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平成 27年度第 3回地域医療構想調整会議議事録(要旨) 

 

○日 時    平成２８年３月３日（木）１８：３０～２０：３０ 

○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 

  ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院      院長     菊池 英明 

    （代理）            （事務部長）  （星 康臣） 

（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）            （副町長）   （松本 新吾）  

 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 
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 更別村                 村長     西山 猛 

  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              

  幕別町                   町長      飯田 晴義 

    （代理）            （民生部長）   （境谷 美智子） 

 池田町                    町長          勝井 勝丸 

        （代理）                      （保健福祉課長）  （三坂 至賢）  

  本別町                   町長      髙橋 正夫 

        （代理）         （健康管理センター事務長）（村本 信幸） 

足寄町                    町長      安久津 勝彦 

  陸別町                  町長     野尻 秀隆 

   浦幌町                  町長         水澤 一廣 

  

 〔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 

     〃    〃    〃      主任技師        佐々木 孝治  

  〃     〃  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 

     〃    〃  社会福祉課     主幹         高橋 茂紀 

     〃  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。 

先ほど山本技監からの挨拶にもありましたが、前回の調整会議において設置されました３

つの専門部会をそれぞれ開催しております。その目的は、地域医療構想の策定前ですから、

地域医療構想についての共通認識をまず持つということにとどめています。 
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この調整会議の目的である、二次医療圏の病床数をどうするのか、という議論にはまだ入っ

ていないということを、理解していただきたいと思います。 

具体的な専門部会の内容につきましては、後ほど事務局の方から説明があると思います。

今日はそれらのことを考えて、十勝圏域の地域医療構想の案について、皆さんに御討議いた

だくことになっていますので、とても大事な会議だと思っています。活発な御発言をお願い

します。 

 

それでは、議事に入らせていただきます。報告事項①の「専門部会の開催について」、事

務局から報告をよろしくお願いします。 

 

＊事務局より、資料１「専門部会の開催について」を説明 

 平成 26年度の病床機能報告の病床機能ごとに、急性期、回復期、慢性期の３つの専門部

会を設置（主な意見は資料１のとおり） 

 〈開催状況〉 

  ・急性期専門部会  平成 27年 12月 17日 24医療機関 39名 

  ・回復期専門部会  平成 28年 1月 21日 15医療機関 24名 

  ・慢性期専門部会  平成 28年 1月 28日 18医療機関 27名 

      

【議長】 

 はい、ありがとうございます。 

各専門部会の座長の委員の皆様、何か補足がありましたらお願いします。 

委員の皆様、何か御意見御質問があればお受けします。よろしいですか。 

今後もこの３専門部会が開催され、このような報告が出されると思いますので、御意見御質

問がありましたら上げていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  

それでは協議事項に入らせていただきます。 

協議事項の１番「地域医療構想に関する説明事項」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「地域医療構想に関する説明事項」について説明 

 道から「回復期の必要病床数の変更」と「2025 年における在宅医療等に関する医療需要

について二次医療圏別の推計値」が示されたため報告 

 

【議長】 

各委員の皆様は御質問等あるかと思いますが、協議事項の②の「北海道医療計画〔改訂版〕

十勝地域推進方針（別冊）～十勝区域地域医療構想(素案)について」もありますので、先に
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そちらの説明を受けてから、質疑を受けたいと思います。 

協議事項の②について、説明をお願いいたします。 

 

＊事務局より、資料３－１「北海道医療計画〔改訂版〕十勝地域推進方針(別冊)～十勝区域

地域医療構想～(素案)について」 資料３－２「北海道医療計画〔改訂版〕十勝地域推進方

針(別冊)～十勝区域地域医療構想～の概要(案)」 資料３－３「十勝地域推進方針に追記す

る内容」について説明  

 

 

【議長】 

ただいま協議事項の①、②につきまして、事務局から説明がありました。 

これらについて、皆さんからの御意見、御質問をいただきたいと思いますが、あらかじめ資

料をお送りしたところ、６名の委員の皆様から御意見が上がっております。 

先にその御意見を伺ってから、他の委員の皆様の御意見をいただきたいと思っております。 

 まず、Ａ委員、よろしくお願いします。 

資料は３－４を見ていただければと思います。 

 

【Ａ委員】 

 私の方から何点か指摘させていただきます。 

資料の７ページにある、「十勝管内の年齢区分別の人口推計」を見ると６５歳以上(７５歳以

上も含めて)の人口は、今後２０２５年まで増加をたどり、その後１５年間はピークを維持

する予測であるため、入院受療率の高い高齢者の人口動態を踏まえ、安易な病床削減は早計

ではないかと考えています。 

 次に、私が調査し学会で発表しているものですが、この十勝医療圏で都心部(帯広市と音

更町)と郡部(他の１７町村)に分けて、医師数と病床数を比較したものを、図１１に示してい

ます。郡部と都心部の医師数、そして病床数を比較したとき、人口１０万人につき医師数は

だいたい３分の１以上、病床数に関しては４分の１くらい、郡部は常に抑制されています。

こうした現状を踏まえれば、特に都心部の病床を減らしていいとは言いませんが、安易な病

床削減は禁忌ではないかと考えています。 

 また、自治体病院の新公立病院改革プランの策定が掲げられていますが、これによって改

革を進めていくというのが、北海道等の意向です。資料５ページの「開設者別にみた病院数

の年次推移」の自治体病院に注目すると、平成２年から平成１７年の１５年間に１，０７９

から１，０６０に、１９箇所の病院が減っています。ところが、公立病院ガイドラインが策

定された途端に、病院数は平成１７年から平成２３年の６年間にかけて、１５８箇所の自治

体病院が消失しています。この事実と次のページに示した「北海道の自治体病院の現状」、

これは病院数ですが、括弧内が２００４年９月現在で１０５箇所の病院がありましたが、８
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年後の２０１２年９月では９１箇所で、１４箇所の病院が減っています。次の７ページには、

規模縮小化された病院９箇所を示していますが、なくなっていくのは１００床以下の小さ

な病院であり、町村の町立病院等が縮小化され、なくなっている事実があります。 

安易に新公立病院改革ガイドラインによる改革を進めていけば、さらに自治体病院は、特に

郡部に自治体病院は、なくなっていくことが想定されます。今や地方都市、地域の振興や再

生を図ろうとしている、地域包括ケアを推進している時代に、そぐわないものであると考え

ています。 

 訪問看護など在宅のサービスが進めば、訪問看護と訪問リハビリテーションが数多く必

要になります。今後２０年後には訪問看護で２．５５倍、訪問リハビリで３倍近く需要が予

測されているとおりであります。鹿追町には道立の高等学校がありますが、ここに新たに５

年制の正看護師を養成する看護学科を増設する計画があり、今関係機関に働きかけている

ところです。看護師の数を増やすことも非常に大事だと考えています。以上でございます。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。ただいまのＡ委員の御意見に対して、事務局の方から回答をお

願いします。 

 

【事務局】 

 最初の２つについて、私の方から回答させていただきます。 

地域医療構想につきましては、強制的に病床数を削減するというものではなく、今後の地域

の高齢化の進展に伴う医療ニーズの変化、治す医療から支える医療への変化に伴いまして、

地域の実情に応じて、急性期から回復期、慢性期、在宅医療まで、それぞれの患者の状態に

あった医療サービスを提供できる、バランスのとれた医療提供体制の構築を目指すもので

ありまして、御理解をいただきたいと思います。 

次に鹿追高校の看護師の養成の件ですが、これにつきましては、構想の４８ページの３ 

医療従事者の確保・養成の中で、記載を検討して行きたいと思います。 

 新公立病院改革プランについては、地域政策課から回答します。 

 

【事務局】 

 ガイドラインに基づいた改革を推進すれば、医療崩壊から地域崩壊に繋がるとの御指摘

でありましたが、まずガイドラインには、目的が大きく２つあります。一つは地域の実情に

あった医療提供体制を整えること、もう一つは病院経営の効率化、安定化を図り、持続可能

な状態に持っていくことでありまして、安易に病院を減らしたり、病床数を減らすというこ

とが目的ではありません。あくまでガイドラインに基づきながら、プランの中では、それぞ

れの病院が地域の医療提供体制において果たすべき役割を明確にするということでござい

ます。 
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 その辺を踏まえまして、地域の医療提供体制の現状と課題、将来の目指すべき姿が反映さ

れるように、しっかりと議論を進めて、実効性のあるプランを作っていくことが重要である

と考えています。以上です。 

 

【議長】 

 Ａ委員、いかがでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

 結果的には、そういうことを推進することによって、自治体病院は減っていくということ

で、了解してよろしいんですね。 

 

【事務局】 

 地域医療構想は、先ほど説明したように国保病院が減っていく方向を目指しているわけ

ではありません。あくまでも、この地域の将来の患者出現数がこのようになるので、それに

見合ったような医療提供体制を取組の中で準備していきたい、という内容のものでありま

す。 

 

【議長】 

今Ａ委員が考えていらっしゃることは、たぶん医療機関、自治体、皆さん同じことを考え

ていると思います。それを自分たちの二次医療圏において、みんなの意見が通るような形で、

病床をどう決めて行くのかが、実はこの会議ではないのかと思っています。実際に今のまま

で行くと、中小の病院はなくなっていくと思います。なくならないように工夫をしながらど

うするのか、知恵を出し合うのも一つであり、町村の垣根を越えた連携も一つ、あるいは他

の医療機関との連携も一つだと思います。このままでは小さくなる、消失するということは

事実だと思います。そうならないために知恵を出し合いながら、みんなでこの地域に必要な

病床をどうするかということを考えるのが、まさにこの地域医療構想調整会議です。二次医

療圏のベッド数をいくらにするのか、みんなで決めましょうということなのです。一応数字

はでていますが、地域医療構想を策定した後の今後の専門部会で、それらを具体的に毎年何

回も開催しながら、Ａ委員のおっしゃたようなこと、みなさんが思っているとおりのことを

考えながら、どのように作っていけるのかというところになってくるのではないかと、私は

議長として思っておりますので、これからの会議をそのように進めていこうと思っており

ます。委員いかがでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

了解しました。 
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【議長】 

それでは、２番目のＢ委員から、御質問についてお願いします。 

 

【Ｂ委員】 

資料の３－４の２ページをご覧ください。 

地域医療構想によって病床機能が分化していくと、それを地域のネットワーク化をしてい

かないと、有効に活用できないのではと考えているため、４点ほど意見を述べさせてもらい

ます。 

１点目ですが、病床機能をどうしていくのか検討して進めて行くと思いますが、年に１回

病床機能報告がありますので、できれば結果の情報をわれわれにできるだけ早く提供して

いただきたいと思います。 

２点目ですが、救急で受け入れることを考えますと、救急の病床を有効に活用していくた

めには、今あるＩＣＴネットワークの中で、画像等を受け取る側も送り返す側ももう少し使

えるような形になるとよいのではと思います。 

３点目と４点目ですが、急性期をこえて地域、在宅に帰って行くときの問題を考えてみま

した。私達のところでは、十勝在宅医療ネットワークをやっていますが、その中で２つほど

大きな問題があります。一つ目は看取りの問題だと思います。限られた病床の中ですべてを

こなしていくというのは非常に難しいのではと思い、それをどのように在宅で見ていくの

かは、ネットワークで対応していくしかないと思います。いまやっている私達の十勝在宅医

療ネットワークの範囲では、それを全部カバーすることは難しいため、十勝全域でやってい

けるような形でお考えいただけないかということです。 

４点目は、在宅に関して見たとき、十勝の状況を見ると高齢者が施設に入っているため、

これから飛躍的に介護が増大していくときに、担い手が足りなくなるという危惧がありま

す。その点に関して、すぐに担い手を育成することができない、外国人技能実習制度がある

が、こういうものを活用していけないか検討していただきたいと考えます。以上です。 

 

【議長】 

ただいまの４つの御意見について、事務局の方から何かあればお願いします。 

 

【事務局】 

１点目から３点目について、私の方から回答させていただきます。 

１点目の病床機能の報告の公開ですが、われわれも早く公開して欲しいと思っています。 

昨年の病床機能報告も今月の上旬に報告されると聞いていましたが、まだ本庁の方から示

されていません。本庁から情報がきましたら、可及的速やかに皆様方に情報を提供させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目のインターネットの活用ですが、平成２８年度診療報酬改定で情報提供、情報閲覧
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につきまして３０点ずつ評価されることになりました。これもありますし、十勝圏域におい

ては、帯広市医師会の「はれ晴れネット」、十勝医師会の「Toma-net」、北斗病院の「ＧＢ

ネットⅡ」などがありますので、それらを活用されて病院間の情報共有を進められることを

期待しております。 

３点目の御質問ですが、十勝の訪問系サービスは広い土地を考えますと、交通時間による

ロスが大きいことから、高齢者施設を中心とした在宅医療の充実を考えなければ、厳しい現

状にあると考えます。 

また、看取りについても、高齢者施設の役割は重要であると認識しており、基金の活用に

ついても道本庁へ伝えてまいりたいと考えております。以上です。 

 

【事務局】 

私の方から介護職の外国人実習制度について、現在の状況も含め御説明させていただき

ます。 

外国人実習生の受け入れについては、国の方で２０２５年に向けて７０万人規模の介護

人材の確保をするために、平成２６年１０月３０日に第１回外国人介護人材受入れの在り

方に関する検討会が開催され、以後検討が進められているところでございます。 

 この検討会において、現在外国人の介護職の受入については、まず１点目が個別の国との

「経済連携協定(ＥＰＡ)の枠組みの中で外国人の介護福祉士候補者の受入」や、先生からも

お話しのありました、「外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加すること」などに

ついて検討されているところです。 

現在のところ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職が含まれていないという現状にご

ざいます。まず、「ＥＰＡに係る外国人介護福祉士候補者の受入」については、既に受入が

開始されており、現在報道によれば、国内で介護福祉士の有資格者２４９名と、取得を目指

す１，２９９名が入居施設やデイサービス施設などで働いているとされています。ホームヘ

ルプなどについては、いわゆる高度なコミュニケーション能力が必要とされていて、まだ門

戸が開かれていないため、施設での就業ということになっています。 

 また、「外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加すること」については、国にお

いて実習生の受入団体の管理監督体制の強化や制度の拡充いわゆる在留期間の延長など、

技能実習制度の見直し内容が盛り込まれた「外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生

の保護に関する法律(案)」が、平成 27 年 3 月に国会に提出されており、現在継続審議中と

なっております。国の直近の会議資料などによりますと、この新たな法案に基づく新制度が

確定した段階で、介護サービスの特性に基づく養成に対応できることを確認の上、新制度の

施行と同時に職種の追加を行う予定で、検討が進められていると伺っております。 

 いずれにいたしましても、今回御意見をいただきました点につきましては、今後必要に応

じ道本庁に伝えてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 



- 9 - 

 

【議長】 

Ｂ委員よろしいですか。 

 

【Ｂ委員】 

はい。 

 

【稲葉議長】 

それでは、３番目の質問ですが、Ｃ委員の代理のＤ委員よろしくお願いします。 

 

【Ｄ委員（Ｃ委員 代理）】 

Ｃ委員の代理のＤです。よろしくお願いいたします。 

意見につきましては、Ｃの意見ではございますが、私の方で文章をまとめた経過もございま

すので、本日のお手元資料をもとに説明をさせていただきたいと思います。 

資料の３－１の中の、第５節 医療需要及び必要とされる病床数の推計のところです。３５

ページの地域医療構想の策定後の実現に向けた取組を、この後どのように取り組むかとい

うことでございますが、まず病床機能報告制度による自主的な報告における集計数と地域

医療構想の必要病床数を比較した上で、さらに各医療機関で自主的な取組を行う、地域医療

構想調整会議の中で協議を行っていくという、ＰＤＣＡサイクルを回そうということで案

が練られています。これを回すに当たっては、自主的な取組をしていくときに、どのように

病床数を検討していくのかというのが、今般の意見として書かせてもらっている部分です。

推計に当たってはＮＤＢのレセプトデータやＤＰＣデータを活用し、患者の住所所在地別

に作られていますから、こうしたデータを十分活用することによって、それぞれの医療機関

の立ち位置の検討材料にできるのでないかと考えています。ぜひデータの活用を推進して

はどうかという意見でございます。以上です。 

 

【議長】 

事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

御意見どうもありがとうございました。今回もＤＰＣデータやＮＤＢデータ、ＳＣＲ等出

されておりますが、今後もそのような数字を使って、Ｄ委員からも説明のありました内容で

ＰＤＣＡサイクルを回していきます。また、本庁とも協議をしながらデータを出すように進

めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【議長】 

よろしいでしょうか。 
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【Ｄ委員】 

はい。 

 

【議長】 

それでは、４番目のＥ委員お願いします。 

 

【Ｅ委員】 

地域包括ケアとも関係があるのですが、現在なるべく身近な地域で医療を受けるという

のが、国の目指した内容になっています。Ａ委員のお話とかぶっていると思いますが、地方

の自治体病院、特に規模の小さなところは、対応に限界があります。例えば、救急医療に関

しても、概ね車で３０分圏内の日常生活圏域で対応できるのが望ましいとされています。と

ころが、地方に行くとそこの病院だけでは対応が難しく、そこでできたのが地域医療支援病

院です。厚労省の指針によると、「患者に身近な地域で医療を提供されることが望ましい」

という観点で、地域医療支援病院を指定することとされています。Ａ委員がおっしゃるよう

な、地方の自治体病院、徳洲会や日赤など、郡部には救急告示病院が１３ありますが、そこ

のバックアップを、地域医療支援病院との連携を前面に出して検討していく必要があるの

ではないかと思います。平成２４年３月の厚労省からの医療計画についての通知では、地域

医療支援病院の整備目標を掲げています。今後地域包括ケアも含めて十勝の医療を考える

ときには、そういう目的をもった地域医療支援病院の役割を抜きには、考えられないと思っ

ていますが、回答は必要ありません。以上です。 

 

【議長】 

それでは、５番目のＦ委員お願いします。 

 

【Ｆ委員】 

今年度高齢者のモデル事業として、要介護３以上の在宅の方に対し、歯科検診を訪問して

行うという事業がありましたが、実際に行われたのは新潟県だけでした。口腔ケアで誤嚥性

肺炎を防ぐという意味で、施設の方ではかなり認識があり行われていますが、居宅に関して

はまだ浸透していなくて、肺炎を繰り返すという状態が続いています。そうした人をスクリ

ーニングする必要があると考えているため、ぜひ道の方でも検討して欲しいと思います。肺

炎予防については、帯広市医師会、十勝医師会とともに、「肺炎球菌ワクチンと口腔ケア」

の啓発ポスターを作り、今月中に行政や医療機関、介護施設等に郵送する予定になっていま

す。 

２つ目の歯科衛生士のマンパワーの養成についてですが、道から地域医療介護総合確保

基金の方から助成金の申請をしていただいていて、帯広市の方にも建設費の助成金を申請
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している段階です。卒業後に、地域に密着した歯科衛生士を作りたい、特に在宅や施設等で

活躍できる歯科衛生士が必要と考えています。町村役場の方達との連携が必要と考えてい

るため、御理解をいただけたらと思っています。 

 

【議長】 

事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

御意見ありがとうございました。誤嚥性肺炎については、資料３－１の４６ページ ⑥歯

科医療機関の役割の中で、在宅歯科医療に関する事項や誤嚥性肺炎の予防について記載を

しておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 ２つ目の歯科衛生士の確保については、今後の在宅歯科医療を推進する上で、在宅を訪問

し、患者さんの状態を把握して、適切な歯科医療の受診の手助けを行う「歯科衛生士」の役

割は、ますます重要になるものと認識しております。 

 その中で、この十勝では、全道に先駆けて、「十勝歯科医師会」が「在宅歯科医療連携室」

を設置し、在宅医療の推進を図っているものと承知しているところです。 

 養成については、４８ページの３ 医療従事者の確保・養成の中で、「歯科衛生士」の人

材確保について盛り込んでいきたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。  

以上です。 

 

【議長】 

よろしいですか。 

 

【Ｆ委員】 

はい。 

 

【稲葉議長】 

６番目ですけれど、Ｇ委員の代理としてＨ委員お願いします。 

 

【Ｈ委員（Ｇ委員 代理）】 

４点、質問という形で述べさせていただきます。 

概要版の３ページで、それぞれ病床機能の区分ごとの必要病床数が推計されています。２０

２５年の必要な病床数については、高度急性期から慢性期まで４，０６７と示されています。

その中で在宅医療に向けた医療や、リハビリ機能に向けた回復期が不足しています。その点

については、急性期病床と回復期病床のバランスが必要という認識が、本編の中で示されて

います。そのバランスをどうしていくのか、今後どのような方策を持って進めていこうとす
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るのかをお伺いします。 

 ２点目は在宅医療ですが、２０２５年の医療需要を４，６００人と見込み、そのうち２，

０１１人が訪問診療を必要としているという推計が出されています。この訪問診療を行う

医師あるいは看護師等の医療スタッフは、今回の病床機能分化の見直しで確保できるのか。

国の方では、急性期病床の看護師の余剰分を訪問看護にシフトする姿を描いていると伺っ

ていますが、北海道はどのように認識されているのかお伺いします。 

 次に在宅医療を進めるにあたり、中心となるのは、かかりつけ医であるといわれています。

かかりつけ医については、患者さんが身近な生活圏域のみならず、遠くから、町村をまたい

で他の地域から集まってくる状況になっています。訪問診療を行うにあたり市町村に渡る

連携が必要となっており、在宅医療の推進にあたって、北海道はどのような支援を考えてい

るのかお伺いします。 

 最後になりますが、地域包括ケアとの関係です。病床機能の分化それから地域包括ケアは

車の車輪です。しっかりと軸で結ばれることが大切であると考えます。特に退院支援や急変

時の対応とともに、かかりつけ医を中心とした日常の療養支援を今後しっかりと構築しな

ければなりません。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし、尊厳ある終末期を迎えられ

る社会を実現していくため、この構想の中に課題は示されています、方向性も一部示されて

いますが、今後地域医療構想の中でその具体的な方策、例えば誰がどれだけの財源を持って

進めて行くのか、その辺を示すべきと考えますが、北海道の認識を伺います。以上の４点を

お願いします。 

 

【議長】 

ありがとうございました。ただいまの４点について、事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

御意見ありがとうございます。 

１つ目から回答させていただきます。本編の３５ページの「策定後の実現に向けた取組」

については、毎年度病床機能報告による集計数と圏域の地域医療構想の必要病床数につい

て、調整会議や専門部会を活用して医療機関同士の自主的な取組として、将来の目指す医療

内容について検討を行っていただきたくことが、まず第一です。これについては、毎年毎年

病床機能報告とそれに基づいての取組を行いながら、最終的な部分としては、例えば自主的

な取組だけでは進まない場合には、７０ページに記載のとおり、病床機能については、公的

医療機関には命令、若しくは公的医療機関等以外の医療機関にあっては要請をすることな

ど必要なことを検討するとしています。 

 ２つ目について、在宅医療についての御意見ですが、２０２５年の在宅医療の数字につい

ては、訪問診療については、毎日訪問することが求められているものではないことが、一つ

大きなポイントです。訪問看護については、十勝圏域でも移動時間についての課題などがあ
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り、市街地での高齢者住宅の確保などを行っていく必要があると考えていますが、その中で

専門部会の中でも今後訪問看護サービスの充実を考えている医療機関もあり、今後１０年

後の医療需要に向けて、必要なサービスの確保に努めてまいりたいと考えています。 

３つ目ですが、訪問診療を行うにあたり市町村に渡る連携が必要という御意見ですが、慢

性期の専門部会の意見の中でも、在宅医療に関しては、在宅を実施している先生が少ないこ

とが現状としてあり、医師の確保が難しい中、なかなか困難な問題ではありますが、４５ペ

ージに記載のとおり、医療従事者の知識と理解を深めるための医師等を対象とした研修会

を開催するなどして、訪問診療の普及に努めてまいりたいと考えております。 

 最後については、国においては、平成３０年度から始まる第７次医療計画及び第７期介護

保険事業計画の中で、地域医療総合確保基金を活用して、在宅医療・介護施設等を着実に整

備していくことを示しており、その方法としては、平成３０年度以降は、「在宅医療の推進

に関する事業」「介護施設等の整備に関する事業」について、サービス量を都道府県の医療

計画と介護保険事業計画に明記することになっています。 

 よって、この度の地域医療構想は、第６次医療計画は平成２９年度までのものですが、た

だし、今回の必要な病床量については、２０２５年度までの期間という位置付けであります。

第７次医療計画の策定年度は平成２９年度からを予定しており、御意見等については、次期

の第７次医療計画及び第７期介護保険事業計画の中で、その方策を示すことになりますの

で御理解をいただきたい。以上でございます。 

 

【議長】 

よろしいですか 

 

【Ｈ委員】 

医療の病床については、２０２５年を目指した具体的な取組ということで、それ以外の部

分については、第７期の計画に基づく取組でということでありました。在宅医療について、

市町村は平成３０年の４月までにスタートさせなければならないということが、国から言

われていますので、実際の現状に合わせた対応をお願いします。 

 

【議長】 

ただいま、あらかじめ協議事項の②について御意見、御質問のありました６名の委員から 

最初に御質問を受けました。それ以外の委員の皆様、何かありましたら御質問をお受けしま

すので、いかがでしょうか。 

 

【Ｉ委員】 

短い時間にも拘わらず、山本技監を中心とした方々の真剣な取り組みにより、今後の議論

の中で重要な位置づけとなるたたき台が創り上げられました。私達の進むべき方向性があ
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る程度見えてきたのではないかと考えております。しかし PDCAサイクルは誰が回すのか、

どのように回してゆくのかを考えるとき、大変大きな障壁を避けて通るわけには行かない

ことに気づきます。現状の病床数より急性期、回復期、慢性期を合わせて 500 床以上の病

床数を削減しなければ、地域医療構想に沿った地域完結型の医療・介護提供体制は構築し得

ません。それが「たたき台」が示しているところです。公的保険を基盤とする医療・介護と

はいえ、病院の８０％は民間の事業組織であり、公立病院は新公立病院改革の嵐の中で呻吟

しております。この中で公的、民間を問わず事業組織としての利害調整を図ってゆかなけれ

ばなりません。昨年の 9月 16日に「地域連携推進法人」が参議院で可決しました。岡山県

では大学病院を中心に日赤、市民病院、労災病院など 6つの公立・公的病院が参加し今回の

「地域医療構想」の受け皿作りに取り組んでガバナンスの形成を図っています。十勝におい

ても岡山の医療・介護提供体制の実情とは異なるものの、十勝の実情に合った「受け皿」作

りを検討して行かなければならないと思います。従って、この「受け皿」作りは「地域医療

構想」の策定を図った後、展開される「調整会議」においては益々重要なものとなると思い

ます。 

 

【議長】 

はい、ありがとうございます。あといかがでしょうか。よろしいですか。 

十勝区域の地域医療構想の素案について議論をしていただき、概ね了解をいただけるので

あれば、それをもとに、具体的なところはもう少し詰めなければいけませんが、年度内に案

として承認していただくということが、今日の調整会議の大きな目的でした。 

 今出された、いくつかの意見を踏まえて、提案事項等については案に補足するような形で

入れながら、後は私議長、事務局とで相談しながら、この案をまとめあげるということで進

めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（委員の皆様から「異議なし」の声） 

 

ありがとうございます。このように進めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

それでは、続きまして協議事項の３番目 地域医療構想策定後の取組について(案)について

事務局からお願いします。 

 

 

＊事務局より 資料４－２ 十勝圏域地域医療構想区域検討経過、今後のスケジュール(案)

について説明 

 

【議長】 

ただいまの事務局からの説明、スケジュールですが、御意見御質問があればお受けします
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ので、いかがでしょうか。なければ、事務局の提案どおりにさせていただくということで、

御承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

 

（委員の皆様から「はい」の声） 

 

【議長】 

ありがとうございます。それでは、提案のとおり進めさせていただきます。 

今日の会議の一番の目的は、構想の案について皆様の御承認をいただくこと、今後のスケジ

ュールについて御承認をいただくということでしたが、案を立てることが目的ではなく、こ

れからがスタートです。委員の皆様からも多くの意見が出されましたが、これまでの考え方

でいくとたぶん病院がなくなります、それがこの地域にとって一番こわいことであります。

今後の病院の在り方の議論をして考えていけばいいと思います。医療従事者が少ない、病院

の規模が小さい等々ありますが、今後はその場面においてどのようなことを組み立ててい

けば良いのかを考えていただきたい。考えながら、具体的に、この十勝圏の病床数含めて医

療のあるべき姿を、みなさんといっしょにまた調整会議の中で進めていくことができれば

と思います。 

私からの最後の挨拶とします。 


