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平成２８年度十勝圏域地域医療構想調整会議議事録(要旨) 

◯日 時： 平成２９年３月２日(木)  １８:３０～２０：００ 

◯場 所： 北海道十勝合同庁舎 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 

更別村国民健康保険診療所           所長     山田 康介 

（代理）                 （事務長）  （佐藤 敬貴） 

（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   樋渡 雅一 

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 

上士幌町                   町長     竹中 貢 

（代理）                （副町長）   （千葉 与四郎） 

鹿追町                    町長     吉田 弘志 

（代理）                （副町長）   （松本 新吾） 

清水町                    町長     高薄 渡 

（代理）               （保健福祉課長） （細野 博昭） 

芽室町                    町長     宮西 義憲 

更別村                    村長     西山 猛 

大樹町                    町長     酒森 正人 

（代理）     （大樹町立国民健康保険病院事務長）  （伊勢 厳則） 
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広尾町                    町長     村瀨 優 

幕別町                    町長     飯田 晴義 

（代理）               （住民福祉部長） （境谷 美智子） 

池田町                    町長     勝井 勝丸 

豊頃町                    町長     宮口 孝 

（代理）               （福祉課主幹）  （千葉 孝二） 

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 

 

［事務局］ 

 北海道十勝総合振興局             技監     立花 理彦 

    〃  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 

                    企画主幹兼企画係長  長谷川 信幸 

                     地域医療薬務係長  村松 隆広 

                        主任     宮田 孝子 

                        主任     須甲 いずみ 

                        主事     小林 希世美 

    〃   〃  〃 健康推進課      課長     大岩 敦子 

    〃   〃  社会福祉課主幹兼子ども子育て支援室長  徳田 泰則 

    〃  地域創生部地域政策課       主幹     久々江 秀範 

    〃                  市町村係長   菊地 千尋 

    〃                   主任     渡邉 博重 

 

議長 

帯広市医師会の稲葉です。 

会議の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様方には、御多忙の中、出席をいただきお礼を申し上げます。 

先ほど、立花技監の御挨拶にもありましたが、昨年北海道の地域医療構想が告示され、

当圏域の地域医療構想も成案となりました。 

今後は、高齢者の方々が、医療や介護が必要な状況になっても、できる限り、住み慣れ

た地域で安心して生活が継続できるような切れ目のない医療及び介護を提供していくた

めに、医療機関、市町村及び関係機関の皆様と、より一層の連携を図りながら、地域の医

療提供体制の充実を進めていく必要があろうかと思います。 

本日は、委員の皆様の活発な御発言をお願いし、私からの挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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それでは、早速ですが、次第に従い、会議を進めさせていただきます。 

まず、議事の３の（１）十勝地域医療構想調整会議設置要綱及び同専門部会運営要領の

一部改正について、事務局から説明をお願いします。 

 

＊事務局より 資料１－１十勝圏域地域医療構想調整会議設置要綱及び同専門部会運

営要領の一部改正について(案) 資料１－２十勝圏域地域医療構想調整会議設置要綱

(案)資料１－３十勝圏域地域医療構想調整会議専門部会運営要領(案) を説明。 

議長 

ありがとうございます。これは、委員の皆様の承認事項ですので、御意見御質問があれ

ばお受けします。なお、発言される際には、所属団体とお名前をおっしゃっていただいて

から、お願いいたします。 

この資料１－１の、主な変更点が記載されているところが、一つのポイントになると思

います。これまでは議長の私が、いろいろ総務から司会から色々なことをしていたのです

が、今度は振興局長がそれにかわってやりますということが、大きなポイントになりま

す。いかがでしょうか。 

（委員の皆様から、「ありません。」の声） 

 

１の十勝圏域地域医療構想調整会議設置要綱及び同専門部会運営要領の一部改正につ

いての案を、提案どおり御承認いただくということでよろしいでしょうか。よろしければ

拍手で御確認をお願いします。 

    （委員の皆様から拍手） 

 

ありがとうございます。提案どおり承認されました。事務局におかれましては、改正に

係る事務手続きを進めてください。 

 次に、（２）の報告事項に移ります。ア「北海道地域医療構想」の策定について、イ 

次期「北海道医療計画」の策定について、ウ「介護保険法等の一部を改正する法律案」に

ついて、事務局から一括して説明をよろしくお願いします。 

 

＊事務局より、 

ア 資料２『北海道地域医療構想』の概要、 

イ 資料３－１医療提供体制の確保に関する基本方針等に一部を改正する件（案）につ

いて 資料３－２次期「北海道医療計画」の策定について（国の動き） 資料３－３

医療・介護の体制整備に係る協議の場の役割等の整理 

ウ 資料４地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

案のポイント について説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの報告事項のア、イ、ウにつきまして、委員の皆様か
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ら御意見御質問を受けたいと思います。いかがでしょうか。     

よろしいですか。なければ、引き続き報告事項のエ 平成２７年度病床機能報告制度の

結果について、オ 急性期・回復期・慢性期専門部会の報告について カ 在宅医療の推

進について、キ 地域医療介護総合確保基金事業（医療分）について、改めて事務局から

説明をお願いします。 

 

＊事務局より、 

エ 資料５－１医療機能別病床数の比較(2015 2021 2025) 資料５－２病床機能報

告制度による医療機能別の病床数（許可病床ベース） 資料５－３病床機能報告制度

による医療機能別の病床数（許可病床ベース・６年後との比較） 資料５-４病床機能

報告制度による医療機能別の病床数（許可病床ベースと稼働病床ベースの比較） 

オ  資料６平成２８年度十勝圏域地域医療構想調整会議各専門部会の開催結果 

カ 資料７－１在宅医療専門部会（兼多職種連携協議会） 資料７－２在宅医療・介護

携推進事業(介護保険の地域支援事業、平成２７年度～)  資料７－３平成２８年度の

取組概要について 資料７－４「在宅医療にかかる実態調査の集計」（平成２８年１

０月１日現在）」 資料７－５十勝管内在宅医療実施機関一覧表（平成２８年１０月１

日現在） 資料７－６保健所が把握している主な十勝管内の医療と訪問看護の状況

（平成２７年度現在） 

キ 資料８－１地域医療介護総合確保基金  資料８－２平成２８年度地域医療介護総

合確保基金の概要  資料８－３地域医療介護総合確保基金を活用した主な事業の実

績 について説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまエからキまで説明がありましたが、皆さんからの御意

見、御質問いただきたいと思います。 

Ａ委員 

在宅医療について２点質問します。 

一つは、「資料７－４ 在宅医療に係る実態調査の集計」の問１１のアンケートで、訪

問診療登録患者数が１，８９９人、１日最大訪問診療対応患者数６４２人となっています

が、これは今訪問診療で診られている人数ということですか。 

事務局 

はい、そうです。この調査をしたときの実態についてお答えいただいています。レセプ

トについては平成２８年９月の１ヶ月分、また、調査時点の状態で１日に最大何人の方が

受けられるかを聞いた結果となっています。 

Ａ委員 

医療の需要や供給を考える時に、どのくらいの患者さんが在宅医療を必要としている

のか、在宅医療の供給力がどれぐらいあるのだろうか。十勝の病院、診療所で在宅医療に

ついてどれくらいのキャパシティがあるのか。そこをきちんと見ていかないと、なかなか
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ベッドと同じように科学的な計画ができないと考え、今後の課題ではないかと思ってい

ます。 

もう一つ、今回の在宅専門部会で窓口を保健所に統括すると聞いたのですが、国が言っ

ているのは、住民からの相談は原則地域包括支援センターで相談を受けなさい、あとは包

括支援センターの相談窓口として、いわゆる仮称ですけれども、「在宅医療・介護連携支

援センター」を立ち上げて行っていくと認識していたのですが、十勝の場合は、立ち上げ

る方向なのか、または、これを立ち上げないで保健所でこの業務を行っていくということ

なのか、教えていただきたいのですが。 

事務局 

入退院時の連携のしくみづくりに関しては、うまく軌道するまでは保健所が中心とな

って進めていきますという説明をさせていただいておりまして、今、先生がおっしゃっ

た、在宅医療介護連携に関する相談支援の窓口というのは、それぞれの市町村に置かれる

ものになるかと考えています。 

Ａ委員 

わかりました。国が言っている在宅医療・介護連携支援センターは、郡市医師会などに

委託する。ただし、各町村の包括支援センターに設置することも可能という言い方もして

います。町村ごとでなくても良いとは思うのですが、それについては今後ぜひ議論を重ね

ていただければありがたいと思います。 

議長 

よろしいですか。ありがとうございます。 

それ以外に何か御意見御質問のある方はいらっしゃいますか。 

ただいまオで報告がありました各専門部会の座長さんが、今日いらしていますけれど、

急性期部会のＢ委員、座長として追加することは何かありますか。 

Ｂ委員 

いいえ、特にありません。 

議長 

回復期専門部会のＣ委員、何か追加することはありませんか。 

Ｃ委員 

いいえ、ございません。 

議長 

あと、いかがでしょうか。先ほどＡ委員からもお話がありました、次年度に向けて在宅

の専門部会での動向を見ながら、また、各市町村の中でどのような体制を取っていったら

良いのか、具体的に議論していったらいいかと思います。 

Ａ委員 

基金の説明で、ビデオ会議システムについてお話がありましたが、十勝のような広域な

ところでは有用なシステムだと思います。私たちの医師会でもこういうシステムがあれ

ば、時間をとらずに会議ができます。テレビ会議システムは高価です。ぜひどこかで作っ
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てうまくシェアができると非常に効率的なので、どなたか考えてみていただけるとあり

がたいと思います。 

議長 

次に、クの報告事項、新公立病院改革プランの策定状況について、事務局からお願いし

ます。 

 

＊事務局より、資料９－１新公立病院改革プランの概要 資料９－２新公立病院改革

プランの策定の取組状況 について説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、委員の皆様から御意見御質問を

お受けいたします。いかがでしょうか。 

Ｄ委員 

資料２の１９ページについてです。先ほどＡ委員からも在宅医療と訪問診療の話があ

りましたが、１９ページの一番下の表の在宅医療等の説明で、医療需要について、在宅医

療等４，６００人、うち訪問診療２，０１１人と載っております。この推計について、必

要だという根拠や考え方についてお聞かせいただきたいと思います。 

事務局 

在宅医療の数値につきましては、まだ、国から圏域ごとの算出根拠についてはブラック

ボックスであり、具体的なものは示されていないというのが現状でございます。要素とし

ましては、純粋な在宅以外の例えば入所施設である、老人保健施設、特別養護老人ホーム

も含まれている数字となっておりまして、イメージ的な在宅医療とはちょっと違うとい

うことが言えます。これにつきましては、この地域医療構想自体が１０年後の目標値でご

ざいますが、御指摘のとおりその数値が明らかにならないと、市町村においては、具体的

な推進方策等を検討できないため、早急に示していただきたくよう道本庁に要請をして

参ります。 

Ｄ委員 

わかりました。 

議長 

よろしいですか。 

Ａ委員 

十勝の場合はおそらく全国的な条件よりも、在宅を必要とする方が増えると思います。

公共交通機関がないこと、また、非常に広い地域に病院が点在しているだけではなくて、

患者さん自体も点在しているため、通院が困難になる方が多くいます。訪問診療では医療

費が非常に多くかかってしまい、保険料もかかるため患者さんの負担も増えます。私のと

ころでは、月に何十人も訪問する時間がないため、６０人くらいの方に送迎サービスを行

っています。送迎サービスがあれば、通院できる人が少なくありません。十勝で在宅医療

を考えるときに、全部が訪問ということではなく、適切な通院の支援を自治体においてで
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きないのかを考えていくことも大切だと思います。 

議長 

ありがとうございます。あと、いかがでしょうか。ただいまの報告事項のアからクま

で、一括して行いましたけれども、振り返ってみまして何か、どの報告でもよろしいで

す、御意見御質問受けたいと思っております。よろしいでしょうか。 

ないようですので、それでは（３）の協議事項に入らせていただきます。今後の十勝の

地域医療構想の進め方について、事務局から説明よろしくお願いします。 

 

＊事務局より 資料１０－１今後の十勝圏域地域医療構想調整会議等の進め方（案）資

料１０－２十勝圏域地域医療構想推進に向けた想定スケジュール について説明。 

議長 

ありがとうございます。事務局からの２０２５年にむけての十勝での今後の進め方に

ついて、基本的な考え方が示されましたけれども、ただいまの説明に対しまして、委員の

皆様御意見御質問があれば、よろしくお願いします。 

Ｄ委員 

１０年間の構想の、例えば半期ぐらいで、実態と合っているのかどうか見直し等は予定

されていないのでしょうか。国や、北海道についても同様ですが。 

事務局 

もともとの地域医療構想の策定につきましては、医療需要に基づいて病床数の算定を

していますが、それにつきましてはコンクリートではないと聞いております。ですから、

病床数については、医療需要が変化する場合には見直しというのも考えとしてはあると

思います。 

議長 

国が出した数字だけが一人歩きしているような印象がありますが、私自身としてはこ

の数字は数字としてただ置いておいて良いと思っています。そうではなくて、その地域の

実態・実情に応じたものを、皆さんが出し合って進めていく。在宅や医療需要も含めて、

住んでいる私たちが一番身近で感じているのですから、具体的にビジョンをお互いに出

し合って、各々の医療機関、診療所等を含め議論していくのがこの会だと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

この会議はずっと毎年続いていきますが、協議を進めていく上で、何か新しいこういう

データがあったらいいとか、あるいはこういう資料が欲しいとか、そのような要望があり

ましたら挙手をお願いしたいと思います。 

よろしいですか。もしまた何かありましたら、事務局の方にお願いいたします。 

 

それでは、ただいまの協議事項になりますが、今後の十勝の地域医療構想の進め方、事

務局の提案どおり承認いただければ、ぜひ拍手でお願いしたいと思います。 

（委員の皆様から拍手） 
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ありがとうございます。提案どおり承認されました。今後の進め方につきまして、また

事務局とも相談しながら進めさせていただきたいと思います。 

 

こちらで用意した議事は以上ですけれども、それ以外に何か委員の皆様から意見がご

ざいましたらお受けいたします。よろしいですか。 

 

ないようですので、最後になりますが、今の意見を踏まえまして、十勝の医療、介護の

現状を把握して、今後の１０年、２０年、町がありそこに住む方がいるわけですので、そ

の方達の医療や介護をしっかり守るのが私たちだと思っております。そのためにも、例え

ば先ほどの公立病院改革プランがありました。公立病院を持たれている町村さんにおか

れましては、ぜひ行政とその医療機関がお互い忌憚のない意見を交わしながら、あるべき

姿を整えて行って欲しいと思いますし、公立病院のない市町村におかれましても、その地

域の基幹病院の医療機関とぜひ膝を交えながら、どのようにしてその医療、介護を作って

いくかを、よく議論しながら進めて行っていただければと思っています。場合によって

は、その地域で十分なものが補えなければ近隣の町村とも協議するとか、あるいは医療機

関同士の連携を含めて考えていくとか、そのような考え方で、この地域の医療、介護を守

っていければと思っておりますので、引き続き御協力等お願いしたいと思っております。 

それでは、事務局にマイクをお返しいたします。 

 


