
 

令和元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） 

   とき 令和２年２月２６日（水） １４：３０～１５：４５            

場所 檜山振興局 ３Ｆ３０１会議室 

１ 進行 北海道檜山振興局保健環境部保健行政室 企画総務課長              

挨拶 北海道檜山振興局保健環境部長          

２ 議 事 

（１）平成３０年度病床機能報告制度について  

毎年度、厚生労働省が７月１日時点の調査を一般病床・療養病床を有する病院及び有

床診療所を対象で行っており、昨年９月２６日の厚生労働省が公表した再検証の病院を

抽出したものも、この制度の結果から導いている。 

 ３ページ目、７／１時点での医療機能（許可病床）ですが、南檜山圏域で急性期１７

９床、慢性期１８７床、休棟等６７床の４３３床で申告し、うち、稼働病床は、急性期

１６１床（８９．９％）慢性期１３７床（７３．２％）と回答しております。６８．

８％と許可病棟の約７割しか、稼働させていないということになります。 

１１ページ、２０２５年に必要とされる病床数の推計を棒グラフにしたものですが、

全道では、まだ必要とされる病床より急性期は多い、回復期が足りないという結果で、

南檜山圏域についても１３ページのとおり回復期が必要という状況がある。 

 最後、各医療機関が３０年度報告されたものを、そのまま表に落としました。稼働病

床から比較した病床利用率で、道立江差病院は４０．３％と厳しい。管内３国保病院

は、６４％から７５％の間、佐々木病院は９１％と髙い。平均在院日数は、江差病院は

１７．３日と短い。厚沢部国保は３０日と長め、乙部国保は３５日、奥尻国保は４０日

となっております。救急搬送は江差４８９件ですが、厚沢部国保、乙部国保、江差脳神

経外科クリニックは、年間件数に特に差異はない結果となっております。 

（２）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について 

 厚生労働省が令和元年９月２６日に公立病院、日赤などの公的病院のうち、診療実績

が乏しく再編統合の必要性について議論が必要な医療機関を４２４病院、道において 

５４病院を公表してから約４ヶ月、厚生労働省医政局から、令和２年１月１７日付けで



「公立・公的医療機関等の具体的方針の再検証等について」正式に通知があったところ

です。 

 内容的には、前回１０月３１日の専門部会で説明した内容やこれまで各地域で行った

説明会の内容と大きく変わるものではないが、今般、「経済財政運営と改革の基本方針

２０１９」において「地域医療構想の実現に向け全ての公立・公的医療機関等にかかる

具体的対応方針について診療実績データの分析を行う」とされたことを踏まえ、地域医

療構想調整会議における地域の現状や将来像を踏まえた議論を活性化させることを目的

に、公立・公的医療機関等の高度急性期・急性期機能に着目した診療実績データの分析

を行いました。 

２ページ目の基本的な考え方として、公立・公的医療機関等について、領域ごとに 

１３行目の当該医療機関でなければ担うことができない機能に重点化が図られているか

について分析を行ったところです。１は診療実績が特に少ない。２は構想区域内に一定

数以上の診療実績を有する医療機関が２つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接して

いる。 

   この分析の結果、「診療実績が特に少ない」の要件に９領域全て該当している。又

は、「類似かつ近接」の要件に６領域全て該当している公立・公的医療機関等に対

し、都道府県は具体的対応方針について再検討するよう要請すること。となってお

り、当圏域においては厚沢部国保病院、奥尻国保病院が該当しました。要請を受けた

対象医療機関は、２ページの最終行のとおり。 

①  現在の地域における急性期機能や、将来の人口推移とそれに伴う医療需要の

変化等の医療機関を取り巻く環境を踏まえた２０２５年を見据えた医療機関の

役割 

②  分析の対象とした領域ごとの医療機能の方向性 

③  ①②を踏まえた機能別の病床数の変動  

 

 について検討を行い、その結果を反映した具体的対応方針について地域医療構想調整

会議において再検証を経た上で合意を得ることとなっております。 

４ページ（４）においては、再検証対象医療機関でなくとも一部の領域において「診

療実績が特に少ない」、又は「類似かつ近接」の要件に該当した公立・公的医療機関に

ついても地域医療構想調整会議において改めて議論することとなっております。 

４ページ２の具体的対応方針の再検証等の期限及び議論の状況把握について「骨太方

針 2019」における一連の記載（遅くとも 2020 年秋頃まで）を基本とし、議論を進める

ようお願いするとした上で、2025 年までの具体的な進め方について、今後、厚生労働



省において、随時、議論の状況把握を行うとともに、地方自治体の意見も踏まえながら

「骨太方針 2020」（例年６月頃）に向けて改めて整理することとされています。 

再検証、要請に対する道の対応方針は８ページのとおり 

（３）地域医療構想推進シートについて 

    

 各公立病院や各自治体の取り組み状況や進捗状況をお聞きしながら、また、保健所も

参画した内容等もプラスして策定しました。 

 【更新があった部分を中心に説明】 

 将来的に不足することが見込まれる医療機能の確保対策等、意向調査の結果は、１０

月３１日の会議でも説明しておりますが、令和元年７月１日現在、江差病院が急性期病

床１６床より回復期への移行がなされたことにより１６床増えましたが、平成２８年と

比較して休棟が２３床増え、急性期が３９床減ったところです。 

 ３－①医療機関の再編・ネットワーク化に向けた動きとして、病院、診療所との役割

分担、連携について、道立江差病院、国保病院、各町、保健所が、次期の公立病院改革

プランの内容に、南檜山全体で目指していく医療の方向性を反映させることを目的とし

て、自治体関係者が一堂に会する場を設置し、連携強化の方策を協議しています。地域

医療連携推進法人につきましては、この方針案の中に地域医療連携推進法人を立ち上げ

る方向性を打ち出したところです。詳細は次の議題の中で説明いたします。 

 江差町の高齢者の住まいの確保でございますが、養護老人ホーム「ひのき」について

述べております。町の整備方針に基づき、平成 30 年 10 月に既存施設を譲渡し    

民営化に移行して、令和元年 12月に新施設開設となっております。入所定員 70名のう

ち、40名を特定枠として運営しております。 

 「新公立病院改革プラン」の中で、奥尻国保病院が国保病院の建て替えについて町役

場庁舎建設を先に行うこととなったため先送りになり、当面は修繕でしのいでいくこと

としました。 

 また、昨年度震災のため実施できなかった二次医療圏を越えた広域的な協議を、今年

度は実施し、道南３圏域の現状の意見交換等を行いました。 

 

【推進シートに対する補足説明】  

 

 （江差町） 

  かなり老朽化していたひのき荘が民営化し、１２月から新しい施設として開設さ

れまして、もともと入っていた方に新たに入られた方もいる。非常に快適で綺麗だ

という声が寄せられている。入所の定員は７０名なのですが、そのうちの４０名は

介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けていることと、ショートステイの

お部屋とデイサービス、居宅介護支援事業所を併設している。デイサービスはこの

４月から運営開始予定。高齢者が増えていく中で、入所系のサービスと通所系のサ

ービスを一緒にやっていただけるということで、これからの江差町には非常に重要

な施設になってくると考えている。 



 

 （道立江差病院） 

  以前は 8床ということで運用しておりましたが、昨年の５月から８床増えて１６床 

 で運用している。将来的に地域医療構想の中で回復期病床が、この圏域においても 

１００床あまり必要だということで、回復期を将来的に担えるのはこの圏域で道立病

院だけかなと認識しております。リハビリテーションの機能、施設、人材を含めまし

て私共が担っていくべき医療と思っている。今後も、リハビリテーションの人材も含

めまして充実を図っていく、計画に近づけていくような方策を徐々にとっていきた

い。 

 

 （厚沢部町国保病院） 

現在慢性期である療養病床２４床は稼働していない状態で、これについては廃止す

るか、他に転換するか含めてこの数年の中で検討していくことになると思っておりま

す。 

 

【事務局長】 

 シートの更新の修正は、特にないことで整理いたします。 

 

４ 南檜山医療圏域の医療を確保するための行動方針案について 道立病院局 

 

  この南檜山圏域の人口減少と高齢化の進行が進む中、医療従事者の確保も非常に

難しい。医療提供のあり方について、これまで議論してきました。公立病院改革プ

ランは、来年度は５年間の最終年度であり、来年度中にあらたな改革プランの策定

が求められている。南檜山地域の自治体病院の関係者の皆さんと、今後、圏域で目

指すべき医療の方向性や医療機関の役割分担について議論を重ねてきたところでご

ざいまして、今般、基本的な考え方を行動方針案という形で取りまとめましたの

で、この場をお借りしてお示しさせていただきます。 

 

  資料４－３のとおり、これまで、道立江差病院と各医療機関の関係がゆるやかな

連携で地域医療を展開してきたのと、札幌医科大学からの医師の派遣をしてもらっ

ているわけですが、これからということで、右図には、矢印を太くしております。

これからは、連携を非常に強いものにしていこうという中身です。札幌医科大学と

の連携も強化しております。それぞれの連携を強くしてやっていくという形です。

行動方針を策定して目的の共有化に取り組むとしたところです。 

 

   行動方針案の内容は、概要案４－１のとおり。南檜山の患者は、南檜山で診ると

いうのを目指しまして、圏域全体で将来にわたり持続可能な医療提供体制の構築に

向けて取り組んでいくため行動方針を作成しました。 

 

   現状として、多くの患者が南渡島圏域に流出している。このような中、公立病院

は多くの休床を抱え、病床利用率も低い。また、医療と介護が連携した地域包括ケ



アシステムを構築することが必要である。 

 

   今後の具体的方針としては、圏域の中核病院である道立江差病院の診療体制の維

持・確保が重要で、圏域全体で病棟再編を実施するとともに地域包括ケアシステム

の構築に向け、ニーズに見合った医療・介護サービスが適切に提供されるよう取り

組んでいくことが必要である。明確な期間は国から示されていないが、次期公立病

院改革プランの中で、達成できるよう取り組む。 

 

江差病院は、南檜山圏域の地域センター病院として、二次救急医療、一般入院医

療、高度医療からの継続医療などを中心に対応することとし、必要な診療体制や回

復期機能を確保するとともに、江差病院が札幌医科大学附属病院の地域医療研究教

育センター（仮称）として位置づけられ、総合診療科を中心に安定的な医師確保を

目指すなど医療従事者の確保に向けて取り組む。 

 

   資料４－４のとおり、まず、札幌医科大学に南檜山地域医療教育学講座（仮称）

を開設し、札幌医科大学の外部教育機関として、この江差病院内に地域医療研究教

育センターを開設していただく準備をさせていただく。この札幌医科大学の特設講

座から教育センターに対し教員のドクターを派遣していただき、南檜山地域のフイ

ールドを活用した初期臨床研修医や医学生の研修体制を整備していく。この臨床研

修医や医学生につきましては、この道立江差病院だけではなくて、函館五稜郭病

院、市立函館病院にもご協力をいただいて研修体制の充実化を図っていく。この事

業のために、道立病院局は、来年度の予算として約５０００万円弱の予算計上を予

定している。札幌医科大学においては４月１日付けで担当教授が配置されまして、

早ければ１０月からドクターの配置がなされるのではないかということで、札幌医

科大学と調整中である。 

   

各町立国民健康保険病院・診療所の取組として、江差病院の機能強化に併せ、入

院医療機能について江差病院に可能な限り集約するとともに、今後の更なる人口減

少等を踏まえ、診療所化を含めた診療体制の見直しを行う。また、一次医療、かか

りつけ医機能、在宅医療を提供していく機能を継続的に確保し、在宅医療と介護の

連携体制を強化し、地域包括ケア機能を強化していく。 

 

江差病院等と各町が協力して取り組む事項として、道立江差病院を受診しやすい

環境を整えるため、交通アクセスの改善等を検討。また、地域包括ケアシステムを

構築するため、人材確保及びその定着を図るとともに職員の資質の向上を図る。 

 

取組の推進体制として、今後、「江差病院の医療機能の充実（入院医療の集約

化）」と「地域包括ケア機能の強化」に向け、関係者が今後の方向性を共有し、限

られた医療資源のもとで、地域の医療機関を「効果的・効率的に運営」していくこ

とが可能な「地域医療連携推進法人」制度を活用し、住み慣れた地域で継続して必

要な医療が受けられるよう取り組む。法人のイメージは資料４－３の下段のとお



り。北海道と南檜山圏域の各町などを法人としまして、また、さらに評議会は、地

域医療機関の皆さんや関係団体の皆様方にも参加をしていただくイメージにしてい

る。 

参加する医療機関間の機能分担・業務連携を推進するとともに、住民への普及啓

発や受診しやすい環境の整備など、地域の医療提供体制を守る観点から各町が積極

的な役割を担い、南檜山圏域における地域医療構想の実現と地域包括ケアシステム

の構築に向けた業務を行う。具体的には、資料４－３の右下の連携推進業務（検討

案）でありますが、他県の事例を記載した。この業務については、皆様の合意を得

てから詰めていこうと考えています。 

 

   詳細については、資料４－２をご覧いただければと思います。行動方針案が地域

の皆様と合意できますれば、新たな改革プランに関係者が一体となって取り組んで

参りたいと考えておりますので、よろしくお願いしたい。 

 

 （意見 江差町） 

   江差町はこの会議に先立ちまして、２月２０日（木）議会の全員協議会で、南檜

山医療圏域の医療を確保するための行動方針案について説明を行いました。町とし

ては、地域医療推進法人に参加する意向であることも併せて説明しております。ま

た道立病院の分娩の休止に関しても、併せて議員さんに説明しております。議員さ

んからは、法人で何を行うかが非常に重要であることと、法人の行う業務を決める

ときには、行動方針案の中に書いてはないのだけれども、産婦人科の機能の維持の

事も入れつつ法人の中でも医療機能の分担、業務連携の中に位置づけてほしいとい

うこと、交通システムなどの通院移送についても法人の中で検討してほしいという

意見が出ていましたので、ここでお伝えしたいと思います。 

 

 （説明 道立病院局） 

   行動方針案の中でも説明したとおり、この法人で何を行うのかというのが一番大

事です。まず連携の枠組みを作ろうというのが、このスタートラインでございま

す。枠組みの中でこの地域なにができるのか、ということをこれからこの法人の中

で議論をして展開をしていこうということでございます。道立病院局の方で取りま

とめさせていただきましたが、地域の皆様が一緒になって動かしていく法人です。

地域の皆さんと地域の中でどんな医療が必要なのか、分娩ができる体制が引き続き

必要だということで皆さんと連携しながら、産婦人科の医師確保に向けた取り組み

ができるのか。あるいは交通アクセスを向上させるための江差病院への交通アクセ

ス確保ができるのか、さまざまなことがこの連携法人で議論できると思っておりま

すので、今後しっかり議論させていただきたいと思っております。 

 

（意見 江差病院） 

 この地域の医療を守っていくために、こういう方向性をとっていきたいと思って

おりますので皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

 



（今後の行動方針案の取扱い 事務局） 

   全ての町議会での議論が完了し同意いただけましたら、お手数ですが、その旨を

事務局にご報告いただき、各町からの報告が出そろいましたら、当専門部会におい

て行動方針案を成案にしたいとい考えております。 

   次回の専門部会についてですが、議題が行動方針案を成案とするためのものであ

ることのみであるため、参集しての開催とはせずに書面をもって開催に代えさせて

いただきたいと考えており、各構成員の皆様には開催結果として通知いたします。 

   なお、成案となりました行動方針につきましては、道立病院局から道議会へ報告

されることになっております。 

 

【坂下事務局長】 

   まずは、今回、専門部会としてこの案を各議会に提案していくことについて、同

意していくということでよろしいですか。 

 

  ＊異議なし 

 

   特に異議なしと認めますので、この方針案を各町の議論の場に提案することに了

承いたしますのでよろしくお願い致します。 

 

【質問 江差町】 

   今、議会に提案という言葉だったのですが、当初、議決は必要ないというお話だ

ったので議員さんに説明をして了承をいただくということだったと思いますが、そ

の考えはそのままでよろしいでしょうか。 

 

 

【道立病院局】 

  議決案件ではございませんので、町民の代表である議会の皆さんに今回の説明を

していただいて、それはどんな形でも議員協議会の形でも構いませんし、町と議会

の慣例に従って議員の皆様にも丁寧にしていただければという趣旨でございます。 

 

 

５ 重点支援区域の申請について 

 

【企画総務課長】 

   資料５のとおり、国通知文は P１～P７となっております。通知の内容は５ペー

ジのとおり。背景については、資料２の時にも説明しておりますが、公立・公的医

療機関の対応方針の再検証に伴い、地域医療構想の実現に向けて２０２５年におい

て達成すべき医療機能の再編、病床等の適正化に沿ったものとなるよう国において

重点支援区域を設定し、支援などを行うこととされました。 

   

   基本的な考え方として、地域の議論により地域の合意が必要であり、北海道から



の申請により国が選定すること。申請したことや選定されたことで、必ずしも、再

編などの方向性を決めるものでないこと、設定された後の結論も国から強制される

ものではなく地域の自主的な議論によるものであることとされています。 

 

   重点支援区域の対象事例については、地域医療提供体制の現状や将来像を踏まえ

個々の医療機関の医療提供内容を見直すため複数の医療機関ダウンサイジングや機

能の連携や分化等です。再検証対象外の医療機関も重点対象となります。 

 

   ５の支援内容として財政的支援と技術的支援がある。技術的支援は、地域医療に

関するデータ分析や議論の場・講演会などへの国職員の派遣が行うことができる。

財政的支援については、７ページになるが、地域医療構想の実現を図るための病床

ダウンサイジングや統廃合により病床を廃止する際の財政支援を実施するというこ

とになっております。 

 

   病床削減に伴う財政資源とか統廃合に伴う財政支援があります。具体的な単価や

対象経費については示されておりません。それを利用するかしないかは地域で決め

るものであって、選定されたからといって削減や統廃合を必ずしなければならない

というわけではない内容になっております。 

 

   スケジュールについてですが、１月中をめどに一回目の重点支援区域の選定を行

う予定ですが、８ページ厚生労働省のプレスリリースにあるように全国で３件５区

域が選定されております。国では随時募集と言っておりますが、今後いつまで申請

が受付けられるかということも示されていません。 

 

   続いて、当圏域において１０ページ以降になりますが、２月の段階で町とか町立

病院で集まった協議会の中においても重点支援区域の説明をしております。その時

の会議でも特段異論がありませんでした。できるだけ地域の医療を守っていく方法

について最大限利用していくという意見もありましたこと、また国では随時募集と

いっておりますが、今後いつまで申請が受けられているか示されてもおらず、今

回、行動方針案を策定しましたタイミングで、道から国の方に示していく形で提案

させていただいております。 

   

   申請内容については１０ページから１３ページのとおり申請書の一部になりま

す。２番目の機能連携等も含む再編統合の対象となる医療機関名は、南檜山圏域の

公立・公的医療機関を全て書かせていただいております。医療機関名につきまして

は、青苗診療所とか病床のないところがございますので修正がかかるかもしれませ

んが、全医療機関の名前を記載させていただいております。 

 

   １１ページ以降に支援が必要な理由等記載しておりますが、さきほどの行動方針

案で説明した内容についてピックアップした形で、記載しております。下段の方に

なるが、具体的な取り組みを進めていくにあたり各公立病院の設置主体が異なるこ



と、町内唯一の医療機関のあり方について検討を進める必要があること、住民理解

を丁寧に深めていく必要があることなど、多くの課題が想定されることから、人口

減少が著しく医療資源が乏しい地域における複数自治体の公立病院等の再編に関す

るモデル事例として、国の関与・支援を必要とするものとして理由を記載しまし

た。 

 

   １２ページ、今後の方向性についても、江差病院、各町立国保病院、診療所の記

載をさせていただいております。現在の議論の進捗状況については、これまでに話

されたことや行動方針を作られた段階での協議等行っておりまして、最終的にはさ

きほど了承されました行動方針案についても策定したということで記載させていた

だいております。 

 

   必要としている支援としては、当圏域におきましても国も関与する中で、人口減

少が著しく医療資源が乏しい地域における複数自治体の公立病院の再編に関するモ

デル事例の構築を目指すという明確なメッセージの発信としまして、地域医療連携

推進法人の設立、機能集約に向けた取り組み、住民理解を深める取り組みなど複数

自治体の公立病院等の間で機能分化・連携等を推進していくための技術的支援。医

師や看護師などの医療従事者の確保するための費用、あと施設・整備等に要する費

用に対する財政的支援ということで記載しております。 

 

   今、ご協議いただきまして、今後、各町議会で「行動方針案」が確定した段階で

若干の文言修正はあるかと思うのですが、重点の申請につきましても確定させて、

調整会議で主旨をご同意していただいたものとして、本庁を通じて国に申請するこ

ととさせていきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 【事務局長】 

   ただ今、重点支援区域の申請について概要及び申請について説明がありました。 

  なにかご意見・ご質問等ございませんか。 

 

   特になし 

 

 【事務局長】 

   本案につきましては、今後、重点支援区域として、道から国への申請の条件とし

て地域の調整会議の合意が必要となっておりますが、この申請を進めていくことで

よろしいですか。 

 

   異議なし 

 

 【事務局長】 

   それでは、特に異議はないので南檜山圏域の重点支援区域の申請につきまして本

専門部会においては、合意することといたします。 



  

4 その他 

 （特に議題はなし） 

 

5 閉 会 

 【企画総務課長】 

   今後の予定につきまして、行動方針案の成案につきましては、書面による専門部

会を開催させていただきます。来月 3 月 24 日開催予定の親会につきましては、今

後のコロナウイルスの感染発生状況を勘案しまして運営方法につきましては、今後

決定をして連絡させていただきます。本日の専門部会はこれにて閉会いたします。 


