 0573(72)5333 

ハロー薬局 付知店 508-0351 中津川市付知町本町 5806-4 0573(83)3051 

ハロー薬局 福岡中店 508-0203 中津川市福岡 943-36 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ 101 0573(72)5947 

有限会社 びぜん屋伊藤薬局 508-0032 中津川市栄町 2-17 0573(65)2742 

有限会社 まるみ薬局 508-0034 中津川市淀川町 3-8 0573(65)6171 

リス薬局 508-0011 中津川市駒場 456 0573(65)8823 

アイセイ薬局 おおくて店 509-6471 瑞浪市大湫町 113-54 0572(63)0125 

いきいき健康薬局 509-6134 瑞浪市松ｹ瀬町 1-15-2 0572(66)1772 

伊藤薬局 509-6121 瑞浪市寺河戸町 885-2 0572(68)2343 

ウノ薬局 509-6135 瑞浪市薬師町 1-41 0572(68)5107 

エール調剤薬局瑞浪店 509-6104 瑞浪市山田町 671-12 0572(26)8993 

大竹薬局 509-6472 瑞浪市釜戸町 3072 0572(63)2014 

北小田薬局 509-6115 瑞浪市北小田町 2-296-4 0572(66)1551 

キマタ薬局 509-6122 瑞浪市上平町 4-9-2 0572(68)8285 

小松屋薬局 509-6472 瑞浪市釜戸町 3205 0572(63)2033 

トーカイ薬局 瑞浪店 509-6134 瑞浪市松ｹ瀬町 2-58-2 0572(68)1502 

浪花薬品株式会社 浪花薬局 509-6121 瑞浪市寺河戸町 1107-3 0572(68)2444 

朋部仁慶堂薬局 509-6121 瑞浪市寺河戸町 1193 0572(67)1234 

朋部薬局 宮前店 509-6128 瑞浪市宮前町 2-36 0572(67)3116 

フジサワ薬局 瑞浪調剤センター 509-6112 瑞浪市北小田町 2-200 0572(66)1277 

穂並調剤薬局 509-6107 瑞浪市穂並 2-120 0572(66)2755 

メイプル薬局 509-6115 瑞浪市北小田町 2-177 0572(66)2212 

メール調剤薬局 稲津店 509-6103 瑞浪市稲津町小里字宮之下 727-4 0572(67)1060 

アイセイ薬局 明智店 509-7731 恵那市明智町 876-14 0573(54)4811 

アイセイ薬局 恵那駅前店 509-7201 恵那市大井町 174-12 0573(20)2188 

あおい薬局 509-7205 恵那市長島町中野 313-12 0573(20)0182 

うらら調剤薬局 恵那店 509-7201 恵那市大井町 381-12 0573(20)0625 

恵光薬局 509-7122 恵那市武並町竹折 49-23 0573(28)2491 

貴船薬局 桜台店 509-7204 恵那市長島町永田 334-26 0573(25)0011 

有限会社 さくら薬局 509-7205 恵那市長島町中野 615-2 0573(26)0175 

ささゆり薬局 岩村店 509-7403 恵那市岩村町 1655-7 0573(43)0070 

しょうなん調剤薬局 恵那店 509-7201 恵那市大井町字宮の前 1116-4 0573-22-9115 

すみれ薬局 東野店 509-7202 恵那市東野字浜井場 2007-2 0573(20)3188 

ダルマ薬局 509-7205 恵那市長島町中野 1216-7 0573(25)7051 
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つばめ薬局 509-7203 恵那市長島町正家 525-11 0573(20)0558 

ドリーム調剤薬局 恵那店 509-7205 恵那市長島町中野 1-1 0573(25)0333 

中神薬局 509-7201 恵那市大井町 241-1 0573(25)2708 

ほたる薬局 509-7703 恵那市明智町 109-1 0573(54)3399 

リス薬局 大井店 509-7201 恵那市大井町字神徳 1002-5 0573(20)1210 

有限会社 イズミ薬局 509-5151 土岐市泉大坪町 1-22 0572(54)9621 

岩井薬局 509-5115 土岐市肥田町肥田 2108-3 0572(54)6418 

うめのき薬局 509-5107 土岐市泉梅ﾉ木町 1-22 0572(54)0678 

コグマ薬局 509-5141 土岐市泉岩畑町 3-3こまどりﾋﾞﾙ 1階 0572(53)0230 

ゴトウ薬局 509-5132 土岐市泉町大富 220-4 0572(55)5270 

有限会社 近藤薬局 509-5141 土岐市泉岩畑町 4-12 0572(54)3828 

ささゆり薬局 土岐店 509-5112 土岐市肥田浅野笠神町 2-12 0572(53)3607 

シンエイ調剤薬局 509-5133 土岐市泉神栄町 4-3 0572(55)6282 

スギヤマ薬局 土岐店 509-5124 土岐市土岐口中町 4-78-1 0572(53)0341 

駄知薬局 509-5401 土岐市駄知町 1976-1-1 0572(59)8021 

中部薬品 南土岐薬局 509-5301 土岐市妻木町大沼 1650-2 0572(58)0315 

トーカイ薬局 土岐泉局 509-5147 土岐市泉郷町 4-23 0572(54)0059 

トーカイ薬局 土岐中央店 509-5142 土岐市泉町久尻 32-16 0572(55)0512 

トーカイ薬局 土岐店 509-5301 土岐市妻木町字大沼 1658-3 0572(57)8686 

とき調剤薬局 509-5112 土岐市肥田浅野笠神町 2-21-2 0572(54)4705 

中島薬局 509-5202 土岐市下石町 111-1 0572(57)5810 

なかまち薬局 509-5124 土岐市土岐口中町 1-74 0572(53)0390 

にしむら調剤薬局 509-5302 土岐市妻木平成町 1-20 0572(58)0230 

葉月薬局 509-5141 土岐市泉岩畑町 2-2 0572(53)2088 

日比野薬局 509-5401 土岐市駄知町 2254-3 0572(59)5146 

有限会社 ひまわり薬局 509-5132 土岐市泉町大富字平和町 265-15 0572(55)1109 

ペンギン堂薬局 509-5161 土岐市泉が丘町 1-161 0572(55)0889 

マツバラ薬局 土岐口店 509-5123 土岐市土岐口南町 4-70 0572(55)0688 

まつもと薬局 509-5117 土岐市肥田浅野朝日町 2-22 0572(54)1104 

マルミ薬局土岐駅前店 509-5142 土岐市泉町久尻579-1TOKIPASEOﾋﾞﾙ1F 0572(55)0125 

マルミ薬局土岐西本町店 509-5142 土岐市泉町久尻字西本町 11-7 0572(53)1138 

山中薬局 妻木店 509-5301 土岐市妻木町 1178-1 0572(57)6282 

やまむら薬局 509-5145 土岐市泉大沼町 3-19 0572(55)3378 

ルナ調剤薬局 509-5123 土岐市土岐口南町 4-44-1 0572(55)6415 

飛
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あおば薬局 506-0004 高山市桐生町 4-267-3 0577(36)6270 

株式会社 伊藤薬局 506-0011 高山市本町 3-6 0577(32)0419 

株式会社 伊藤薬局 桐生店 506-0004 高山市桐生町 5-339 0577(32)0419 

いとう薬局 ＫＡＴＡＮＯ 506-0824 高山市片野町 6-548 0577(36)1999 

いとう薬局 初田店 506-0008 高山市初田町 3-19-12 0577(33)0101 

内田ファマシィ薬局 506-0022 高山市西町 130 0577(34)6832 

大林調剤薬局 上切店 506-0044 高山市上切町 343-1 0577(36)3121 

大林調剤薬局 桐生店 506-0004 高山市桐生町 5-187-1 0577(36)2727 

カトウ調剤薬局 506-0054 高山市岡本町 1-114-1 0577(34)5005 
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貴船薬局 久々野店 509-3214 高山市久々野町無数河坂之下 567-1 0577(52)5035 

貴船薬局 花里店 506-0026 高山市花里町 2-58-1 0577(37)2480 

きらきら薬局 506-0005 高山市七日町 2-232-7 0577(62)9182 

グリーン薬局 久美愛病院前店 506-0044 高山市上切町 317-1 0577(34)8151 

グリーン薬局 中央店 506-0021 高山市名田町 3-86 0577(34)5701 

けやき薬局 506-0053 高山市昭和町 2-121-2 0577(34)2777 

サンタ薬局 506-0004 高山市桐生町 2-176 0577(36)0600 

有限会社 三陽薬局 506-0804 高山市長坂町 2-1 0577(34)6787 

スギ薬局 高山駅西店 506-0053 高山市昭和町 1-123-1くらやﾎｰﾑセンター 1 階 0577(36)6755 

スズキ薬局 大新町店 506-0851 高山市大新町 5-1 0577(36)1776 

スズキ薬局 高山インター店 506-0043 高山市中切町 47-1 0577(34)1776 

スズキ薬局 名田町店 506-0021 高山市名田町 3-89 0577(37)5630 

スズキ薬局 本店 506-0055 高山市上岡本町 1-88 0577(35)1776  

そらまち薬局 506-0856 高山市大門町 1 0577(37)2630 

そらまち薬局 雁川原店 506-0054 高山市岡本町 2-75-5ﾄｰｴﾈｯｸｻｰﾋﾞｽ高山1-2 0577(37)2630 

株式会社高田サンキュー薬局 506-0026 高山市花里町 5-14 0577(32)0039 

高田豊薬局 506-0005 高山市七日町 2-230 0577(32)5377 

ちじま薬局 506-0032 高山市千島町 638-2 0577(36)7334 

中部薬品 高山中央薬局 506-0053 高山市昭和町 3-145 0577(35)9031 

中部薬品 高山西薬局 506-0055 高山市上岡本町 2-452-2 0577(36)6281 

中部薬品 高山南薬局 506-0825 高山市石浦町 2-188 0577(37)6167 

中野シオン薬局 506-0843 高山市下一之町 22 0577(32)0434 

中村薬局 506-0016 高山市末広町 85 0577(32)0651 

有限会社西野薬局 506-0011 高山市本町 4-42 0577(32)1759 

のぞみ調剤薬局 506-0059 高山市下林町 517-7 0577(37)7727 

有限会社 ひだ薬局 506-0021 高山市名田町 3-81 0577(33)1423 

ひだ薬局 岡本店 506-0054 高山市岡本町 4-1-5 0577(37)1660 

ひだ薬局 冬頭店 506-0001 高山市冬頭町 752-1 0577(35)3735 

ひだ薬局 町方店 506-2123 高山市丹生川町町方 36-11 0577(78)1313 

フィット薬局 506-0001 高山市冬頭町 745-1 0577(33)5527 

福田薬局 506-0821 高山市神明町 4-9 0577(32)0596 

船坂薬局 509-4119 高山市国府町広瀬町 936 0577(72)2035 

ヘルスバンクウィズハート薬局  西之一色店 506-0031 高山市西之一色町 3-1213-2 0577(37)7877 

ベル薬局 広小路店 506-0021 高山市名田町 5-52 0577(35)3488 

真央莉薬局 花岡店 506-0009 高山市花岡町 1-6-2 0577(37)6266 

マリーンアルプス薬局 506-0044 高山市上切町 350-1 0577(62)9306 

ゆう薬局 509-4124 高山市国府町村山 252-1 0577(72)5567 

和仁薬局 506-0017 高山市朝日町 53 0577(32)1079 

わに薬局 駅西店 506-0053 高山市昭和町 2-85-1 0577(33)0082 

わに薬局 市庁舎東店 506-0008 高山市初田町 2-62-5 0577(35)3655 

株式会社オーベル薬局 神岡本町店局 506-1161 飛騨市神岡町船津 956-1 0578(82)4315 

かんまち薬局 509-4254 飛騨市古川町上町 208-1 0577(74)2380 

貴船薬局 509-4243 飛騨市古川町貴船町 12-3 0577(73)6556  
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合名会社 斉藤薬局 509-4224 飛騨市古川町殿町 6-24 0577(73)2207 

有限会社 さくら薬局 509-4236 飛騨市古川町三之町 8-29 0577(74)2202 

有限会社 嶋薬局 509-4235 飛騨市古川町弐之町 3-23 0577(73)2807 

中部薬品 神岡薬局 506-1111 飛騨市神岡町東町 527-1 0578(83)2067 

なごみ薬局 506-1111 飛騨市神岡町東町 512-1 0578(82)1304 

西野薬局 509-4241 飛騨市古川町向町 1-6-21 0577(73)2450 

日本調剤 神岡薬局 506-1111 飛騨市神岡町東町 551-8 0578(83)1174 

橋本薬局 509-4235 飛騨市古川町弐之町 2-15 0577(73)2856 

ひだ薬局 上気多店 509-4212 飛騨市古川町上気多 591-1 0577(74)2088 

ひだ薬局 若宮店 509-4212 飛騨市古川町上気多 984-2 0577(74)2055 

井桁屋あさひ薬局 509-1622 下呂市金山町金山 919-5 0576(33)2880 

有限会社 井桁屋薬局 509-1622 下呂市金山町金山 2052 0576(32)2007 

合資会社 イマエダ薬局 509-2207 下呂市湯之島 851-1 0576(25)2133 

有限会社 ひまわり調剤薬局 509-2203 下呂市小川 257-1 0576(23)0188 

おさか調剤薬局 509-3106 下呂市小坂町大島 1961-1 0576(62)0062 

株式会社 鍵屋永田薬局 509-1616 下呂市金山町下原町 335-4 0576(32)2016 

カタヤマ薬局 509-2517 下呂市萩原町萩原 1442-2 0576(52)1092 

Ｋ薬局 509-2202 下呂市森 2567-4 0576(25)5202 

下呂薬局 509-2202 下呂市森 1419-32 0576(25)2120 

有限会社 齋藤薬局 509-2202 下呂市森 979-37 0576(25)3175 

さつき薬局 509-2504 下呂市萩原町跡津 1421-4 0576(53)0222 

さるぼぼ薬局 509-2506 下呂市萩原町羽根 41-2 0576(52)2134 

スミ薬局 509-3104 下呂市小坂町小坂町 789 0576(62)2015 

第一薬局 金山店 509-1622 下呂市金山町金山 1636-6 0576(32)2183 

たんぽぽ薬局 金山病院前店 509-1622 下呂市金山町金山 970-1 0576(34)1321 

中部薬品 萩原中央薬局 509-2515 下呂市萩原町花池字川原 177-3 0576(52)2021 

萩原薬局 509-2517 下呂市萩原町萩原 905 0576(53)2369 

花池調剤薬局 509-2515 下呂市萩原町花池字下田 19-6 0576(52)3303 

益田調剤薬局 509-2206 下呂市幸田 1190-1 0576(25)5570 



 

 

 


