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北海道外来医療計画（仮称）骨子（案）に対する意見について 

 

番

号 

構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

1 南渡島 16 7 外来医療が偏在している地域においては新規開業しても経営が

成り立ちづらいのではないでしょうか。 

 行政が大胆に財政面でバックアップ（例えば施設・機器は無償

で提供するなど）しないと人口減の現状で開業される医師はいな

いでしょう。ここの記載は「絵に描いた餅」としか考えられませ

ん。 

記載変更なし 

不足する外来医療機能の確保に向けて、各圏域の調整会

議において、地域の実情を踏まえた、具体的な方策の検討

を進めていただくことが重要であり、道としてもそれらの

議論を踏まえた、支援を行っていく考えです。 

2 南渡島 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

第１ 基本的事項（２ 目指す姿） 

・人口減少地域においては、診療所等の医療機関の減少は避ける

ことはできず、新規での開業もほぼ期待できない。また開業し

ても経営的にはやっていけないと思われる。そのような状況の

中でいかに地域として医療を守っていくかが重要である。 

  この姿にかかれている「診療所が比較的少ない地域における

診療従事を促すことを目指す」という部分については、この方

向性自体に無理があるように感じる。いかに都市部と連携して

患者の命を守っていくか、そこをビジョンにする必要があると

思われる。 

 

以上を踏まえた場合 

 

第６ 必要な施策について 

・医療の乏しい地区において、例えば行政が主体となった出張所

的なものを開設、あるいは都市部の医療法人の診療所を開設

（行政のバックアップ必要）し、そこに都市部の医師を派遣す

る、そしてその診療所が地区の拠点として、都市部の医療機関

と連携する等の施策をとっていくのも一案と考える。 

 

記載変更なし 

不足する外来医療機能の確保に向けて、各構想区域の調

整会議において、地域の実情を踏まえた具体的な方策の検

討を進めていただくことが重要であり、ご提案いただいた

ような各圏域で検討された施策を道としてもしっかりと把

握し、必要な支援を行っていく考えです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６－１ 
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番

号 

構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

3 南渡島 全体 

 

医師の働き方改革についての対応が欠けています。このまま医師

が増えなければ、各病院での診療や救急体制を制限する必要が出

てきます。 

二次救急、初期救急を止める病院が出てきます。外来診療を制

限して入院診療にシフトする病院が多くなります。 

 

記載変更なし 

 P.1「計画策定の趣旨」に記載のとおり、今後の人口構造

の変化を見据えた効率的な医療提供体制の構築に向けて

は、急性期機能の集約化や医療機関の再編統合など、主と

して入院医療に関する議論を行う、「地域医療構想」や「医

師の働き方改革」と合わせて「外来医療の在り方」を一体

的に議論し、具体的な取組を進めていくことが重要と考え

ています。 

4 南檜山 16 19  遠隔診療についての規制緩和に関するフォローアップ 

【主にへき地・離島区域】 

遠隔診療の導入が促進されているにもかかわらず、オンライン

診療料算定の要件としての対象疾患、実施方法、実施範囲が限ら

れ、現行は支援を受ける病院の自己負担となっているケースがあ

ります。へき地・離島における不足する診療科を ICT 活用により

補うため、「オンライン診療」等の普及状況を調査・検証し、そ

の結果等を踏まえて、保険診療適用の規制緩和についてフォロー

アップし、外来医療機能の偏在等の解消を図ります。 

記載変更なし 

 へき地や離島など医療過疎地を多く抱える北海道とし

て、毎年度国に対し、各医療機関の役割を踏まえた診療報

酬の見直しを要望しているところであり、引き続き、診療

報酬について、地域の実情を踏まえた評価となるよう要望

していく考えです。 

5 札幌 18 11～ 「第６ 必要な施策２ 効率的な医療機器の活用」において、医

療機器の効率的活用は重要と考えますが、医療機関が医療機器を

購入する場合に地域医療構想調整会議で確認を行うこととされて

いることについて、札幌市保健所では、医療機関が医療機器を購

入する情報の一部しか把握することができません。 

また、札幌圏域では、機器を導入している医療機関が多く、す

べての案件を調整会議で報告することは、市保健所の事務量及び

調整会議の報告事項が膨大になることが想定されます。本体制を

実行するのであれば、上記の課題を解決するための方法を御検討

願います。 

記載変更なし 

医療機器の共同利用については、各医療機関が対象機器

を購入する際に自主的に共同利用の可否等をご報告いただ

くこととしており、報告のあったものについて、定期的に

調整会議において共有いただくこととしています。 
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番

号 

構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

6 後志 1～2 1  外来医療の在り方の議論の視点の基本的事項では、不足する医

療資源の地域偏在が揚げられているが、過剰となっている医療資

源を、将来的な予測する姿に如何に対策するかも重要な視点と思

われる。 

記載変更なし 

 地域に必要な外来医療機能の確保に向け、医療機関間の

役割分担・連携を推進するとともに、診療所が比較的少な

い地域における診療従事を促すための施策として「情報の

整理・発信」を進めることとしており、外来医療ニーズの

状況（疾患、診療内容、受療動向など）など、将来の医療

需要を予測し得る情報なども整理・発信していく考えです。 

 

7 後志 全体  基幹病院が外来に偏重していると医師の疲弊につながり、地方

については開業医の高齢化、廃業になり、医師がいなくなる。移

住できればよいが、できないのが殆ど。 

都市部に行ける一部の人以外の人のためにも、地域に一生懸命

な医師に開業してほしい。薬局は在宅や週４５時間以上開局、夜

間対応等クリアしている。 

 

記載変更なし 

地域に必要な外来医療機能の確保に向け、特に、診療所

が比較的少ない地域における診療従事を促進する観点か

ら、医師会等の関係団体と連携した情報発信や、新規開業

に直接・間接に関わる機会があると考えられる金融機関、

医薬品・医療機器卸売業者、調剤薬局等に対する情報発信

も検討していく考えです。 

 

8 後志 資料 2  資料２ 外来医療の状況 

外来通院患者延数において、病院の方が診療所より多い地域が

みられる。また、その逆もみられる。両者の地域事情の差を鑑み

ると、ひとつの方式で過不足を考えるには、多少無理があると思

える。 

 

 

記載変更なし 

不足する外来医療機能の確保に向けて、各圏域の調整会

議において、地域の実情を踏まえた、具体的な方策の検討

を進めていただくことが重要であり、道としてもそれらの

議論を踏まえた、支援行っていく考えです。 

 

 

 

 



4 

 

 構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

9 中空知 19 

 

 都市部と地方では医療を取り巻く環境が大きく異なる。地方で

開業医が少なく外来機能が低下している原因のひとつは人口減、

患者数減により採算が合わないことで医業継承や新規開業のハー

ドルが高いことがある。地方での外来医療の充実には、どこかが

採算性を担保しなければ無理だろう。 

 

（３）道の取組に、住民の理解を得るために保健所が率先して対

応することを記載する。 

 

記載変更なし 

地域の医療を確保するため、住民の方々が医療提供体制

等について理解を深め、適切な判断が行えるよう、地域で

不足する外来医療機能の確保に向けた取組について、行政

・関係団体が一体となって取り組みを行うこととしていま

す。 

10 北空知 17  計画での必要な施策の中で「不足する外来医療機能等の確保に

向けた支援（地域医療介護総合確保保全基金等を活用した支援）」

を今まで以上に充実した取り組みや財政的な支援も含め、過疎自

治体において、様々な外来医療（医師確保）が円滑に進められる

ような対策を国に対し、要請を行いつつ、新たな支援体制や支援

策を明記できるよう検討いただくようお願いしたい。 

 

記載変更なし 

不足する外来医療機能の確保に向けて、各圏域の調整会

議において、地域の実情を踏まえた、具体的な方策の検討

を進めていただくことが重要であり、道としてもそれらの

議論の状況を踏まえつつ、支援の拡充等検討していく考え

です。 

11 東胆振 20  （かかりつけ医の重要性等） 

いわゆるコンビニ受診について、「緊急性のない軽度の症状で

あっても自分の都合に合わせて安易に救急医療機関の外来を受

診」とされているが、次のような場合も、安易な受診と考えられ

るか。 

・「仕事を休めない」 

・「親・介護者が仕事を休めず子供・高齢者が受診できない」 

 

このようなことも安易な受診と考えられているならば、実態を

調査したうえでのこととはなると思うが、啓発だけでは、時間外

受診を減らすことができないのではないか。 

それぞれの原因を確認し、対処することが必要である。 

記載変更なし 

 限られた医療資源で地域の医療を確保していくために、

地域住民が医療のかかり方について、理解を深めていただ

くなど、地域として医療機関を支える取り組みも重要であ

ることから、道としては、地域住民の意識啓発を図るとと

もに、医療機関を守るための自主的な取り組みを促してい

くこととしています。 
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番

号 

構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

12 日高 5 3 当圏域の医療提供体制は、入院・外来共に圏域内で完結しない

状況にあります。それは地方の他圏域において同じような状況か

と思われます。そのため、３行目の「…高い受給率となっている」

の後に続けて、隣接するに圏域の医療機関と地方病院との連携強

化が必要（重要）であるという、そうした文言を盛り込んだ文章

を追加することによって状況の説明がより正確になるかと思いま

す。 

 

（例） 

外来患者の受療動向は、一部の圏域を除き、高い受給率となっ

ています。なお、完結しない医療については、隣接する圏域との

連携が必要とされています。 

 

ご意見を踏まえて修正します 

 第６の２（２）②において、隣接圏域との連携強化に受

けた取組の必要性について追記しています。 

13 上川 

北部 

17 (4) 地方での開業は生活の保障が必要で公的診療所の委託料がなけ

れば難しいと思う。 

市町村で開業医を誘致する場合では、補助金などで初期投資が

少なくて済むが、その後の経営についてのリサーチが必要。 

既に開業している医師でも苦戦していると思うので先行きは暗

いと思う。 

外来に限らず、僻地での医療を確保するためには、診療報酬に

「僻地係数」として×１．２くらいにしないと、もう成り立たな

いし、個人の開業は期待できないと思う。 

記載変更なし 

 へき地や離島など医療過疎地を多く抱える北海道とし

て、毎年度国に対し、各医療機関の役割を踏まえた診療報

酬の見直しを要望しているところであり、引き続き、診療

報酬について、地域の実情を踏まえた評価となるよう要望

していく考えです。 

14 留萌 

 

全体  人口減少、高齢化を見据えた「かかりつけ医」の確保への取組

と「総合診療医」の増員に重点を置いた計画に期待をしたいと考

えます。 

記載変更なし 

 医師確保施策とも連携を図りながら、地域に必要な外来

医療機能の確保に向け、医療機関間の役割分担・連携を推

進するとともに、診療所が比較的少ない地域における診療

従事を促すための施策を進めていきます。 
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番

号 
構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

15 留萌   【医療機器の共同利用について】 

・ＣＴ及びＭＲＩの 1 台あたりの件数に関して、留萌圏域におい

ては診療報酬を出来高としている診療所とＤＰＣを導入してい

る病院では、医療機器の利用頻度に差が出るのは明らかであり、

単純に利用件数だけで判断するのは危険だと思われる。 

・医療機器を購入する場合に共同利用計画の策定を求められるこ

とになっているが、共同利用に対応できる医療機器を導入する

場合の財政支援についても検討していくべきと考える。 

・留萌地域においては、地域センター病院である「留萌市立病院」

が高価かつ高度な医療機器を所有しているが、経営的に厳しい

運営を強いられている自治体病院にとって、医療機器の購入は

大きな負担となる。 

記載変更なし 

 人口減少が進行する中、医療ニーズを踏まえて医療機器

を有効に活用し、効率的な医療提供体制を構築していく必

要があります。 

 そのためには、地域に既にある医療機器を適切に把握す

ることが重要であり、今回示された「調整人口あたり台数」

を参考としながら、各圏域における議論を進めていただく

ともに、医療機器の共同利用など個々の具体的な取り組み

につなげていただきたいと考えています。 

 また、道としては、効率的な医療提供体制の構築に向け、

地域の中核的な役割を担う、地方・地域センター病院にお

ける共同利用機器の購入費用に対し支援を行っています。 

16 留萌   【医師数や患者数などの指数について】 

・国が都道府県などを対比するために示す人口 10万人あたりの指

数で表されているが、北海道は人口 10万人あたりの指数で単純

に対比するだけでは足りず、面積や距離・移動時間という北海

道特有の問題を考慮した指数で各医療圏域を対比すべきと考え

る。特に外来医療というものに着眼するのであれば、尚更であ

る。 

・今後、人口の減少や高齢化の進行に伴い、面積に対する人口密

度が減少し、さらには免許を自主返納する高齢ドライバーも増

加することが予想され、医療機関への距離的・時間的要素が大

きく変化していくものと思われる。都市部に比べて公共交通が

充実していない地方において、距離と移動時間の制約は非常に

大きな問題である。 

 

記載変更なし 

外来医師偏在指標は、一定の仮定の下、入手可能なデー

タを基に、全国で統一的に算出されるものであることから、

外来医師の過不足を示す絶対的な指標ではなく、外来医師

の偏在の状況を表し得る参考的な指標として捉えることが

適当と考えております。 

 また、外来医師偏在指標には、病院で外来を担当する医

師数や病院の外来を受診する患者数が考慮されていません

が、中には病院が中心的に外来医療を担っている地域もあ

り、こうした地域では、病院と診療所における機能分担の

あり方などについて議論する必要があると考えています。 
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番

号 

構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

17 留萌 19  留萌区域は、偏在の少ない方に属し、外来医療を主とする診療

所の減少がむしろ問題である。当院では、急性期病院として、入

院患者の受け入れなど、その支援をしっかりとしていく所存です

が、今後、医師が確保されない限り、外来機能の拡大は困難と考

えています。 

休日の入院を要しない一次救急の取り組みを広く住民に啓蒙

し、患者誘導を充実してもらいたいと考えます。休日の午前は、

救急外来に多くの軽症患者さんが待っているというのが現状で

す。 

 

 

記載変更なし 

 限られた医療資源で地域の医療を確保していくために、

地域住民が医療のかかり方について、理解を深めていただ

くなど、地域として医療機関を支える取り組みも重要であ

ることから、道としては、地域住民の意識啓発を図るとと

もに、医療機関を守るための自主的な取り組みを促してい

くこととしています。 

18 十勝 (全体)  外来医療は医師だけがいても成り立たず、特に在宅医療などの

分野では多職種ということになっており、その多職種の部分の偏

在というものも同時に解決していかなければならないと思うの

で、そのあたりももう少し考えていただきたい。 

記載変更なし 

 医師確保施策のほか、看護職員や薬剤師等医療介護福祉

の各分野の人材確保施策の取り組みを進めていきます。 

19 十勝 (全体)  診療所の医師や医療機器について記載されているが、診療科目

の偏在というのは検討しているのか。 
記載変更なし 

 診療科別の医師偏在の課題については、現在、厚生労働

省において診療行為と診療科の分類に関する研究等が行わ

れているところです。 

20 十勝 (全体)  病院には複数の医師がいて、複数の医師がいるからその病院と

してのひとつの機能があると考えた場合、地域の医師数だけで割

り出していって、その地域の実情を反映しているのか。 

記載変更なし 

外来医師偏在指標は、一定の仮定の下、入手可能なデー

タを基に、全国で統一的に算出されるものであることから、

外来医師の過不足を示す絶対的な指標ではなく、外来医師

の偏在の状況を表し得る参考的な指標として捉えることが

適当と考えております。 
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番

号 

構想 

区域 
頁 行 意見の内容 道の考え方 

21 十勝 16(2) 情報

発信

4 

計画の中で「調剤薬局」という言葉が使われているが、公式な

文書では「調剤薬局」を使わずに「薬局」という言葉を使ってい

ただきたい。 

ご意見を踏まえて修正します 

22 根室 1～20  別海町では、町立別海病院が一次医療機関として外来診療等を

担っているほか、入院や診療科によっては手術等を行うなど、一

部二次医療機関としての役割も果たしているが、重症患者などは

釧路市内の三次医療機関に搬送しているのが実情です。 

北海道外来医療計画では、外来医療を担う医師や従事者の確保

対策も含め、地域医療の安定に繋げるため、二次医療の医療圏の

区域決定については、根室圏域にこだわることなく、実態に即し

て釧根を１つの圏域として考えていくことが重要であると考えま

す。 

ご意見を踏まえて修正します 

 第６の２（２）②において、隣接圏域との連携強化に受

けた取組の必要性について追記しています。 

23 根室 1～20  地域偏在の解消が大きな課題であり、北海道における理想的な

医療の提供のためには、自治体病院の果たす役割は大きいことか

ら、北海道が先頭に立ち、道内の医育大学、各自治体の首長等を

巻き込んだ本格的な議論を行う必要があると思います。 

記載変更なし 

不足する外来医療機能の確保に向けて、各圏域の調整会

議において、地域の実情を踏まえた、具体的な方策の検討

を進めていただくことが重要であり、道としても調整会議

の活性化や調整会議における議論を踏まえた支援行ってい

く考えです。 

 

 


