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平成３０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３０年６月７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     光 恵子 

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 

特定非営利活動法人北海道病院協会 

（社会医療法人北斗 北斗病院理事長）     常務理事   鎌田  一 

特定非営利活動法人北海道病院協会 

（医療法人社団博愛会開西病院 理事長）    常務理事   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）               （保健福祉部長） （堀田 真樹子） 

音更町                    町長     小野 信次 

（代理）               （保健福祉部長） （重松 紀行） 

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     𠮷田 弘志 

（代理）                （福祉課長） （佐々木 康人） 

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）                 （副町長）  （齊藤 明彦） 

中札内村                   村長     森田 匡彦 
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 （代理）                 （福祉課長） （高島 啓至）  

更別村                    村長     西山 猛 

 （代理）             （保健福祉課長補佐）  （吉田 学）  

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） 

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） （合田 利信） 

池田町                    町長     勝井 勝丸 

（代理）                 （副町長）  （村田 政宣） 

豊頃町                    町長     宮口 孝 

（代理）               （福祉課主幹）  （小山 嘉勝） 

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 

 浦幌町                    町長     水澤 一廣 

［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     岡本 敏博 

    〃      〃           主任技師    伊谷 公男 

〃   〃  〃 企画総務課          課長     守屋 誠一 

                    企画主幹兼企画係長  留田 稔之 

                     地域医療薬務係長  福島 隆一 

                        主事     小林 希世美 

                        主事     水口 まりこ 

                        主事      林 至 

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。 

本日は委員の皆様方には、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、地域医療構想の実現に向け、協議す
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べき事項を示し、その進行管理を目的とした、「地域医療構想推進シート」（案）を事務局

において作成しております。 

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、委員の皆様におかれ

ましては、地域医療構想の推進について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、議事の（１）「地域医療構想の進め方について」資料は１－１、１－２になり

ますが、事務局から説明をお願いします。 

 

＊事務局より 資料 １－１ 「北海道における地域医療構想の進め方」について  

１－２ 地域医療構想の進め方について（国通知及び道通知）を説明 

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、御意見、御質問ありま

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。 

ないようですので、それでは、議事の（２）「新公立病院改革プランの策定状況につい

て」資料は２になりますが、各公立病院様より御説明いただきたいと思います。 

まず、始めに、士幌町国民健康保険病院様ですが、本日、担当の方が欠席されておりま

すので、事務局よりよろしくお願いします。 

 

※事務局より 資料２士幌町国民健康保険病院様の「新公立病院改革プランの策定状

況について」を説明。 

議長 

ただいまの事務局からの説明について、何か御質問、御意見あればお受けしますが、い

かがでしょうか。よろしいですか。 

ないようですので、次に鹿追町国民健康保険病院の平山事務長様お願いします。 

鹿追町国民健康保険病院 平山事務長 

資料２ 鹿追町国民健康保険病院様の「新公立病院改革プランの策定状況について」を

説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの鹿追町国民健康保険病院様の御説明につきまして、

何か御質問、御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、次に公立芽室病院の大野事務長様お願いします。 

公立芽室病院 大野事務長 

資料２ 公立芽室病院の「新公立病院改革プランの策定状況について」を説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの公立芽室病院様の御説明につきまして、何か御質問

御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 
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ないようですので、次に大樹町立国民健康保険病院の伊勢事務様お願いします。 

大樹町立国民健康保険病院 伊勢事務長 

資料２ 大樹町国民健康保険病院の「新公立病院改革プランの策定状況について」を説

明。 

議長 

 ありがとうございます。ただいまの大樹町立国民健康保険病院様の御説明につきまし

て、何か御質問、御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

 ないようですので、次に広尾町国民健康保険病院の渡辺事務長様お願いします。 

広尾町国民健康保険病院 渡辺事務長 

資料２ 広尾町国民健康保険病院の「新公立病院改革プランの策定状況について」を説

明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの広尾町国民健康保険病院様の御説明につきまして、

何か御質問あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、次に十勝いけだ地域医療センターについて、池田町の辻保健福祉課

長様お願いします。 

池田町 辻保健福祉課長 

資料２ 十勝いけだ地域医療センターの「新公立病院改革プランの策定状況について」

を説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの十勝いけだ地域医療センター様の御説明にきまし

て、何か御質問、御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、次に本別町国民健康保険病院の藤野事務長様お願いします。 

本別町国民健康保険病院 藤野事務長 

 資料２ 本別町国民健康保険病院の「新公立病院改革プランの策定状況について」を説

明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの本別町国民健康保険病院様の御説明につきまして、

何か御質問あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、最後に足寄町国民健康保険病院の林事務次長様お願いします。 

足寄町国民健康保険病院 林事務次長 

資料２ 足寄町国民健康保険病院の「新公立病院改革プランの策定状況について」を説

明。 

議長 
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 ありがとうございます。ただいまの足寄町国民健康保険病院様の御説明につきまして、

何か御質問、御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。  

 ないようですので、以上で、「新公立病院改革プランの策定状況について」御説明をい

ただきましたけれども、全体を通して何か御意見があればお受けいたしますが、何かあり

ますでしょうか。 

A 委員  

国の方で考えている地域医療構想の調整会議の作業自体に対して、クレームがつくよ

うな話となっている。5 月 22 日の「財政諮問会議」において、日本全国で作業に取りか

かっているようだけれども、具体的には 117 くらいの医療機関が統廃合を実際に行った

上で、病床機能分化を行っている。その数字に対して、安倍首相から、これはちょっと遅

すぎるということで、秋頃ぐらい、できるだけ早期にまとめるようにというニュアンスの

発言がなされた。 

今、各市町村の方々からお話を伺いまして、決して遅れているわけではないけれども、 

現実問題としては、2025 年に向けた体制づくりをしていくためには、相当急いでいかな

ければならないと私自身感じております。 

今回、広尾町さんと連携しながら、連携と言いましても踏み込んだ連携をやっていかな

いとなかなか答えがでてこない。先ほどお話したような事例の中で、一点申し上げたいと

思いますのは、地域の中では、３つくらいの医療機関が１つになって病床の効率化を図る

ためダウンサイズをある程度実現して、社会資源として将来残っていくような見通しを

ある程度立てていかないとなかなか進んでいかないと、各地域の中で言われているとの

話が伝わってきておりますので、ぜひこの十勝の中における再編の話を、皆様の貴重な意

見をお伺いしながら先へ進めていかなければならないと私自身感じております。 

以上でございます。 

議長 

 ありがとうございます。その他何か御意見ありますでしょうか。 

 ないようですので、それでは議事の（３）「公的医療機関等２０２５プランの策定状況

について」資料は３になりますけれど、１ページ目のプランの概要につきましては、昨年

の調整会議で説明させていただいておりますので、今回は省略させていただき、２ページ

目を御覧ください。 

 まず始めに、帯広厚生病院の星事務部長様よろしくお願いします。 

JA 北海道厚生連帯広厚生病院 中島事務次長（代理報告）  

資料３ JA 北海道厚生連帯広厚生病院の「公的医療機関等２０２５プランの策定状況

について」を説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの帯広厚生病院様の御説明につきまして、何か御質

問、御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、次に帯広協会病院の杉林事務部長様お願いします。 

社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 杉林事務部長 
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資料３ 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院の「公的医療機関等２０２５プラ

ンの策定状況について」を説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの帯広協会病院様の御説明につきまして、何か御質

問、御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、次に国立病院機構の長谷田事務部長様お願いします。 

独立行政法人国立病院機構帯広病院 長谷田事務部長 

資料３ 独立行政法人国立病院機構帯広病院の「公的医療機関等２０２５プランの策

定状況について」を説明。 

議長 

  ありがとうございます。ただいまの国立病院機構帯広病院様の御説明につきまして、何

か御質問、御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、次に北斗病院の久保田連携推進部長様お願いします。 

社会医療法人北斗病院 久保田連携推進部長 

資料３ 社会医療法人北斗病院の「公的医療機関等２０２５プランの策定状況につい

て」を説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの北斗病院様の御説明につきまして、何か御質問、御

意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、最後になりますが、清水赤十字病院の大川総務課長職務代理様お願

いします。 

清水赤十字病院 大川総務課長職務代理 

資料３ 清水赤十字病院の「公的医療機関等２０２５プランの策定状況について」を説

明。 

議長 

 ありがとうございます。ただいまの清水赤十字病院様の御説明につきまして、御質問、

御意見あればお受けしますが、いかがでしょうか。 

ないようですので、以上で、「公的医療機関等の２０２５プランについて」説明を受け

ましたが、全体を通して委員の皆様から御意見、御質問あればお受けしますが、いかがで

しょうか。 

ないようですので、議事の（４）「地域医療構想推進シート」（案）について、資料は４

－１、４－２になりますが、事務局から説明願います。 

  

 ※事務局より 資料４－１「地域医療構想推進シート」（案）の概要、資料４－２「地

域医療構想推進シート」（案）を説明。 

議長 
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ありがとうございます。ただいま事務局から、平成 29 年度の十勝区域における「地域

医療構想推進シート」（案）の説明がありました。本日御承認いただけると、道本庁に報

告することとなります。ただいまの説明につきまして、御意見、御質問あればと思います

が、いかがでしょうか。 

副議長 

 今の説明の、３―①のところで、「地域医療連携推進法人に参画する意向を示している 

医療機関はみられない」との説明であったが、本別町国民健康保険病院は、地域医療連携 

推進法人の設置する準備をしている。実際には、やっていないのはわかるのですが、意 

向としては、する意向だということで、推進シートの本文の内容とは乖離がみられるの 

で御説明をお願いしたいと思います。 

議長 

 事務局お願いします。 

事務局 

 先ほどの本別町国民健康保険病院様の御説明にもあったと思いますけれども、将来的

な構想としては、これからこうしたいというのはあるとは思いますけれども、昨年度実施

したアンケート調査によると、そのような記載はございませんでしたので、平成 30 年 3

月時点で作成した「構想推進シート」には反映させておりません。 

議長 

 よろしいですか。 

 その他、ありますでしょうか。 

B 委員 

 先ほどの公立病院改革プランの中にも在宅医療という言葉がかなりでてきまして、今

の御説明の中にも、在宅医療の必要量が平成 37 年に向けて増えていくということが言わ

れていましたが、在宅が増えると、それだけいわゆる口腔ケアの問題ですね。在宅にいる

方の口の中をどうするかという部分が、それだけ必要量が増えると思うのですが、ここの

中に具体的な口腔ケアという言葉はないですが、資料の４－２の５ページに、市町村の介

護従事者の確保等というところで、介護に絞ったのか分かりませんが、歯科衛生士という

言葉がどこにもなく、介護福祉士等の金銭的な補助があるなどの記載はあるが、この中に

歯科衛生士養成に対して市町村で何らかの手当をするという発想はないのか、どうなの

か。もし、ないのであれば、少し検討していただきたいと思っております。     

というのは、今十勝管内、特に公立病院で歯科がある病院がございませんので、結局、

在宅の口腔ケアは診療所の先生が出向いていかなければならないという状況で、やはり

歯科衛生士が小さな診療所、特に地方の場合はいないところが多く、先生一人ではとても

手が回らないので、口腔ケアを頼まれても無理ですというような状況が結構あります。 

なので、歯科衛生士は慢性的に不足していますので、在宅医療の口の中の状態を改善し

ていく最先端に立つのは歯科衛生士なので、そこの確保というのは機を見て注目してい

ただいて、各市町村の方も確保に向けた発想をもっていただければと思っております。 

議長 
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二つあったと思います。まず、一つ目の推進シートの記載について、事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

 5 ページの（３）の記載につきましては、昨年 10 月に行いました市町村様に向けたア

ンケート調査を基に記載させていただいておりますことから、歯科に係る保健の部分に

ついては御意見として伺って、また、毎年のアンケート調査を実施して見直していくこと

になりますので、その際は反映されていくのかなと思います。 

議長 

 よろしいでしょうか。 

二つ目の、B 委員からの要望につきまして、各病院様、各市町村様につきましては、次

年度以降「推進シート」が更新されていきますので、少しでも反映されるよう検討してい

ただければありがたいと思います。 

よろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。 

 ないようですので、それでは、ただいま提案させていただきました、十勝区域における

平成 29 年度の「地域医療構想推進シート」（案）について、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お願いします（拍手を以て承認された。）。 

 ありがとうございます。提案どおり承認されました。なお、お話ししましたけれども

「推進シート」は、今後の調整会議において協議を行い、その結果を毎年更新させていた

だきますので、皆様も引き続き御協力をお願いいたします。 

 それでは、議事の（５）地域医療介護総合確保基金について、資料は５になりますが、

事務局から説明をお願いします。 

 

＊事務局より 資料５ 地域医療介護総合確保基金事業一覧（医療分）【案】を説明 

議長 

 ありがとうございます。ただいまの地域医療総合確保基金の説明について、何か御質

問、御意見あればお受けいたしますが、 

よろしいでしょうか。本日はなくても、もし何か分からないことがありましたら、直

接、事務局にお問い合わせいただければと思います。 

 それでは、議事の（６）その他について、事務局から何かありましたら、お願いします。 

事務局 

 私から一点、ペーパーはございませんが、道地域医療課が主催する「地域医療構想説明

会」の開催について御案内させていただきます。開催日時は、8 月 28 日（火）13 時 30

分から 15 時までの 1 時間 30 分、会場は、この講堂で開催を予定しております。 

この「地域医療構想説明会」の目的ですけれども、本日、御説明しました 5 月 24 日決

定の「北海道における地域医療構想の進め方」についての中で、調整会議は、全ての医療

機関が参加することが難しい場合もあることから、説明会の開催や定期的な意向調査の

実施など、より多くの医療機関の参画が得られるよう工夫しながら進めることとされま

したことから、各医療構想区域内の全ての医療機関を対象とした説明会を開催し、地域医

療構想の理解を深めていただくことを目的として開催するものです。 
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 道といたしましては、これを年 4 回程度するとした調整会議の 1 回としてカウントす

る考えとのことです。 

 説明会の対象ですが、調整会議の各委員の皆様及び管内全ての医療機関となっており

ますが、日中の開催になりますので、代理の方でもかまいません。今申し上げた趣旨か

ら、各機関から 1 名は参加いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 説明会の内容ですけれども、まず地域医療課から「北海道における地域医療構想の進め

方について」の説明、そして道内外の取組事例の紹介、次に当室から、人口構造の変化、

管内の患者の受療動向及び病院、有床診療所の状況などを御説明した後、質疑、意見交換 

を行う予定となっております。 

 後日、改めて文書で御案内させていただきますので、8 月 28 日の説明会への出席につ

きまして、どうぞ御検討いただければと思います。この件につきましては以上でございま

す。  

議長 

 ありがとうございます。地域医療構想については、道内各医療圏において認識度がだい

ぶ違うという結構温度差があるように思います。そのため道では今年度中に各医療圏に

おいて、このような地域医療構想説明会で、改めて各医療圏の医療機関様に、調整会議の

意味であるとか意義を説明して回るということだそうです。 

この圏域では、8 月 28 日の火曜日の午後ということで、昼下がりの時間帯ですが、医

療機関の皆様、是非御参加いただければと思いますので、私からもよろしくお願いいたし

ます。 

 この件について、他に御質問あればお受けしますが、よろしいでしょうか。 

 ないようですので、他に事務局の方から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、全体をとおして御意見あればお受けしますが、何かありますでしょうか。 

C 委員 

 最初の議事に戻るのですが、北海道における地域医療構想の進め方についてですが、か

なり厳しいことが書いてあると思います。 

 構想区域の病床稼働率や非稼働病床などの医療の現状、さらには経営状況等のデータ

を共有しながら、協議を進めていくことと記載されていますが、このようなデータは公開

されていないデータでございますけれど、他にも公開されていないデータはありますけ

れども、これについては道、振興局としては、どういった形で手に入れ使うのか、方法を

含めて、お立場を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

議長 

 事務局お願いします。 

事務局 
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 今、御質問のありましたデータでございますけれど、道本庁の方からも具体的にデータ

を示されているわけではございませんが、先ほどの説明の中でも申し上げましたが、回復

期が足りないと出ている数字は、実態と乖離していると考えられるということですので、

実際の回復期の状況は、どうなのかと思っているところでございます。 

病床機能報告は、病棟単位で選んでしまうので、そこをどのように実態として掴んでい

くかというところの、データを共有しなければならないなと考えているところでござい

まして、まだ、このデータを使えばより正確なものかという考えに至っている状況ではご

ざいませんので、道本庁あるいは他圏域のデータの状況を情報集約しながら、次の専門部

会の時までに考えたいというのが、現在の状況でございます。 

議長 

 私、議長ですので、私見として言わせていただければ、先ほど A 委員からもありまし

たけれども、国はここ 2 年ぐらいのスピード感で、各医療機関の病床を含めての機能の 

分化を本気でやるといっております。 

そのためには、かなりスピード感をもって各医療機関様それぞれ、夢を求めてもだめだ

と思います。こうなるよと、国は示してきています。それに則って、あるいはその一歩二

歩先に行くように、病院さんには考えてほしいなと思っております。 

そうしないと、この地域の病院そのものが減ってしまったり、なくなっていくと、地域

の医療を提供する私たちにとって、非常にきつく辛いものになってしまうと思います。 

 ここ 2 年くらいの間が、一つの勝負になると思っております。それくらいのスピード

感を以て、じゃあ何をもって高速化できるかというデータは、たぶん行政の方では、お持

ちだと思いますので、それぞれの病院さんが、それぞれ自分たちが今後どうしたいか、も

う少し具体的にもって、それを行政の方に持ちかければ何らかのデータを出してくれる

のではないかと、私は思っております。 

 よろしいでしょうか。 

C 委員 

 病床報告は、各病院がこうだと思うことを書いていただければと思います。 

公的医療機関等 2025 プランも公立病院改革プランも、そうじゃないプランも中にはあ

ると思いますけれども、望みを書いている部分もあると思うのですが、ソフトに進んでい

くと、A 委員からもありましたけれども、十勝の中でも医療が難しいエリアが出てこない

かと心配だなと思います。 

もう少し実情を知った上で考えていかないと、10 年後、20 年後はどうなるんだと大変

危惧しているところでございます。 

議長 

はい。ありがとうございます。その他何かありますでしょうか。 

ないようですので、議事はこれで終了いたします。 

事務局から、是非必要な情報をお願いしたいと思いますし、また、次回の調整会議、さ

らには、この圏域では専門部会を開催しておりますので、時期を検討しながら、事務局か

ら御案内いたしますので皆様引き続き御協力よろしくお願い申し上げ、司会を事務局に

お返しします。 
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事務局 

 稲葉議長におかれましては、会議の進行大変ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の調整会議を終了させていただきます。 

 お帰りの際は、お気をつけてお帰りください。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 

 

 


