
1 

 

 
                                    
平成 27 年度第 2 回十勝圏域地域医療構想調整会議議事録(要旨) 

 
 
○日 時  平成 27 年 11 月 19 日(木)18:30～19:50 

○場 所  十勝合同庁舎３階 講堂 

○出席者 

 〔委員〕 

 （一社）帯広市医師会           会長     稲葉 秀一  

 （一社）十勝医師会            会長     栗林 秀樹 

 （一社）十勝歯科医師会          会長     小林 靖 

 （一社）北海道薬剤師会十勝支部      支部長    宇野 雅樹 

 （公社）北海道看護協会十勝支部      支部長    横尾 洋子 

  十勝社会福祉連絡協議会         会長     畑中 三岐子 

  十勝老人福祉施設協議会         会長     山本 進 

  ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院      院長     菊池 英明  

（社福）北海道社会事業協会帯広病院    院長     阿部 厚憲 

 鹿追町国民健康保険病院         院長     白川 拓 

 社会医療法人北斗            理事長    鎌田 一 

 医療法人社団博愛会 開西病院      理事長    細川 吉博 

 更別村国民健康保険診療所        所長     山田 康介 

（公財）北海道医療団（帯広第一病院）   理事長    小林 光樹 

 公立芽室病院をみんなで支える会     会長     鳥本 ヒサ子 

 北海道新聞社健康保険組合        常務理事   金澤 潔典 

 帯広市                 市長     米沢 則寿 

   （代理）       （地域包括ケア担当部長）  （名和 靖史） 

 音更町                                町長     寺山 憲二 

  （代理）                 （保健福祉部長）  （古田 康弘） 

士幌町                  町長      小林 康雄 

   （代理）           （保健福祉課長）   （大森 三宜子）   

 上士幌町                 町長      竹中 貢 

   （代理）             （副町長）   （千葉 与四郎） 

 鹿追町                 町長     𠮷田 弘志 

   （代理）            （福祉課長）   （佐々木 康人）  

 新得町                  町長      浜田 正利 

   （代理）           （保健福祉課長補佐） （橋場 めぐみ） 

  清水町                 町長     高薄 渡 

   （代理）            （副町長）    （金田 正樹） 

  芽室町                  町長      宮西 義憲 

   （代理）             （副町長）    （齊藤 明彦）   

  中札内村                村長     田村 光義 

        （代理）            （福祉課長）   （髙島 啓至）  
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更別村                 村長     西山 猛 

      （代理）             （保健福祉課長）  （安部 昭彦）     

 大樹町                   町長     酒森 正人 

     （代理）                    （町立病院事務長） （伊勢 厳則） 

  広尾町                 町長      村瀨 優 

     （代理）             （健康管理センター長）（佐藤 清美）  

  幕別町                   町長      飯田 晴義 

  池田町                    町長          勝井 勝丸 

    豊頃町                    町長      宮口 孝 

        （代理）             （副町長）    （石田 貢）    

 本別町                   町長      髙橋 正夫 

        （代理）           （保健福祉課長）   （村本 信幸） 

足寄町                    町長      安久津 勝彦 

      （代理）                （福祉課長）   （櫻井 光雄） 

   陸別町                  町長     野尻 秀隆 

      （代理）              （保健福祉センター次長） （丹野 景広） 

浦幌町                  町長         水澤 一廣 

        （代理）             （保健福祉課長）  （熊谷 晴裕）    

 

〔事務局〕       

 北海道十勝総合振興局            技監         山本 長史 

     〃  保健環境部保健行政室      室長       今泉 秀明 

     〃    〃  企画総務課      課長       佐々木 幸子 

                      企画主幹        長谷川 信幸 

                      地域医療薬務係長 村松 隆広 

                     主査（保健推進） 上出 渚 

                     専門員     宮前 進一 

                                         主任      宮田 孝子  

                      主任      須甲 いずみ  

    主任      宮部 恭子 

     〃    〃  健康推進課    課長      大岩 敦子 

     〃  地域政策部地域政策課    主幹      久々江 秀範 

                      市町村係長   菊地 千尋   

   

【議長】 

 帯広市医師会の稲葉でございます。 
本日は、前回の第１回十勝圏域地域医療構想調整会議を踏まえて提案事項がございます

ので、忌憚のない御意見等、皆様よろしくお願いします。 
それでは、次第に沿いまして開催してまいります。 
最初に、協議事項１番目の「専門部会の設置について(案)」について、事務局から説明

をお願いします。 
 
＊事務局より資料１「専門部会の設置について(案)」の説明 

 

 



3 

 

【議長】 

前回の会議で提案のありました専門部会の設置について、私と事務局とで協議しまして

皆様に提案させていただいた訳ですけれども、この案について忌憚のない御意見・御質問を

いただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

専門部会については、資料にあるとおり各専門部会へ出席する医療機関が定められてお

りますけれども、その他の医療機関の方々も各部会に出席することは可能ですので、事務局

には、皆様にお知らせし、参加出来る形での開催をお願いします。 

 それでは、委員の皆様から御意見・御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

専門部会については、地域医療構想策定前は、地域医療構想について共通認識に基づいて

同じスタートラインに立つことができるための機会や情報を提供する場、ということです

けれども、そのための情報はどのようなものを考えているのでしょうか。 

また、共通認識というのはどの程度までを想定しているのでしょうか、共通認識に至るま

で議論をするということなのかについて、お聞きしたいと思います。 

 

【事務局】 

データについては、道保健福祉部管理となりますので協議の上、出せるデータは出席委員

の皆様に出していくつもりでおります。 

また、専門部会につきましては、今年度は各専門部会の開催は１回ずつと考えております

ので、来年度以降も各専門部会を開催しながら、十勝圏域地域医療構想を進めていきたいと

考えております。 

 

【議長】 

他にはいかがでしょうか 

それでは、「専門部会の設置について」、事務局の提案どおりでよろしければ皆様の拍手で

御承認いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員の皆様から拍手） 

 

【議長】 

それでは、事務局の提案どおり承認されました。 
 この調整会議の下に「急性期専門部会」、「回復期専門部会」、「慢性期専門部会」を設置
することとします。 
 只今御承認をいただきました「専門部会運営要領」の、第３の１で、各部会に座長を置
くこととしています。また第３の２では「座長は調整会議の議長が指名する。」こととな
っておりますので、私の方から、各部会の座長を指名させていただきます。 
「急性期専門部会」の座長には、菊池英明委員 
「回復期専門部会」の座長には、鎌田 一委員 
「慢性期専門部会」の座長には、細川吉博委員にお願いをいたします。 
事務局は、各座長と打合せの上、専門部会の開催等の準備についてよろしくお願いした

いと思います。 
 
それでは、協議事項２番目の「新公立病院改革プランについて」事務局から説明をお願

いします。 
 
＊事務局より資料２―１「新公立病院改革プランについて」資料２－２「公立病院改革プ
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ラン」について説明 

 

【議長】 

今、事務局から説明があり、十勝管内でも８つの町村が該当するとのお話もありました
が、皆様、御質問、御意見はございませんか。                   
   

【Ｂ委員】 

 只今の説明で私なりに理解したところです。 
旧ガイドラインでは、全国で６５の再編ネットワークの成功事例があったと伺っていま

すが、大半は計画通りにいきませんでした。それは公立病院の改革を公立病院の枠内だけ
で行うことの難しさがあり、旧ガイドラインの大きな反省点であったと認識しています。 
今回、地域医療構想調整会議の委員の皆様方は公立病院、公的病院、民間病院と大きく

３つに分かれており、公立・公的・民間の中で議論していき、新たな医療・介護供給体制
を構築していくことが、地域医療構想だと認識しておりますので、その方向で情報を提供
していただいて、３つの部会で一定の姿形が出来ていくように進めていきたいと考えてい
ます。 
前回申しあげた地域医療連携推進法人制度についても、十勝の現状の中で出来るかどう

かは今後の議論次第ですが、今までとは違う点と捉えています。 
地域医療構想については、一足飛びに２０２５年の議論とはならないと考えており、取

りあえずは、２０１８年、新たな医療計画及び介護計画の策定、更に診療報酬及び介護報
酬の同時改定という時期ですので、国もその当たりをターゲットにしています。 
これから、来年の３月までに十勝圏域の地域医療構想を策定、その後、７～８月までに

道の地域医療構想策定という話がありましたけれども、今の状況を考えると難しいのでは
ないかと思っております。 
けれども、２０１８年くらいをターゲットにしながら３部門を巻き込む形でやっていけ

たら良いのではないかと思っております。 

 

【議長】 

公立病院改革プランを進めていくことについて、公立病院だけでは難しい面もあるとい

うことで、民間との提携も含めてこの地域で考えてみたらどうかという提案であると思い

ます。 

地域医療構想の中で議論し、進めていくということになろうかと思いますし、該当する８

町村の皆様にもその辺を含めて検討していただければと思います。 

 

【Ｃ委員】 

十勝保健医療福祉圏域連携推進会議の在宅医療専門部会で部会長をしております。 

また、十勝の小規模自治体の診療所の医師として、コメントをさせていただきたいと思い

ます。 

十勝では自治体立病院の多くは小中規模の自治体にあるという現状の中で、資料の「新プ

ランの内容」（１）地域医療構想を踏まえた役割の明確化ということですけれども、在宅医

療専門部会の部会長としても、ここに地域包括ケアシステムをどう構築するのかという視

点を常に入れて、公立病院の役割を検討して頂きたいと思います。 

私のところには１つの診療所しかありませんけれども、他の大きな町村には、２つ３つと

医療機関がございますし、開業医の先生方とどのように連携して地域包括ケアシステムを

作っていくのか、または、自治体間の協力は出来ないのかということも含めた議論が、この

新プラン作成の中で十勝管内の議論が活発になればと思い、聞かせていただきました。 
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【議長】 

地域包括ケアシステムにおける公立病院の役割について、どのようなポジションにある

のか、小規模の町村において、自分の町村だけでは解決できない問題を、町村の垣根を越え

て地域包括ケアシステムを構築する方法はないのかということを、日々考えておられる中

でお話しいただきました。 

他にはいかがでしょうか。 

 

【Ｄ委員】 

先ほど説明がありましたけれども、新公立病院改革プランの策定時期の件ですが、地域医

療構想の策定状況を踏まえつつ出来るだけ早期に策定することとし、平成２７～２８年度

中に策定ということですが、地域医療構想の病床数等については、スケジュール的には来年

の２月と聞いています。 

例えば、病床稼働率が７０％以下で再編・ネットワーク化だとか改善計画を作らないと病

床数が出てこないのですが、地域医療構想の策定と改革プランと、どちらの計画を先に策定

するべきなのか詳しく説明をお願いします。 

 

【事務局】 

新公立病院改革プランの策定時期につきましては、平成２７年度又は２８年度となって

おりますが、これはあくまでも国が求めている期間であります。状況によっては、これより

遅くなる場合もあるかと思います。 

なお、地域医療構想を踏まえたものとするということが大原則ですので、基本的には地域

医療構想の策定後にその内容をプランに反映させるということが、理想的な進め方ではな

いかと考えています。 

プランを先に策定しますと、地域医療構想の内容とに齟齬が生じた場合、プランの修正が

必要となります。 

 進め方については市町村毎に検討されることとは思いますが、地域医療構想を見据えな

がら並行して進めていくことがよいのではないかと考えております。 

 

【Ｄ委員】 

地域医療構想策定後、プラン策定というお話でした。地域医療構想の中では、病床機能

別の必要病床数がある程度出て参りますので、それを踏まえて各公立病院の病床をどうす

るのかと考える、という流れになると思うのですが、それでよろしいですね。 

 

【事務局】 

よろしいです。 

 

【Ｄ委員】 

公立病院改革ガイドラインの後段で交付税措置の話がありました。今、公立病院は許可

病床数で、交付税を算定していますけれども、それが稼働病床となるということで、例え

ば５０％の稼動であれば、今まで１００だったものが５０しかもらえないという非常に厳

しい状況になります。財政面で心配も出てきますので、ある程度早い段階から踏まえて病

院の計画を作っていかないといけないと考えますが、その点はどうお考えでしょうか。 
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【事務局】 

普通交付税の算定におきまして、自分のところの病院の病床数の扱いが変更になるかど

うかということは、全ての公立病院、市町村で把握しておりますので、プランに反映でき

るのではないかと思います。 

  

【Ｄ委員】 

それはもう把握はされているのですか。 

 

【事務局】 

そうです。許可病床から稼働病床に変更になるということで、各市町村では、自分のとこ

ろの病院が、現在、許可病床数、稼働病床数のどちらで報告しているのか、それぞれわかっ

ています。ですので、今後、自分の町の交付税がどのようになるかというのは、今の時点で

将来的な見通しが立っていると認識しています。 

 

【Ｄ委員】 

わかりました。地方交付税が削減されていく方向ですし、特別交付税も今見直しされてい

るというふうに聞いておりますので、そうした中で公立病院を維持していくところについ

ては、先をよく見ていかなければならないため、いろいろな助言等よろしくお願いしたいと

思います。 

 

【議長】 

ありがとうございます。あといかがでしょうか。 

 

【Ｅ委員】 

Ｃ委員の発言と重複しますが、地域医療構想策定ガイドラインには、「特に、慢性期医療

については、在宅医療の整備と一体的に推進する必要がある。」とあります。一体的に進め

るためには、病院だけの議論に終わらずに、地域医療構想調整会議の慢性期専門部会でも議

論を行っていただくことを希望します。 

それと、地域包括ケアシステムの構築に向けては、公立病院が果たすべき役割があります。

地域包括ケアシステムは公立病院だけでできるものではなく、無床の診療所や多くの開業

医を中心としたクリニックも含めた形で地域の中で議論がされれば、どのような役割を果

たすべきなのか見えてくると思いますので、そのようなことからも、地域の病床を持たない

多くの医療機関を含める形で、議論を進めていただければいいのではないかというふうに

考えます。以上です。 

 

【議長】 

ありがとうございます。あとはよろしいでしょうか。 

それでは、今日の協議事項の２「新公立病院改革プラン」につきまして、ただいま委員の皆

様からの意見を踏まえながら、８町村の方々がプランを練り進められていくと思います。ま

た、民間の病院あるいは他町村の方々も協力しながら策定に向けて、一体となって進めてい

けたらと思います。 

それでは、協議事項の３番目の議題に移ります。「十勝圏域地域医療構想(案)」ということ

とあわせて「地域医療連携推進法人について」、この２つにつきまして事務局から説明をよ
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ろしくお願いいたします。 

 
＊事務局より資料３－１「ＮＤＢを活用した在宅医療の指標」資料３－２「十勝管内の疾
病別医療の状況」資料３－３「十勝の医療と介護の現状」資料３－４「十勝圏域地域医
療構想(案)について」資料４「地域医療連携推進法人について」を説明 

  

 

【議長】 

はい、ありがとうございました。 

最初は、十勝における地域連携や在宅医療の現状、疾病別の必要病床数など、また高齢

者医療や介護の現状等について、後半については、地域医療構想の位置付け等、地域医療

連携推進法人について説明をされたところです。 

御意見、御質問があればよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

それでは、今後在宅医療等の充実が求められることから、地域包括ケアシステムの構築

について、すでに進められている市町村があるので、更別村の方から具体的に説明してい

ただくとありがたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

【更別村】 

更別村の保健福祉課長をしている安部と申します。更別村の現状と、地域包括ケアシス

テムを進めて行く上での悩みについて、お話をさせていただきたいと思います。更別村は

人口３，２６７人という小さな村で、高齢化率が１０月末現在で２８．３％、６５歳以上

の方が９３０人いらっしゃいます。 

平成３年に高齢化が進んでいくと、このままでは村が大変なことになるということで、

更別村独自で「福祉の里」構想を策定しました。ディサービスや、高齢者の健康増進、レ

クレーションのための便宜を総合的に供与するために、平成６年度に更別村老人社会福祉

センターを開設しました。さらに在宅についても要望がありましたが、特別養護老人ホー

ムはとても財政的に作れるものではないということで、生活支援付きのシルバーハウジン

グを３０戸整備しました。これは公営住宅法に基づくものなので、ある程度自立した方が

住んでいます。 

介護保険法の施行に伴い、保健福祉医療を一体化した住民本意のサービス提供を目指

し、更別村に保健医療福祉ゾーンの整備計画を策定して、建物を一体的に整備して参りま

した。中心となる総合事務所である「福祉の里総合センター」、それと、要介護高齢者を

入居対象とした高齢者の生活支援ハウス１８室、国保診療所、老人保健福祉センターを、

全部廊下でつないで一体的に運用できるような体制をとっています。さらに、民間の御協

力のもと、グループホーム１ユニット９名を開所、地域密着型介護老人福祉施設、短期入

所生活介護、小規模多機能型居宅介護の機能をもった施設が開所されました。グループホ

ームについては、村も支援をし、現在定員１８名で運営されています。 

国保診療所は平成５年に療養病床の認定を受け、長期の入院、受け入れを行ってきまし

たけれども、平成２０年に療養病床の返上を行いました。診療所では以前から２０２５年

問題に向けて、診療病床の在り方について問題意識を持っておりまして、そこにおられる

山田先生の在宅医療を基本に、医療入院が必要なときに受け入れができる体制を目指して

きています。病床稼働の問題では、地域医療構想の中で病床削減の対象となる可能性があ

るということで、非常に危惧しているところです。 
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医療介護総合確保推進法の施行を受け、介護保険法が改正され、地域包括ケアシステム

の構築が進められており、更別村でも、現在、保健、医療、福祉部門で協議を行っている

ところですが、それだけでは解決できない問題があります。広く住民を巻き込んだ展開が

されておらず、ボランティア組織が非常に弱いということが課題です。その再構築のため

に、現在、ボランティア団体の掘り起こしを行っていこうとしています。まだ、地域包括

ケアシステムの中身を完全に構築するまではいっていませんが、２８年度からの稼動を目

指して進めています。 

以上、更別村の状況について、お伝えいたします。 

 

【議長】 

ありがとうございます。十勝医療圏で比較的先進的な取組をされている更別村から、現

状とこれからの課題を御説明いただいた訳なのですが、只今の報告を受けまして、御意見

あるいは御質問をお受けいたします。よろしいですか。 

 

そうしましたら、公立病院の改革プランでもお話のありました本別町の取組の報告をお

願いいたします。 

 

 

【本別町】 

本別町保健福祉課の村本です。いま御指名をいただきましたけれども、在宅医療介護連

携の関係で、本町の現状と今後取り組みを考えている部分で若干お話をさせていただきた

いと思います。 

本別は平成１２年に現在の町立国保病院が移転しまして、そこに現在の総合ケアセンタ

ー、その中に地域包括支援センター、隣接して老健施設アメニティ本別の３施設を作って

います。これまで３施設の連携ですとか、病院と介護の連携を取り組んできましたけれど

も、現時点ではしっかりとした形になっていないというのが現状です。会議の前に関係者

と協議をしまして、今町として取り組んでいることを若干お話させていただきます。 

全国国民健康保険診療施設協議会で、厚生労働省の平成２７年度のモデル事業を受けま

して、地域の実情に応じた在宅医療や介護連携を推進するための多職種研修プログラムに

関する研究事業を行っています。これは全国で３団体が多職種連携に向けた研修プログラ

ムのモデル実施事業ということで選定されまして、本町もこの３つのうちの 1 つに入らせ

ていただきました。この事業は、これまで各地域で行われてきました多職種研修の内容と

効果を集積して、多様な地域属性、地域資源 現状の協働レベルなどに合わせた魅力ある

多職種研修プログラムを提案することを目的としています。特に全国の市町村数でみると

約３分の１程度を占める、いまだ地域資源の乏しい、地域包括ケアシステムの構築に向け

た多職種連携が進みにくい、過疎地域での研修プログラムを提案するというのが、目的に

なっています。１１月２２日に東京で研修があり、本町からは３名参加し、１２月２３日

に本別町で研修会を開催して、講義、グループワークを通じて研修プログラムの方向性を

検討していく予定です。２８年３月末までに報告書を取りまとめる予定のため、スケジュ

ールに沿ってこの研究事業に参加をしながら、本町における在宅医療介護連携を検討して

いきたいと考えているところです。しっかりとしたシステムという意味では、足寄町で形

としてできあがっていますが、本町としても本町独自のシステムをどういった形で作れる

のかを調査研究していきながら取り組んでいきたいという考えです。以上です。 
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【議長】 

只今、更別村さん、さらには本別町さんから現状について報告をいただきました。 

各町村からの報告を含めて、全体を通して何か御意見があればお受けしますが、いかが

でしょうか。 

 

【Ｅ委員】  

 本別町さんに質問をさせていただきます。来年の春までに、地域包括支援センターに認

知症の初期集中支援チームを置かなければならないこととされていますが、なかなかうま

くいっている例を聞いたことがないのですが、２ヶ月ほど前の全道介護新聞に本別町の事

例が掲載されていたので、そのへんのところをお話いただけたらと思います。 

 

【本別町】 

 認知症集中支援チームの関係ですが、今地域包括支援センターの担当者を中心に準備を

進めております。まず、担当者が東京で研修を受け、その伝達研修を先月 2 回に分けて医

療機関、地域のケアマネージャー、施設に呼びかけて、まずは学んだことを地域に広めて

いく取組を行ったところです。今後は関係機関の方と協議をしながら具体的に進めて行く

ことになると思いますが、町としても重要な課題と捉えていますので、今後重点的に取り

組んでいこうと考えています。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。あといかがでしょうか。 

この資料の３の４の中にありました、北海道医療計画〔改訂版〕十勝地域推進方針の別冊

としての構想案が道から提示がありました。医療の現状、介護、在宅、あるいは市町村で

行われている施策等を鑑みながら、この中身について調整会議で検討していきます。さら

には、専門部会等の意見を把握した上で内容の検討を重ねていきます。 

診療報酬の改定が来年４月にあります。７対１の病床の基準が変わるかもしれません。

色々なものがこれから変動する要素がありますが、とりあえずは現状のものをベースとし

て数字が示されています。これから大きく変わっていくことも含めながらも、調整会議あ

るいは専門部会の中で、１０年後をひとつの目途として、地域の医療の供給体制、介護福

祉の供給体制などを構築していっていただきたいと考えています。 

 それでは、最後に何かありましたら、承ります。よろしいですか。 

次回の会議は事務局とも相談して決めさせていただきますが、２月から３月上旬くらいを

予定しております。 

 それでは、司会を事務局の方にお返しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


