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平成 27年度第 1回十勝圏域地域医療構想調整会議議事録（要旨） 
 

〇日 時  平成 27年９月９日(水)18:00～20:00 

〇場 所  十勝合同庁舎３階 講堂 

〇出席者 

 〔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      小林 靖 

 （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 

   （代理）          （第二副支部長）  （金元 信子） 

  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 

 （社福）北海道社会事業協会帯広病院 院長      阿部 厚憲 

    （代理）         （外来診療部長）  （石本 朗） 

    鹿追町国民健康保険病院      院長      白川 拓 

  社会医療法人北斗         理事長     鎌田 一 

  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）          （事務長）   （佐藤 敬貴） 

   （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    金澤 潔典 

  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      寺山 憲二 

  士幌町              町長      小林 康雄 

    （代理）          （副町長）   （柴田 敏之） 

  上士幌町             町長      竹中 貢 

  鹿追町              町長      𠮷田 弘志 

  清水町              町長      高薄 渡 

    （代理）          （副町長）   （金田 正樹） 

  芽室町              町長      宮西 義憲 

  中札内村             村長      田村 光義 

  更別村              村長      西山 猛 

    （代理）        （保健福祉課長補佐） （川上 祐明）     

   大樹町              町長      酒森 正人 

  広尾町              町長      村瀨 優 

    （代理）       （健康管理センター長） （佐藤 清美） 
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 幕別町               町長       飯田 晴義 

  池田町               町長              勝井 勝丸 

  豊頃町               町長       宮口 孝 

 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）    （櫻井 光雄） 

 浦幌町               町長             水澤 一廣 

〔事務局〕       

 北海道十勝総合振興局        技監             山本 長史 

    〃  保健環境部保健行政室  室長       今泉 秀明 

         〃         主任技師     佐々木 孝治 

    〃    〃  企画総務課  課長           佐々木 幸子 

                   企画主幹          加藤 英明 

                   地域医療薬務係長 村松 隆広 

                   主査（保健推進） 上出 渚 

                   主任       宮田 孝子 

                   専門員      宮前 進一 

    〃    〃  健康推進課  課長       大岩 敦子 

    〃   保健環境部社会福祉課 主幹             高橋 茂紀 

    〃   地域政策部地域政策課 主幹       久々江 秀範 

                   市町村係長    菊地 千尋   

 

議長に、稲葉秀一委員（帯広市医師会）、副議長に、栗林秀樹委員（十勝医師会）を

選出し議事に入る。 

 

 

＊事務局より資料１「十勝圏域地域医療構想調整会議の運営について(案)」の説明 

 設置要綱に基づき、位置づけや所掌事項、利益相反、議事の公開等について説明。 

引き続き資料２から５まで説明。   

 

【議長】 

事務局から資料１～５までの説明があったが、委員の皆様からご質問・ご意見をいただけ

ればと思う。 

 

【Ａ委員】 

これから医療介護で人材確保が一番問題になってくると思うが、確保できない場合は育

成するしかないと考える。地域医療介護確保基金のうち、今年度医療従事者の育成に関して

は、道の要求額に対し厚労省の内示が５０％前後で、実質今の状態を維持することしかでき

ないと聞いた。 

今後医療従事者の確保は、益々難しくなっていくと考えられるが、この会議にそれを改善

するための力が本当にあるのか。 
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【事務局】 

国からの基金の内示が非常に少なかったことに対する御指摘だと思う。 

資料によると、毎年度予算編成方針に基づいて金額を決めることとなっているため、医療

が３つ介護が２つという大きな５つの項目は変わらないと思うが、中身はどういう形にな

るのかは、今の段階では申し上げられない。 

必要な人材の確保という重要な事業の確保に向けて、北海道としても是非取り組んでい

きたい。 

 

【Ａ委員】 

消費税の１０％への増税が２年後ということである程度抑えられたと思う。２年後に消

費税が１０％になった場合、基金がどうなるのか、この基金自体はいつまで続くのかと考え、

質問させていただいた。 

 

【事務局】 

基金の設置自体は消費税を活用するという法律事項であり、毎年度予算編成において額

を決める扱いになっているため、消費税財源の内いくらを充てるのか分かっていない。通常

の補助金の方から基金にメニューが移行したものもあり、平成 27年度は国の内示率が非常

に少なかったものと考えている。 

 

【Ｂ委員】 

地域医療構想のプランニングをしていくにあたり、日本は欧米先進国の中でも明らかに

病床が過剰であることが大前提にある。プランニングにあたりマイナスの方向というのは、

組織の問題、事業の継続性をどう保っていくかは、大変な問題である。 

その作業を進めていくときに大切なのは、1点は、地域医療連携推進法人である。医療組

織は、現在持ち分放棄の方向で動いていて、対象区域の中の医療供給体制を構築しようとす

る大きな流れに踏み込んで行っていると思うので、地域医療連携推進法人の資料を検討材

料の中にて加えていただきたい。 

この作業を進めていく中で、次に問題になるのは、新公立病院改革ガイドラインである。

公立病院の改革が国の思うように先に進んでいかないため、今年３月以降に新ガイドライ

ンが出て来ている。この検討抜きに、十勝でも医療と介護の供給体制を検討していくことは

無理だと思うので、そのあたりの情報も是非この場で議論するような機会が必要ではない

かと思う。 

 とりあえず 2点について、是非今後資料の提出をお願いする。 

 

【議長】 

今お話のあった新公立病院改革ガイドラインというのは、国公立の病院の構造改革と一

致するお話である。このテーマについても、取り組んでいただきたいと思う。 

 

【Ｃ委員】 

地域医療構想について論議をしていく上で、ガイドラインに沿った議論を進めていかな

ければならないと思う。 

必要病床と現状のずれを是正していこうということなのだが、単に病床数だけの議論で

はなく、地域包括ケアの構築についても見据える必要がある。病床が減っていくときには、
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在宅医療の基盤整備抜きには患者を支えられない。 

地域包括ケアの柱は、一つはケアマネージャーで、もう一つは地域包括支援センター、こ

の２つが柱にならないことには地域包括ケアが進まない。 

地域包括支援センターの設置運営については、厚労省からの通知で、社会福祉士と保健師

と主任ケアマネージャーは原則として専任で、兼任は出来ないとされているが、現実には兼

任が多いと聞いている。市町村には地域包括支援センターの体制強化を軸に地域医療・在宅

医療のてこ入れを行っていただきたい。 

これからは各病院の医療機能を地域の医療機能として明らかにしていくことが非常に大

事。地域住民患者にもある程度明らかにしていくことで、適切な受療行動につないでいく。  

十勝医師会の有床病床、主に消化器、循環器、呼吸器に関して、今、マッピングを作成す

る準備を進めていて、完成したらホームページで公開していきたい。 

ガイドラインの中に在宅医療について記載があり、具体的な４つの取り組みがある。 

１つめには、病院に対する地域の一元的な窓口であり、これはおそらく地域包括支援セン

ターの役割になると思うが、入院から地域に帰るための地域側の退院支援である。 

２つめには日常の療養生活について、在宅の医師が不在の時に代診、代わりの医師が代わ

りに訪問できるように支援体制を構築すること。 

３つめには急変時の対応ということで、診診連携・病診連携、それと診療所と訪問看護の

連携、かかりつけ医を通して入院を希望する病院をあらかじめ登録するシステムを作るこ

と。 

最後に、看取りの問題。在宅の看取りについて、日中は病院の先生が診て夜は開業医が診

るというような役割分担をすることが可能だと思う。町村別に出来れば地域包括ケアの議

論の中でそういう在宅医療についての具体的な討議をしていく必要があるのではないか。 

 

【議長】 

あと、いかがか。後でも説明が終った後にもう一度質疑をお受けする。 

 

【Ｄ委員】 

説明を聞き、なぜこういうことをやるのか解った。 

地域医療、介護福祉など、大変な苦労をしながら、町村は住民の願いを少しでも実現でき

るように努力をしてきた。住み慣れたところで 1 日でも長く安心して暮らすということは

当たり前のことであり、行政でしっかり応援していくことはどこの町村もやっている。 

残念ながらマンパワーがない。だれもここは手を付けてくれない。 

今後の医療費介護費は更に増大し、更なる在院日数の短縮、医療費適正という流れに対応

をしていかなければならない。本町の国保病院でも療養病床を全部廃止にした。いつも医者

は定員に対し不足していて、やっとの思いで本町にきて頂いた。十勝はみんなそうであり、

こういう現状の中で全国一律の基準で大きな町と小さい町村とがなぜ同じ基準で出来ると

考えているのか分からない。ここで協議して、このメンバーで色々と論議しても答えが出る

ことはないのでは。 

この制度改正は地方創生にとって全く逆の方向だと思っている。持続継続可能な医療や

介護やそして地域の見守り体制ができるのか。住んでいる人達が安心して住み続けられる

ように、環境づくりをしっかりやらないといけない。片方では地方創生で頑張りなさいと言

いながら、片方で地域医療構想を策定しなさいと言う。北海道がどういう思いで提案してい

るかを考えて、本当の意味で一緒になってこの十勝の暮らしをどのようにするかを、検討し
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ていきたいと思っている。 

医療構想のようにどんどんアドバルーンを上げて、後は町村でしっかりしてくださいと

言っても、現実にはできない。そのことを北海道全体として受け止めてこの協議会でしっか

りと議論して、未来に希望をつなげるような方法を、地域づくりのために必死に頑張ってい

きたい。 

 

【議長】 

あといかがか。それでは、引き続き６番目以降の資料の説明を事務局からお願いして、そ

の後に改めて皆さんからの御意見を伺いたいと思う。 

 

＊事務局より資料６「十勝圏域地域医療構想区域検討スケジュール(案)」の説明 

今年度中に各圏域で地域医療構想をまとめ、策定。道の地域医療構想は北海道医療計画の

一部という位置づけであり、道の告示後、圏域についても地域推進方針の別冊として位置づ

けられる予定。 

 

以上が事務局からの協議資料の説明だが、全体を通して引き続き御意見を伺う。 

 

【Ｃ委員】 

さきほどＡ委員の方から人材の問題が提起されたが、もちろん育てるしかない。 

もうひとつ在宅医療を支えているのは、在宅医療では訪問看護、訪問看護師であり、在宅

歯科診療では歯科衛生士が必要になる。新潟市の医師会が先進的な成功を治めている。訪問

歯科診療のときに、休眠有資格者の歯科衛生士の登録者の方の家の近くで医療が必要にな

ったときに、訪問だけを依頼する。歯科衛生士の時間にあわせて行ける、今働いていない潜

在的な看護師や歯科衛生士の働き方をみんなで知恵をあわせて工夫をすることで、掘り起

こしができる可能性があるという実例である。 

帯広以外の十勝医師会の圏域では訪問看護ステーションが４カ所しかない。ある町の訪

問看護ステーションは、４町村をかけずり回っているという状況である。良い知恵を出し合

えたらいいと思う。 

 

【Ｅ委員】 

 次回が１１月そして２月に第３回の会議をもって最終案の合意をしたいというスケジュ

ールになっているが、病床の必要量、必要病床数などについてしっかり議論をする必要があ

ると考える。この全体会議の他に、より当事者に関わる人が入った専門部会みたいなものを

設けていただき、例えば急性期あるいは回復期、それから慢性期ごとに、そういう部会で審

議ができないものかということで、提案させていただきたい。 

 

【議長】 

ガイドラインには、地域医療構想の調整会議の下部組織として専門部会やワーキンググ

ループを必要によっては設置するとある。いくつかの意見が出てきたが、最終的にはこの場

で議論して詰めていくことになると思うが、その前段として先ほど話があった慢性期及び

在宅、高度急性期及び急性期、また回復期等、10 年後を見据えて担うべき医療供給体制に

ついて地域での横の連携を考える上でもそれぞれ集まって議論をする会は、私自身必要で

はないかなとは思うが、いかが。 
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【Ｆ委員】 

 私も大賛成である。非常にタイトなスケジュールであり、これからの地域社会のことを考

え、どう対応するか。病院の病床数を落とすという問題に加えて、いわゆる地域包括ケアを

どう地域に生かすかということは課題だと思い、今業務を進めているところ。少数で論議し

たものを単純に積み上げれば、この病床数になるとは考えられない、それを十勝としてどう

するかをしっかり調整していかなければいけない。その前に実務者で徹底した論議をしな

いと成熟度の高いものにはならないと考えるのでぜひお願いしたいと思う。 

もうひとつ道に質問をしたい、医療構想が、北海道の医療計画の一部である、という説明

であったが、言葉としてはわかるが、現実的にはどう取り扱われる意味合いなのかがよく理

解できないため、説明をお願いしたい 

 

【議長】 

北海道の医療計画における地域医療構想のポジティングがどの辺にあるのかという御質

問ではないかと思うが。 

 

【事務局】 

医療計画は５年に１回ずつ更新されてきたが、平成３０年からは６年に１回になり、介護

保険といっしょの時期になる。地域医療構想は２０２５年までの長期スパンの構想であり、

法律上は医療計画の下に位置づけられる。 

 

【Ｂ委員】 

現実に地域医療構想を策定していくときに一番問題になるのが、日本の医療機関の８

０％は民間で、２０％が公立であること。民間病院の７０％は２００床以下で、１００床以

下が３７％である。病床を増やせ減らせと言った場合は、１０床２０床というベッド数が、

５００床以上の大手の病院では事業を継続していく上で対応できるが、１００床のところ

で２０床減った場合は、継続することはできない。同じことが、機能分担についても言える

がそれをこれからやろうという話である。 

構想策定後に地域に合った形を作っていくために、ガバナンスをきちんとかけられるよ

うな受け皿組織を作っていくことを、公的な組織も民間も含めて共同で考えていくことを 

この機会に進めていかないと、問題は絶対解決できない。介護で働く方々は今後もっと不足

する。医者や看護師などの医療労働者は表面的には少なく見えるが、人口 1,000人単位で見

ていくとそんなに極端に少なくない。地域全体でみんなが参画できるような受け皿組織が

できれば、調整がうまくいくのではないかと、現場にいて感じている。今回が良い機会では

ないかと思う。地域医療連携推進法人がどのようになっていくか注視しているところ。地域

の受け皿組織ができるのであれば、十勝が全国の先行事例として進んでいくのではないか

と思う。 

２０１０年からは特別交付税の話、今回の社会保障と税一体改革に出てきている消費税

の問題。そうしたことも含めて周期的にガバナンスのチェックがかけられ、民間や官を問わ

ず運用できるような組織が簡単にできるとは思わないが、時間をかけながらでもその方向

を目指していくという視点が大切。これで全部は解決できないが、方向性としては進んでい

くと個人的には思う。 
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【Ｃ委員】 

国の指標は全部人口あたりのベッド数だが、医療機能を分化してすべての医療機関で地

域の住民を支えていこうというときに、面積も考慮する必要があると思う。都会であれば、

一つの医療機関で１０件の在宅医療をやるのは難しくないが、十勝の人口密度の極端に少

ないところで１０件の訪問診療を行うことは、ほとんど不可能に近い。人口あたりのベッド

だけではなく、面積の要素も考慮しないと正確なことができないのではと思う。 

 

【議長】 

 あとはいかがか。 

それでは、先ほど色々意見がでたことを踏まえて、Ｅ委員からもあった専門部会を設置し

て、そこで具体的なことを議論し会議を進めていこうと思うがそれでよろしいか。 

大切なこととして、財源や人材の問題があるが、この地域での今後の医療介護のあり方を

議論する上において、医療や介護など自分の病院や町づくりのビジョンを具体的にたてて

もらいたい。今後どのようなものを作ろうとしているのかを今一度考えて出し合いながら

次の会議に臨んでいただきたい。 

 それでは次の調整会議は１１月上旬から中旬に設定し、専門部会については、事務局と相

談して適時開催を決めて行くのでよろしくお願いする。司会を事務局へお返しする。 

 

【事務局】 

専門部会の進め方については、事務局と議長で調整させていただきながら進めてまいり

たい。 

 

 

 


