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平成３０年度 南檜山保健医療福祉圏域連携推進会議

地域医療構想専門部会 議事録（概要）

日 時：平成３１年３月７日（木）15:00

場 所：檜山合同庁舎 ３階３０１会議室

１ 開 会

（事務局）

・企画総務課長の司会により開会

・道及び地域医療構想アドバイザーの紹介

（地域医療構想アドバイザーの挨拶）

・昭和 50 年に北大を卒業しまして、脳神経外科に入局しました。平成 15 年から 25 年まで名寄

市立病院の病院長をしておりまして、院長に就任した翌 16 年に今の新臨床研究医制度が始まり

ました。

・私が院長になった２年目に、当時５名いた循環器内科・呼吸器内科が一斉退職（大学に引き揚

げ）ということがありました。その後も精神科医が４人いたのが１名になったり、消化器内科も

４名いたのが０名になったときもあります。地方の病院の院長というのは非常に厳しいです。

・今日の議題でもありますが、医師確保・看護師確保などのスタッフの確保に皆さん大変苦労さ

れている、そういう実情は私は良く知っている方だということで、この度こういう役目を仰せつ

かりました。

・私の経験を皆さんのこれからの地域医療の確保に何らかのアドバイスが出来れば、ということ

でお引き受けいたしました。本日はよろしくお願いいたします。

２ 議 事

（議事進行は部会長団体の檜山医師会による。）

（１）南檜山構想区域の状況について（資料 1-1～資料 1-7） （事務局から説明）

・人口構造の変化、推計人口、受療動向、患者数の推計、病床機能報告等の資料を基に説明した。

（２）地域医療構想の推進に関する意向調査について（資料 2-1～資料 2-2）

（事務局から説明）

・医療機関に対し実施した意向調査の内容を整理し報告した。

（３）南檜山構想区域における医療機能について（資料 3） （事務局から説明）

・医療機関に対し実施した実態調査の内容を整理し報告した。

（４）定量的な基準（道案）について（資料 4） （事務局から説明）

・道が作成した資料を参考に、基準の考え方及び試算について説明した。

【質問・意見等】

（檜山医師会）

・意向調査のところで、奥尻町国保病院が「慢性期８床を急性期に転換して 30 床を確保、時期

については未定」という記載がございましたが、奥尻町国保病院から、この件に関して今の段階

でお話しできることがあれば、一言お願いしたいと思いますがどうでしょうか。
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（奥尻町国保病院）

・当初は「建て替え」ということを考えておりまして、その建て替えの際に介護保険施設あるい

は老健施設等を併設するという予定で動いていたわけですが、まず役場庁舎が先に建って、現実

的に難しい状況になってきたというのがあります。また、建て替えの関係で現地調査していただ

いた結果、現地建て替えはまず無理だろうということもありましたので、今は方向転換をしてお

りまして、「改修」の方向でいけないかと話が進んでおります。

・今の 54 床をどうするかということで、院長の考えとしては、54 床を急性期、回復期、慢性期

それぞれベッドを別にして運営するには、医療スタッフの数がこのままでは足りないということ

で、急性期の 30床程度にすると。今の入院患者は急性期慢性期合わせて 35名程度ですので、2025

年までの人口減少を考えると、大体 30床が目安ではないかという判断です。急性期 30床にして、

そのなかで、回復期なり慢性期の患者も診ていくということを考えているところです。

（檜山医師会）

・今、前の方針とはかなり違う方向で考えているということで、これにつきましては今後も情報

を取り入れながら進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

（檜山医師会）

・「北海道における定量的な基準」資料４のスライド５における北海道の試算では、南檜山は地

域医療構想で必要とされている病床数に近い、バランスのとれた数値になっているように思いま

す。アドバイザーの先生は、他の圏域も見ていらっしゃいますので、この数字に対しましてなに

かございませんか。

（地域医療構想アドバイザー）

・今までの病床機能報告では、南檜山も他の圏域も同じように、急性期と慢性期が多くて、回復

期が非常に少なくなっています。

・今回この「定量的な基準」を導入したら、現実は、想定した 2025 年にあるべき病床機能の数

に非常に近い数値が出ています。この「定量的な基準」は今後、他の圏域にも適用出来るのかな、

という印象を持ちました。

・今の、国の病床機能報告は病棟単位ですので、大きな病院だと患者さんが沢山いるのでそれな

りに分類・把握できますが、１病棟しかない地方の小さな病院では、同じ病棟単位での報告では

それがうまく出来ず、課題が色々あると思います。今後どのように病床機能報告を取り扱ってい

くのかということは検討が必要なのかなと思いました。

・この圏域の意向調査の中で、「医師あるいは看護師といったスタッフが足りなくて休床してい

るとか、患者さんが減っている」ということですが、将来的にその確保の目処はどうか、といっ

たときに、（これは後で議論になるところだと思いますが、）これは他の地域でも同じですが、

地方では現実的に厳しいのかなと感じました。後ほど追加でお話しします。

（５）地域医療構想推進シートの更新（事務局案）について（資料５） （事務局から説明）

・本年度の取組を地域医療構想推進シートに更新した旨を報告し説明した。
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【質問・意見等】

（檜山医師会）

・資料５の５ページですが、道立江差病院では、「新公立病院改革プラン」の進捗に基づいて赤

字の部分、修正等を加えております。総合内科医の配置による影響ですとか、地域包括ケア病床

の利用率も高いと聞いております。今後増床する考えなのか、また来年度以降の医師の配置につ

いて等、考えている部分があれば、わかる範囲で構いませんので、一言お願いします。

（道立江差病院）

・まず、来年度の医師の配置状況について、まだ決定ではありませんが、概ね、今年度と同様の

配置となっております。総合内科医につきましては、今年度は自治医科大学出身の義務年限中９

年目の医師でしたが、次年度は４年目の若い医師に来ていただく予定となっております。

・地域包括ケア病床についてですが、利用率「70 ％」と記載されていますが、70 ％を下回るこ

ともありますので、「概ね 70％」としていただきたいと思います。

・現在は男性４床１室、女性４床１室の、４床室２室の８床で運用しているのですが、やってみ

ると、患者さんとしては女性の患者さんが多いので、４：４というのはうまく運用できない場合

があります。本当は２床室２床室４床室の８床としたいのですが、２床室はナースステーション

近くの重症患者さんに入っていただくような部屋になっているものですから、なかなか使うこと

が出来ず、４：４ということになっています。

・病院設立から二十数年経っており、今後、改修の予定等もあるので、そのあたりも踏まえて、

増床、10 ないし 12 位にして、運用しやすいような病床の配置にしていくことを検討していきた

いと思います。

（檜山医師会）

・「概ね」という文言を入れて修正・整理したいと思います。

（檜山医師会）

・先ほど、アドバイザーの先生から医療スタッフの確保についてお話がありましたが、資料の４

ページ（３）その他医療・介護従事者の確保等というところで、医療機関等につきましてはそれ

ぞれ努力しているところですが、各自治体も色々取り組みを行っていただいているということで

す。今日は江差町と上ノ国町の方もお越しですので、行政的な部分から、この資料に基づいて簡

単にご説明いただければと思います。

（江差町）

・江差町では、道立江差病院の常勤医師に対する研究資金の貸し付けということで、平成 26 年

から実施しています。道立江差病院の医師の定着を目指して実施しているもので、年間 2,000 ～

2,500万円の予算を持って運用しているところです。

・看護職員については、修学資金の貸し付けということで、月額５万円で、５年間町内の医療機

関に勤務した場合返還免除となります。

・その他に道の貸付金もありまして、一般の医療機関に勤務する場合は月額 3.2 万円ですが、道

立江差病院に勤務する場合は月額５万円貸し付けを受けられます。
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・江差町と道の両方からで計月 10 万円の貸し付けを受けられるということで調整しながら運

用しているところです。

・ただ、看護職員対象の貸付については、活用していただいている方が年々減っています。１年

で５名の枠を予算計上していますが、平成 30 年度は１人でした。ホームページ等で周知してお

り、２年ほど前は６名来たこともあったのですが、現在低迷している状況ですので、周知活動に

力を入れていきたいと思っているところです。こちらの貸付は、平成 26 年から開始しておりま

して、現在８名が町内の医療機関に就職して頑張っています。

（上ノ国町）

・上ノ国町では、医師・看護師を目指している方に、医師 15万円・看護師２万円の貸し付けで、

教育委員会の修学資金との併用も可能です。返還については、10 年以内に町内医療機関または

道立江差病院で勤務した場合免除という制度にしております。

・始まって３年目位の制度ですので、貸し付けはありますが、まだ就職までには至っていません。

現在医師１名・看護師１名の貸し付けで、問い合わせも年１件程度なので、幅広く、PR 等して

いかなければならないなと思っています。

（地域医療構想アドバイザー）

・看護師への修学資金の貸し付けですが、江差町は卒業後すぐに町内医療機関に就職という条件

ですよね。これは医師についても言えることですが、卒業しただけでは、まだ看護師や医師とし

て一人前とは言えません。医師については２年間の卒後研修が義務づけられていますが、看護師

の場合はありませんので、やはり、それに相当するものは必要なんですね。ですから、卒業後す

ぐに就職という縛りをかけてしまうと、敬遠されてしまうかと思います。

・上ノ国町は 10 年以内に、ということでこれはすごく良いアイディアです。しかし、10 年間に

お金を貯めて一括返還という、善意が悪用されてしまうこともあるかもしれません。

・看護師についても、何年間のうちに義務年限３～４年勤めてもらうという形に緩和して、その

代わり、一括返還の場合は何かペナルティを科すというような仕組みを同時に作ると、もう少し

利用者が増えるのかなと思いました。

（６）その他（その他１、その他２） （事務局から説明）

・１点目として、札幌で開催された地域医療構想調整会議協議会の意見交換の内容を口頭で紹介

した。（資料なし）

・２点目として、本年度創設された介護医療院の機能等について、資料その他１により説明した。

・資料その他２は、説明を省略した。

【質問・意見等】

（檜山医師会）

・１点目の協議会については、平成 30年 12月９日、北海道医師会館の８階におきまして、21

圏域の郡市医師会長及びそれに関わる人たちが出席しまして協議会が行われました。これにつき

ましては、北海道全域による初めての開催・協議で、アドバイザーの先生もご出席されていまし

たので、その時の雰囲気と、他の圏域と比べてこの圏域に対し何か思うことがありましたらご意

見いただけたらと思います。
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（地域医療構想アドバイザー）

・皆さん総論は賛成で、今の人口構成の変化から言って 2025 年の病床機能の数の比率とかはそ

うあるべきだ、ということなんですが、医療機関の方が人口構造の変化に対応出来ていない。こ

れは診療報酬の関係もあるので、いたしかたないところはありますが、今後、各論でどこの病院

をどのぐらいの規模にするかという議論をしなければならないんですね。その時にやはり、皆さ

んやっぱり自分の病院が一番大事なので、自分の病院を守ろうということで、そこで調整が付か

ないと、結局は現状のままずーっと行って、医療需要はどんどん減っていき、どこかの病院から

順番に潰れていくということになると思います。

・南檜山の場合は、中核となる病院は道立江差病院しかない。ここが駄目になったら、この地域

に医療が無くなる。ちょっとしたものは診てもらえるでしょうけど、ほとんどの方が函館まで行

かなければならなくなる状況に差し迫っているという危機意識を皆さん持たれた方が良いのかな

と思います。この後、道から説明がありますので、この点については、その時またお話しします。

３ その他

（１）地域医療課からの情報提供、重点課題の設定について

（南檜山圏域における医療提供体制の現状・課題について）（道地域医療課から説明）

・来年度の開催スケジュール及び重点課題の設定についての説明とともに、南檜山圏域の人口構

造の変化及び現在の受療動向から、医療提供体制の見直しに向けた検討の必要性が提起された。

【質問・意見等】

（檜山医師会）

・道立江差病院におきましても、医療機能の維持・確保にあたっては、色々と手を尽くされてい

ると思いますが、いかがどうでしょうか。

（道立江差病院）

・今、私どもの病院について、札医大へのアプローチと言いますか、札医大からの宿題といった

ものの説明をしていただいたのですけれども、道立江差病院がここの中心になっているのは皆さ

ん誰しもお分かりになっていることだと思います。その中で、これからの人口減少ですとか、医

療従事者の確保の難しさを考えると、やはり集約すべきものは集約すべきだろうと以前から考え

ており、各町の皆さんも、総論はそのとおりだろうと。ただ、各論はまだまだ課題がありますの

で、少しづつでもそのエリアをクリアしていければなと思いますので、皆さんご協力をお願いし

たいと思います。

（檜山医師会）

・今までの話の総括といたしまして、アドバイザーの先生にご助言をお願いしたいと思います。

（地域医療構想アドバイザー）

・最終的に病院があるためには、スタッフが必要で、その中でもやはり一番確保が大変で、中心

となるのは医師なんですね。この医師の確保という観点から、いま２つ大きな転換があります。

・一つは「専門医制度」。一つは「働き方改革」です。
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・専門医制度というのは 2018 年に決まりまして、基幹施設、これは大体、大学とそれにほぼ匹

敵するような大きな病院、それともう一つ連携施設・研修施設というのがあります。これらの施

設で、一定の症例を積まないと、専門医にはなれない・受験資格が無いということになります。

・専門医を取った後も、継続的に一定の症例、たとえば外科であれば手術、循環器内科であれば

心カテを何件するとか、そういう基準を満たさないと、専門医を維持できないということになり

ます。今までもあったんですが、その辺が非常に甘かったんです。

・最低、その連携施設、専門医養成の枠の中の病院に入らない限り、将来的には、専門医の派遣

は無くなります。

・今この情報時代で、患者さんは、「神の手」とまでは言わなくとも専門医の診療を受けたいと

いうのが本音です。

・ですから、先ほどの道立江差病院がこの圏域の中心になるといったときに、今の症例数では、

関連施設になるのは難しいかもしれません。同じ今のままの状態ですと、今年から消化器内科が

引き揚げということですが、次々医師が減るという確率が非常に高い。そして医師が減ると、残

った医師の負担が増えます。当直回数であったり、消化器内科がいないなか、腹痛で来た患者を

誰が診るか、という問題です。

・先ほど私は自分の病院の経験を話しましたが、循環器・呼吸器内科が無くなった後、肺炎の患

者さんを誰が診るか医局会で揉めました。「自分は専門じゃない」と。専門医制というのは、反

面ですね、「自分の領域の患者しか診ない」と。非常に今の日本の医療の問題だと思うんです。

そういう意味で総合医は大事です。

・結局、最初に診た医師が次の日までは最低診て、例えば脳外科にかかってる患者であれば、脳

外科が診る。その時に、主治医になった人には、一定の手当を出しますよということで、お金で

解決したんです。

・循環器がない・胸が苦しい・誰が診るか。心臓血管外科がいましたので、その先生がとりあえ

ずは診てくれて、専門病院に送ると。一つの科がなくなるとそこの患者が減るだけでなく、残っ

た医師の負担がすごく増えるわけですね。結局キツくなって、僕も辞める私も辞めるとなって、

どんどん悪循環に入る可能性があるということです。

・先ほど地域医療課長から話があったように、札医大も、「南檜山は一定の医療が必要である」

ということでは共通の認識があります。

・問題は、専門医を取れるような病院の規模になってくれるか。そうなると、派遣は少し改善す

るのではないかと思います、これは札医大とこれから相談しなければなりませんが。最低、集約

して急性期の患者さんだけは道立病院に集めて、専門医の関連施設になるというのが、残る条件

かなと思います。

・では、病床を持つかどうかは別にして、集約したら、急性期がなくなったらどうするか、そこ

が多分不安だと思います。

・名寄の実例をお話ししますと、名寄の隣、士別は 22km 離れていますけども、今から 10 年以

上前、名寄と士別に小児科が３人ずついました。小児科は時間外受診が多いんです。多いといっ

ても平均１日７人位です。でも、３人の医者で、３日に１回待機なんです。７人いっぺんに来て

くれれば良いけれども、１時間毎に一人ずつ来たらほとんど寝られない。でも、「待機」ですか

ら、次の日普通に仕事するわけです。今後は働き方改革で、そういうことはもう出来なくなりま

す。そうなると、休診日を作らなければならない可能性もあります。
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・そこで、士別と名寄の小児科を集めて、名寄に集約したんです。その時、士別の住民は大変反

対でしたけども、結果的に 24 時間 365 日、名寄に行けば専門医に診察してもらえるという体制

が出来たんです。そのまま放っておいたら、多分名寄に３人だけ残ってものすごく大変なことに

なったと思います。今は、旭川医大の小児科の医局で、「勤めたい医療施設」名寄が１番です。

７人か８人いますから、週１回の当直制を敷いています。でも、当直したら次の日はオフ。１週

間に１回当直すると、あとの６日、電話も来ない。すごく楽だと。他のどこの病院の小児科も３

人ぐらいでやってまして、毎日のように呼び出されているという現状です。

・ですから、集約というのは医師の働き方改革、看護師も同じような条件だと思いますが、そう

いう点からも、メリットがあります。

・今、稚内はもう循環器内科がいなくて、医師が救急車に乗って患者を運んできます。稚内の医

師の負担が大変なので、名寄の医師が車を用意して途中まで迎えに行くんです。中川というとこ

ろが 90kmぐらいで名寄と稚内の中間ぐらいで、そこで医師が乗り代わって、稚内の医師は帰る。

こうしないと、190kmあるので、片道３時間・往復６時間、引継に１時間、一日が潰れてしまう

んです。最初は内科の先生が担当していましたが、頻回にあるので、外科も救急車に乗るとか、

そういことをやっていて、結局すごく負担になるので、稚内も医師がなかなか確保できなくて大

変だということです。

・士別から小児科がいなくなった後も、毎日名寄から士別に外来に行っていますので、日中は士

別で毎日受診できます。時間外はいつでも名寄に受診してくださいということになっていますし、

ひとり親の家庭には士別市がタクシー券を出しています。タクシー券を出しても、医師３人で少

ない患者を相手にするよりは、経済的にはずっとプラスです。それから、士別市立病院には循環

器内科もいなくなったので、名寄から週２日外来に行っています。

・また、士別の心臓・脳・整形の救急患者（専門医が不在で、緊急性のある患者）は、名寄に直

送です、士別に寄らない。将来的には、救急は名寄で全部受けると。そのためには医師が必要で

すが。

・あと、サテライト事業といって、私は脳外科なので、北見枝幸に月１回外来に行っています。

そうすると、月１回名寄に来ていた患者が来なくて済むんです。

・ですからこの地域で集約したときには、救急車の搬送をどうするか。そこは皆さんで相談して、

一定の方向を決める必要があります。

・江差で治療できないものについては、函館に送らなければなりません。

・名寄でも、稚内、北見枝幸、士別、他にも増えてますけども、ネットで電子カルテを相互に見

ることが出来るシステムを導入しています。北見枝幸で頭部外傷が発生したら、そこで CT を撮

って画像を名寄に送信します。名寄の脳外科が判断して、「大丈夫なので帰してください」とか

「出血してるので直ぐに救急搬送してください」とか、救急トリアージをしています。これは 24

時間 365日いつでも受けています。

・この圏域もイ・ネット入ってますよね。ここの圏域だけでなく函館も繋いで、ここで処理でき

ない患者さんは函館の病院に相談して搬送する。函館で急性期治療が終わったら、こちらに戻っ

て治療を受ける。そういうバックアップ体制も必要だと思います。

・いずれにしても、まずは、道立江差病院を残す方策。お互いに譲るところは譲らないと進まな

いと思いますので、私は、皆さんでそういう方向に検討した方が良いのかなと思います。
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・全くゼロからそういうものを作っていくのは大変でしょうから、たとえば名寄でやっているこ

ととか、道の方は良くご存じですから、この地域ではこういう連携（再編も含めて）が可能では

ないかということを、それぞれの病院と相談して「案」を作って、協議されるというのが、話は

早く進むのかなと思います。

（檜山医師会）

・アドバイザーの先生からいただいたお話しを一つのきっかけとしまして、来年度の部会等でさ

らに具体的な内容を提示していきたいと思いますので、皆さま方の協力をお願いしたいと思いま

す。

・今後出てきた意見等ありましたら、それも踏まえた上で執り進めるということで、今後の進め

方については事務局にお任せしますので、道庁との調整等よろしくお願いします。

４ 閉 会

（事務局）

・企画総務課長から道（地域医療構想アドバイザー）の提案については、次年度以降の専門部会

等で検討する旨を伝え閉会した。


