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令和元年度十勝圏域地域医療構想調整会議議事録(要旨) 

◯日 時： 令和元年（２０１９年）１０月９日(水)  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           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 

 （代理）                     （副支部長）       （野原 直美） 

十勝社会福祉連絡協議会                 会長          河田 さえ子 

 （代理）                     （事務局長）       （小山 彰夫） 

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 

北海道自治体病院協議会                   

（鹿追町国民健康保険病院長）              理事           林 修也 

（代理）                      （事務長）        （菊池 光浩） 

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 

（社会医療法人博愛会 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 

（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         髙橋 章 

帯広市                         市長          米沢 則寿 

（代理）                     （保健福祉部参事）      （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）                   （保健医療福祉センター長）  （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） 

   鹿追町                         町長               喜井 知己 

   （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） 
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芽室町                        町長         手島 旭 

 （代理）                      （副町長）       （佐野 寿行） 

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）                 （更別村国民健康保険診療所事務長）（酒井 知貴）  

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）（小森 力） 

  広尾町                        町長         村瀬 優 

   （代理）                     （副町長）       （田中 靖章） 

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）                  （福祉課健康係主幹兼係長） （田中 茂） 

足寄町                        町長         渡辺 俊一 

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） 

 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           室長         岡本 敏博 

主任技師        伊谷 公男 

     〃       〃       〃  企画総務課         課長           丹 賢一  

                    健康推進課        課長         合田 真弓 

                    企画総務課    企画主幹兼企画係長     留田 稔之 

                            主事         水口 まりこ 

                            主事          林 至 

主事         鹿野内 雄祐 

     〃      〃    社会福祉課       主幹兼子ども子育て支援室長   掛田 知希 

 

議 長 

議長の稲葉でございます。会議の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日は、大変お忙しいところ御出席いただきありがとうございます。 

この会議では、十勝圏域の地域医療構想の目指すべき姿に向け、病床の機能分化や連携の推

進などについて、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

まりいただき、協議を進めていくところでございます。 

先程の技監の挨拶でも触れられていましたが、本日は、地域医療構想の実現に向け、この圏

域における重点課題（案）の設定や、外来医療計画の骨子（案）について、御説明させていた
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だきますので、よろしくお願いいたします。本来であれば平成 30年度の病床機能報告結果につ

いて報告を差し上げるところですけれども、まだ公表されていないものなので、平成 29年度の

報告資料をもとに、定量的な基準を活用した十勝の病床機能毎の病床数状況について情報共有

させていただくところでございます。詳細は、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申し上げ、私からの挨拶

とさせていただきます。 

それでは３の議事に入ります。 

事務局から（１）重点課題の設定について説明をよろしくお願いいたします。 

 

※事務局より資料１－１「今年度の地域医療構想調整会議の進め方について」、資料１－２「地

域医療構想調整会議における重点課題（案）」を説明。 

議 長 

ありがとうございます。ただいまの説明について、ご質問ご意見等はありますでしょうか。 

ただいま事務局から説明していただきましたけれどもこの圏域における重点課題で、人口構

造、疾病構造を見据えた回復期機能の確保ということに今年度はなっていまして、12 月 15日

に開催される協議会で報告する予定であります。 

無いようですので、次に議事の（２）定量的な基準を活用した際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２「定量的な基準を活用した際の状況」を説明。 

議 長 

ありがとうございます。ただいまの説明について、ご意見ご質問ございましたらお願いしま

す。 

これまでも何回かこの定量的な基準につきましてはマスコミ等々で報道がなされているとこ

ろであり、みなさんもご存じのことだとは思いますけれども、いかがでしょうか。 

 無いようですので、次に議事の（３）北海道外来医療計画（仮称）骨子（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３－１「外来医療計画の方向性について」、資料３－２「外来医師偏在指標

について」、資料３－３「北海道外来医療計画（仮称）骨子（案）の概要について」、資料３

－４「北海道外来医療計画（仮称）骨子（案）」を説明。 

議 長 

ありがとうございます。委員の皆さんからいかがでしょうか。 

A委員 

外来医師偏在指標とありますが、医師だけがいても外来医療は成り立たないと思います。特

に在宅医療の分野では多職種ということになります。その多職種の部分の偏在というのも同時

に解決していかなければ、なかなか難しいことがあると思いますので、そのあたりももう少し

考えていただきたいなと思います。 

もう一点ですが、資料の中で調剤薬局と書かれていますけれども、調剤薬局というものはな

く、薬局というものしかないです。公式な文書であれば調剤薬局という言葉を使わないで、薬

局としていただきたいと思います。 
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議 長 

ありがとうございます。事務局はただいまの意見を報告していただきますようお願いします。 

 他にいかがでしょうか。 

B委員 

 診療所の医師ですとか医療機器に関して記載されておりますけれども、医師には診療科目と

いうものがありますけれども、診療科目に関して、偏在というのが正しいのかはわかりません

がそういった数値は検討されているのでしょうか。 

事務局 

 診療科目につきまして、素朴な疑問として確かにあると思いますけれども、なかなか指標と

して表すことが非常に難しいものでして、例えば精神科の外来医療機能がどれだけ足りないで

すといったものを示すといったことですけれども。一般的には、この計画を思い浮かべるとそ

ういった標榜科、例えば耳鼻科が足りないということが想定されると思いますけれども、そう

いった数字を表すことがなかなか難しいということもあって、この計画には出てきていないと

いうこといなっています。 

議 長 

このような意見があったということで伝えていただければと思います。 

 実際、1 ヶ月くらい前に、北海道医師会から各地域医療構想の議長に各圏域における外来医

療計画に関してなんですけれども、不足する診療科はどのようなものがありますか、というア

ンケートがきております。私のほうでもそれに回答したんですけれども、その辺は追って公表

されると思います。 

 他にいかがでしょうか。どのような意見でもよろしいです。この圏域での、疑問点や要望で

すとか何でも良いです。骨子案ですので、それを事務局から道に上げていってもらおうと思い

ますので。 

C委員 

外来医療計画で地域の医師を対象としている場合、病院には複数の医師がいて、複数の医師

がいるから病院として、ひとつの機能があると考えたときに、地域の診療所というものをただ

地域の医師数だけで割り出していってこの地域の実情を反映しているのかと思うのですがいか

がでしょうか。 

議 長 

これも問題でして、例えば医育大学に所属している先生は、実際は地域の診療所で診療して

いる場合があるわけです。しかし、登録されているのは医育大学がある地域となっているとい

うようにこの数字の出し方そのものに実態と乖離している部分がありますから、問題があると

指摘されている数字であるとは思っております。 

事務局からよろしいでしょうか。このような意見があったということを伝えていただければ

と思います。 

他にいかがでしょうか。行政の皆さんもたくさんいらっしゃっていますので是非お願いした

いのですが。よろしいでしょうか、最後にもう一度質問の時間をとります。 

それでは次に議事（４）地域で不足する外来医療機能等について、事務局から説明をお願い

します。 

 

※事務局より資料 4「不足する外来医療機能及び対応方針（案）」を説明。 
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議 長 

ありがとうございます。ただいまの十勝圏域で不足する外来医療機能及び対応方針について

の事務局の説明についてご意見・ご質問等ありますでしょうか。 

D委員 

表の見方について質問なのですが、1ページのところで、時間外外来施設及び患者数とは、実

際に時間外に対応した医療機関の数ということでよろしいですか。そうすると、１施設あたり

月に平均して割ると３３件時間外の対応をなさるということでよろしいですか。 

事務局 

そうなります。 

D委員 

思ったより多い印象があったので質問しました。以上です。 

議 長 

 他にいかがでしょうか。 

E委員 

在宅医療提供体制の確保ということで、去年くらいからの会議の中で各市町村のほうから、

看護師、介護士などになる方に対する進学支援ということで、各市町村で補助しているという

資料が出ていまして、そのときに歯科衛生士という文言がないということを何度か意見として

言わせていただいたのですが、近々の私の聞いたところではいくつかの町村でその枠を広げて

いただいて、歯科衛生士専門学校に通う学生も含むという形に変えていただいた町村もあると

お聞きしております。ですので、それ以外の町村の方もその辺り検討していただいて、診療体

制のマンパワーの部分で歯科衛生士の確保ということで御協力いただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

議 長 

 他にいかがでしょうか。 

A委員 

在宅医療の現状・課題のところで解釈を教えていただきたいのですけれども、数字をいくつ

かあげていただいて、微増ということで推移しているということなのですが、これは今の十勝

では、足りているという意識なのでしょうか。将来的に足りなくなるという意識なのでしょう

か。それとも、掘り起こされていないニーズがあるけれども、現状の数字にはなっていないと

いう意識なのかということを聞きたいと思っています。 

事務局 

後ほど回答・報告させていただきます。 

議 長 

他にいかがでしょうか。 

 この不足する外来医療機能及び対応方針（案）については提案事項ですので、これでご承認

いただけましたら道のほうに報告する案件となっておりますので、是非ご意見等あればと思っ

ておりますが、よろしいですか。 

 それでは無いようですので、事務局の説明（案）についてご承認いただ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。ご承認いただいたということで進めてまいります。 
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それでは続きまして議事（５）令和元年度地域医療総合確保基金の事業計画について、事務

局より説明願います。 

 

※事務局より、資料５－１「病床機能分化・連携促進基盤整備事業費補助金 事業計画書」、

資料５－２「患者情報共有ネットワーク構築事業 事業計画書」を説明。 

議 長 

ありがとうございます。ただいまの説明についてご質問等お受けいたしますがいかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

 無いようですので、全体を通してご意見ありましたらお受けいたしますがいかがでしょうか。 

F委員 

何点かご質問させていただきたく思います。一点目ですが、一部メディアで報道されており

ますが、統廃合をベースにした検討がなされている具体的対応方針に関しては、来年の 2020年

9 月まで提出が猶予されます。しかし、統廃合をベースにした検討がなされていないものに関

しては、来年 2020年 3月までに提出するものとする。この様な報道がなされていますが、その

様にとらえて宜しいのでしょうか。 

事務局 

先月国から示された、公表リスト等に関することだと思いますけれども、今現在、本庁のほ

うで国に対して詳細なデータについて提供して欲しいという照会をしているところですけれど

も、まだ来ていないという状況なものですから、実際に分析をするというのは、これからとい

うことになります。また、統廃合を含む場合は来年の 9月まで、含まない場合は 3月までの報

告とされているところですけれども、それについても今後、道のほうから指示が来る予定とな

っております。 

F委員 

ありがとうございます。2点目ですが、最近減少傾向にある日本の全病院数は 8500弱と言わ

れています。その中で大凡、民間病院が 80％、公的・公立病院は 20％と理解されております。

しかし、地域によっては異なりますものの、公的・公立病院による、大幅な規模の変動を伴う

対応計画が構想された場合、その地域の医療市場は変容してしまいます。その様な場合、どの

ように考えてゆくべきなのか、御意見を伺いたく思います。 

事務局 

民間の医療機関につきましても、国の方ではデータを整理していくということでこちらの方

には伝わってきていますけれども、実際にどのような形で出てくるのか、また、その時期はい

つなのかというのが今現在全くわからない状況でありまして、ある程度そのデータが示された

時点で十勝圏域の地域医療構想調整会議におきましても議論をしていくことは必要だと考えて

おりますので、それまでしばらくお待ちいただきたいと思います。 

F委員 

ありがとうございます。最後にもう一点申し上げておきたいことがございます。この十勝圏

域地域医療構想調整会議がスタートするときにも議論になっておりましたが、この様な、ある

意味政策的に深い変更を伴う課題に対しては、組織のガバナンスの確立が大切になってくると

思います。たとえば地域連携推進法人などのようなものです。しかし、全国で先進事例もあり

ますが必ずしも全てが成功事例とはなっておりません。そこにおいては、十勝の医療市場に適

したものが目指さなければならないと思います。 
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議 長 

 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

D委員 

外来医療機能について意見です。多くの地域のセンター病院で、その病院の努力で、自分た

ちだけではなくて、他の病院の協力も得て、例えばうちのそばの病院で泌尿器科外来、整形外

来それから眼科外来などが増えているんですけれども、町内の医療機関に対してのアナウンス

がないんです。町内のアナウンスだけではなくて、例えば私は池田なんですけれども、豊頃と

か浦幌にとっても眼科がなければ泌尿器科もないということで、その地域の医療機能としてど

こかの病院が新たな外来を開設したというのは、その町だけのことではないということなんで

す。ですから、その地域の医療機能としてアナウンスできるような方向に持っていくことがで

きれば。だから共同利用についても、機械、ハードウェアだけではなくて、外来機能がもし拡

充されたら、それについても共同利用できる方向を考えるべきではないかと思っております。 

議 長 

ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 最後に私のほうから今日のまとめでございます。 

先ほど委員の方から質問もでておりましたけれども、いわゆる 9 領域の診療実績データ等を

分析して、地域医療構想に関するワーキンググループで公立・公的医療機関の再編・統合の必

要について、特に議論が必要な公立・公的医療機関として公表されたわけであります。それに

ついては、いろいろ意見があるところですけれども、これに対して北海道はどのような対応を

とるのかということが一つ大事なことだと思いますけれども、北海道は、今回の国の公表デー

タは全国一律で分析されたものであり、絶対的な分析結果ではないと捉えているといいながら

も、いわゆる急性期機能の集約であるとか、病院の再編・統合に向けた集中的な議論を進めて

いく、これは今後の方針を変更しませんということを言っています。さらに、公立・公的医療

機関であるかどうかに関わらず、引き続きこの議論を進めながら今後どうするかということを

地域医療構想において議論する、その方針を道は変えないようです。そのことだけは皆さんに

お伝えしたいと思いますし、私としてもそういう認識をもってこれからのこの会議に取り組ん

でいく所存でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

以上で事務局にお返しいたします。 

事務局 

稲葉会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、最後までご出席をいただきまして、ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の令和元年度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。 

なお、お帰りの際は、正面玄関が開いておりますのでご利用ください。本日はありがとうご

ざいました。 

 


