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平成２９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１２月１４日(木)  １８：３０～１９：４０ 

◯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     大滝 達哉 

（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 

（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 

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 

（代理）                 （総務係長） （前田 貴広） 

（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     小野 信次 

（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） （高木 康弘） 

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）                （統括保健師） （袰岩 由美子） 

清水町                    町長     阿部 一男 

（代理）               （保健福祉課長） （青木 光春） 

芽室町                    町長     宮西 義憲 

 （代理）               （保健福祉課長） （有澤 勝昭） 

中札内村                   村長     森田 匡彦 

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 

池田町                    町長     勝井 勝丸 

（代理）                 （副町長）  （久野 正） 

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 

足寄町                    町長     安久津 勝彦 

（代理）                （福祉課長）  （丸山 晃徳） 

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） 

 

［事務局］ 

 北海道十勝総合振興局             技監     一色 学 

    〃  保健環境部保健行政室       室長     今泉 秀明 

    〃   〃  〃 企画総務課      課長     守屋 誠一 

                    企画主幹兼企画係長  長谷川 信幸 

                     地域医療薬務係長  福島 隆一 

                       専門主任    宮田 孝子 

                        主事     小林 希世美 

                        主事     木村 彩乃 

    〃   〃  〃 健康推進課      課長     合田 真弓 

    〃   〃  社会福祉課主幹兼子ども子育て支援室長  徳田 泰則 

                     主査（保険運営）  辻 倫憲 

 

議長 

議長の、稲葉でございます。 

会議の開催にあたり、一言御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様方には、御多忙のところ、御出席をいただきお礼を申し上げます。 

この会議では、地域における保健医療福祉施策の総合的、かつ、一体的な推進を図るこ

とを目的として、管内の保健・医療・福祉サービスに関する関係団体と行政機関の皆様に

お集まりいただいております。 

先程の技監のあいさつでも触れられていましたが、今年度は、新たに、地域医療構想の

進行管理として、「工程表」を作成することとなりました。 

詳細については、この後、事務局から説明があるかと思いますが、委員の皆様には、地

域医療構想の推進について格別の御協力をお願いいたしまして、私からの挨拶とさせて

いただきます。 

それでは、議事を進めて参ります。 

まずは、議題（１）「地域医療構想推進シート等について」事務局から説明をお願いし
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ます。 

 

＊事務局より 資料 １－１ 国の動き等、１－２ 地域医療構想の推進管理につい

て、１－３ 地域医療構想推進シート（参考例） について説明 

議長 

ただいまの事務局からの説明について、御質問等がありましたら御発言をお願いしま

す。 

なお、御発言をされる際には、所属団体と御名前をおっしゃっていただいてから、お願

いいたします。 

Ａ委員 

議題の（５）で説明されるかもしれませんが、お伺いします。資料の中でアンケートに

基づいて記載するという文言が繰り返し見られますが、このアンケート結果（資料５－

１、後述）を見ますと、集計のみで構成されており、個別の医療機関がどのように回答し

たかは提示されておりません。 

この推進シートは集計上の数字のみで作られていくのでしょうか。それとも具体的な

内容が展開されてシートを作成していくのでしょうか。 

事務局 

今回の会議は公開の場ですので、アンケートの詳細については提示しておりませんが、

今後非公開の場であります各専門部会においてシートの内容を検討しますので、その場

で提供したいと考えております。 

なお、アンケートに「推進シートに医療機関名を公表する場合があります」と記載され

ている項目につきましては、専門部会において提示いたしますが、それ以外の項目につき

ましては、具体的な医療機関名は非公開のままとさせていただきます。 

Ａ委員 

わかりました。 

議長 

ありがとうございました。他に御意見のある方はいらっしゃいませんか。 

それでは、議題の（２）「在宅医療の追加的需要について」事務局から説明をお願いし

ます。 

 

＊事務局より、資料 ２－１ 在宅医療の追加的需要、２－２ 在宅医療（訪問診療）

の追加的需要について（H32,35,37）、２－３ 訪問診療の需要（推計） について説明 

議長 

ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明について、御質問等がありました

ら御発言よろしくお願いします。 

それでは、ないようですので、次の議題に入らせていただきます。 

議題の（３）「公的医療機関等２０２５プランについて」事務局から説明をお願いしま
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す。 

 

＊事務局より、資料３ 公的医療機関等２０２５プラン について説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明について、御質問等がありました

ら御発言をお願いします。 

よろしいですか。それでは、議題の（４）「病床機能報告の結果について」事務局から

説明をお願いします。 

 

＊事務局より 資料４ 病床機能報告の結果 について説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明について、御質問等がありました

ら御発言をお願いします。 

また、病床機能報告の結果から、このような資料が欲しいなどの御要望でも構いません

のでお願いいたします。 

Ａ委員 

 質問ですが、平成２８年７月１日現在のこちらの資料に、許可病床で掲載されていない

病床はまだあるのでしょうか。管内全ての医療機関の許可病床の合計数と捉えてよろし

いでしょうか。 

事務局 

平成２８年度の報告につきましては、２件の病院が法人変更により廃止・新規開設とな

ったため、対象外となりこちらの資料に含まれておりません。その他に５件の診療所が未

報告となっております。 

補足といたしまして、こちらの資料は昨年、平成２８年に報告を頂いた結果ですが、平

成２９年度報告の状況につきましては、未報告をなくすため、現在保健所の方から報告を

頂いていない医療機関に督促を行なっているところでございます。 

議長 

その結果は、次回の調整会議で報告されるということでしょうか。 

事務局 

 平成２９年度の病床機能報告の結果につきましては、来年の８月頃に公表される予定

ですので、来年度の調整会議で報告するということになります。 

議長 

他にはよろしいでしょうか。それでは、次の議題に入らせていただきます。 

議題の（５）「地域医療構想の推進に係るアンケート調査の結果概要について」事務局

から説明をお願いします。 

 

 ＊事務局より 資料５－１ 地域医療構想の推進に係るアンケート調査の結果概要、
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５－２ 地域医療構想の推進に係るアンケート について説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明について、御質問等がありました

ら御発言をお願いします。 

このアンケートの結果などを参考に「地域医療構想推進シート」の（案）を作っていく

ということですが、それを踏まえて、何か御意見・御質問等ございませんか。 

ないようですので、それでは、これから事務局で作成する「推進シート」を基に、まず

は各専門部会に提示し議論を進めていくことといたします。その結果等を踏まえまして、

次回の調整会議で「推進シート」の（案）をお示ししますので、皆様に御協議いただき、

十勝圏域の「推進シート」について合意をする。という流れになるかと思います。そのよ

うなことでよろしいでしょうか。御協力をよろしくお願いいたします。 

先程の資料４のところでもお話ししましたが、病床機能報告のデータからこういった

資料を作成していただきたい等の御要望がありましたら、今日に限らずいつでもよろし

いですので、事務局に御連絡いただければと思います。 

それでは、全般を通して、何か御意見あるいは御要望はございませんでしょうか。よろ

しいですか。 

最後に、議題（６）「その他」に移ります。事務局からよろしくお願いいたします。 

 

＊事務局より 「十勝圏域地域医療構想調整会議設置要綱(案)」 について説明。 

議長 

昨年度、今年３月の調整会議で設置要綱を変更したことは御存知かと思いますが、それ

を再び元に戻すという説明でした。これは全道的に設置要綱の変更について解釈の問題

が色々ありましたので、全道統一で変更前の最初の要綱に戻しましょうということです。

よろしいでしょうか。 

御意見がないようですので、事務局から他に何かありますでしょうか。 

事務局 

その他ございません。 

議長 

それでは、本日の議題が全て終了いたしました。事務局においては、随時必要な情報提

供をお願いします。 

また、次回の調整会議につきましては、時期を検討のうえ、事務局から御案内をいたし

ますので、皆様の御協力を是非よろしくお願い申し上げます。 

それでは、事務局にマイクをお返しします。 

 


