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平成３０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３１年３月１４日(木)  １８：３０～１９：４５ 

◯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 

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 

 （代理）                 （副院長）  （大瀧 雅文） 

（社福）北海道社会事業協会帯広病院      院長     阿部 厚憲 

北海道自治体病院協議会                   

（鹿追町国民健康保険病院長）         院長     白川 拓  

（代理）                  （事務長）  （平山 宏照） 

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 

 （代理）              （法人本部部長）    （栗林 祐子） 

（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）  （橋向 弘泰） 

音更町                    町長     小野 信次 

（代理）           （保健センター事務長）  （谷川 俊仁） 

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）               （保健福祉課長） （尾形 昌彦） 

芽室町                    町長     手島 旭 

 

中札内村                   村長     森田 匡彦 

 （代理）                （住民課長）  （坂村 暢一）  

更別村                    村長     西山 猛 

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

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） 

本別町                    町長     髙橋 正夫 

 （代理）       （本別町国民健康保険病院事務長） （藤野 和幸） 

足寄町                    町長    安久津 勝彦 

（代理）                （福祉課長）  （丸山 晃徳） 

 浦幌町                    町長     水澤 一廣 

  （代理）               （保健福祉課長） （廣富 直樹） 

［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      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 

                        専門員    山田 倫代 

主事     小林 希世美 

                        主事     水口 まりこ 

                        主事      林 至 

主事     木村 彩乃 

 〃   〃  〃  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、御出席をいただき心よりお礼を申し上げま

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、本日は、昨年実施しました、「地域

医療構想に関する意向調査」の結果について情報共有させていただくとともに、平成３０

年度における「地域医療構想推進シート」更新（案）を協議させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

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。 
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それでは、議事を進めて参ります。 

まずは、議事の（１）地域の状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

＊事務局より 資料 １－１ 人口構造の変化、入院・外来患者の受療動向 １－２  

病院・有床診療所の状況 １－３ 疾患別患者推計について説明。 

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）平成２９年度病床機能報告について、事務

局から説明をお願いします。 

 

※事務局より 資料２ 平成２９年度病床機能報告について説明。 

議長 

ただいまの事務局からの説明について、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。 

【医療機関傍聴者】 

資料２の 7 ページと９ページですが、A 病院が２つあり B 病院がないことから、誤り

と思われるので、修正願いたい。 

事務局 

修正させていただきます。大変申し訳ございません。 

議長 

他にありますでしょうか。 

ないようですので、次に、議事の（３）平成３０年度「地域医療構想の推進に関する意

向調査」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３ 「地域医療構想の推進に関する意向調査」結果・概要について

説明。 

議長 

ただいまの事務局からの説明について、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。 

それでは、ないようですので、次に議事の（４）平成３０年度「地域医療構想推進シー

ト」更新（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４ 平成３０年度「地域医療構想シート」更新（案）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、御質問、御意見あればお受けし

ますが、いかがでしょうか。 

Ａ委員 
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10 ページの二次医療圏を越えた広域的な協議を予定していないということですけど

も、3 年くらい前に、移植の関係者の集まりが帯広でありました。 

それまで釧路地域だけだったのが、道東ということで釧路十勝を含めて移植の体制を

作ろうということで、腎移植に関しましては帯広協会病院さん、肝移植に関しましては帯

広厚生病院さんが十勝のセンターということなんですが、道東で実際に、例えば腎移植を

やっているのは市立釧路病院だけということで、自院で今、腎移植で、市立釧路病院さん

に紹介しようとしている患者さんがいるんですけれども、移植に関しては、二次医療圏だ

けではできないので、今後検討課題としてあげられるのではないかというふうに考えて

おります。 

議長 

 ありがとうございます。それ以外はいかかでしょうか。よろしいでしょうか。 

ないようですので、それでは御提案させていただきました、平成３０年度十勝区域にお

ける「推進シート」更新（案）を御承認いただくということでよろしいでしょうか。 

よろしければ拍手をお願いします。（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、この「推進シート」は、平成３１年度以降について

も、調整会議の協議結果を踏まえ、更新させていただきますので、引き続き皆様の御協力

をお願いします。 

次に議事の（５）北海道における「定量的な基準」の考え方について、事務局から説明

をお願いします 

 

※事務局より 資料５ 地域医療構想調整会議の活性化のための地域の実情に応じた

定量的な基準の導入について説明。 

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、御質問、御意見あればお受けし

ますが、いかがでしょうか。 

実はこれ、大変重いテーマでして、地域医療構想は各医療機関さんの思いを中心に協議

しながら、２０２５年のあるべき医療提供体制をどのようにしていくかを議論しており

ますが、昨年６月の国の「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」で地域医療構想の実

現に向けて、ここ２年くらいで具体的に進めるということが、国で決められております。 

そこにおいては、いわゆる公的医療機関、公立医療機関の地域の役割、不採算部門をど

うするか、過疎地の医療提供をどうするか、そういうことをある面では再編などを進め議

論をしたらどうかと述べられております。 

その中の一つとして、事務局からも説明がありましたけれども、入院基本料の考え方で

急性期・回復期・慢性期という資料を出しますよというようになっております。 

その扱いについては、気をつけなればなりませんけれども、その具体的な数字が、これ 

からこの会議でも出てきて、議論を進めるに当たっての一つの資料になるということで

すので、これまで医療機関さんも今後を見据えて取り組まれておりますが、更にもう少

し、もう一歩進んで取り組んでほしいという一つの表れではないかと思っておりますの

で、皆様におかれましてもどうぞよろしくお願いいたします。 

その他、いかがですか。よろしいでしょうか。 
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ないようですので、次に（６）その他について、事務局から説明をお願いします 

 

※事務局より 資料６ 北海道地域医療総合確保基金活用実績について説明。 

議長 

ありがとうございます。ただいまの説明について、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、この議事につきましては、これで終了いたします。 

全体を通しまして、何か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、本日の御意見等を踏まえ、次年度以降の調整会議で協議させていた

だきます。 

それでは、これで事務局にお返しします。 

事務局 

議長におかれましては、長時間の会議の進行、大変ありがとうございました。 

また、遅い時間にもかかわらず、最後まで御出席いただきまして、ありがとうございま

した。 

なお、本日ご指摘いただきました、資料２の医療機関名の誤りにつきましては、訂正し

た資料をご用意いたしましたので、２枚になりますけれども、お手数ですがお帰りの際、

受付の方でお受け取りくださいますようお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の平成３０年度第２回十勝圏域地域医療構想調整会議を終了

させていただきます。 

お帰りの際は、正面玄関が開いておりますので、御利用ください。 

本日は、誠にありがとうございました。 

 


