
 

令和２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８月４日（火） １５：００～１６：００             

場所 檜山振興局 ４Ｆ講堂 

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 

【地域医療構想の取組状況と今後の取組方針について】 資料 1  

資料１は、国の動き、道の取組、道の各種支援事業、具体的な取組事例の４つの構成になっ

ています。まず、国の動きです。実際、国の動きは新型コロナウイルス感染症の影響で、大き

な進展はないのですが、３ページ目から４ページ目にかけて、国における地域医療構想に関す

る動きを示している。 

４ページ 令和元年９月２６日において、地域医療構想に関するワーキンググループは、厚

労省において診療実績を分析の上、再編統合の必要性について特に必要な公立・公的医療機関

等が道内において５４医療機関が公表され、南檜山圏域においては厚沢部町国保病院、奥尻町

国保病院が公表された。 

国と地方の協議の場、自治体等の意見交換会を経て、令和２年１月１７日公立・公的医療

機関等の具体的対応方針の再検証等について再検証要請に関する正式通知を各都道府県あて

提供しました。なお、令和２年３月４日付けの厚生省通知で、２０１９年度中とされた見直

しの期限については、厚労省において改めて整理の上、通知することとされました。 

その通知内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から政府として一定期

間はイベント等について中止、延期等の対応を要請していること等と歩調を合わせつつ、厚

生労働省において改めて整理の上、通知することとするとのこと。なお、構想区域ごとの

2025 年の医療提供体制の検討、関係者との意見調整、重点支援区域に係る更なる取組（申請

事例の検討等）など、進めることが可能である検討・対応については、可能な限り進めてい

ただくようお願いする。 

状況把握については、従来の方針どおり、行われております。南檜山圏域におかれまして

は、昨年度策定いたしました南檜山医療を確保するための行動方針に沿って、厚沢部国保病

院は、圏域内の道立江差病院の機能強化に併せ、入院医療機能について、道立江差病院に可



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、診療所化も含めた診療体制

の見直しを行うとし、奥尻町国民健康保険病院におかれましては、離島である特殊事情を踏

まえ、救急医療を確保するとともに、道立江差病院など圏域内の他の医療機関との連携強化

を検討すると回答しております。 

１０ページの重点支援区域について、これも昨年度当圏域において、「南檜山医療を確保

するための行動方針」が策定されたことに並行して、２０２５年において達成すべき医療機

能の再編、病床数の適正化に沿ったものになるよう、重点支援区域の設定を通じて国による

助言や集中的な支援を行うことがされるよう、道として申請している。 

重点支援区域申請は随時募集することとしており、１月３１日に１回目の重点支援区域の

選定が全国３県５区域で実施されて以降、国において選定されておりませんが、４月に道で

南檜山圏域として重点支援区域の申請を行っており、今後２回目の選定・発表が行われる予

定であります。 

１１ページは、地域医療構想推進のための地域医療介護総合確保基金の活用と新たな財政

支援についての説明です。複数病院の統廃合の活用事例、単独病院のダウンサイジング活用

事例等記載しております。今後、そのような事例につきまして適用考察される際には保健所

にご相談願います。この通知が出たころ、いろいろ関係紙でも取りただされ、内容について

各医療機関からも一部質問をいただきましたが、国も地方も、新型コロナウイルス感染症拡

大の関係で、新たな通知が停滞している感があります。また、新しい情報通知等入りました

ら、医療機関に提供して参ります。 

道の取組について説明します。１４ページは基本的な考え方であります。地域医療構想の

目的は、今後、人口構造の変化に伴い、医療・介護を含めた地域生活におけるニーズやこれ

に対応する取組・支援の担い手が変化していくことを直視し、各地域において、各々の実情

や住民の希望を踏まえつつ、限られた資源を有効活用しながら、いかなる機能を確保してい

く必要があるか現実的に検討し、具体的な取組を進めていくことであります。 

役割の整理として、地域医療構想調整会議においては、データ取組情報を「情報共有」

し、意見交換を行うことが重要であります。 

各市町村・医療機関においては、自らの具体的な取組内容を検討していく必要があり、道

においては、本庁による道内外の取組状況を踏まえた政策立案・情報提供等と保健所による

地域の実情を踏まえた調整等との連携を十分に図りつつ、調整会議を効果的に運営していく

とともに、基金等により各市町村・医療機関の具体的な取組を支援していくこととしており

ます。 



１５ページ地域における議論の進め方であります。大きな方向性として捉えた場合、急性

期は中でも医療資源投入量が多い医療の需要は、今後、減少傾向で急性期の集約化など、効

率的な提供体制の構築が必要「回復期」、医療資源投入量が比較的少ない医療の需要は今

後、一定程度、増加傾向です、急性期経過後の患者を早期に受け入れられる体制、比較的軽

症な患者に対応可能な体制を整える必要であります。「慢性期」については、長期療養を要

する患者の受け皿の規模感について精査が必要とし、これらを踏まえて地域における課題等

を十分に共有し意見交換を行う必要があります。 

１６ページ以降時間の関係上省略しまして、２０ページ道のこれまでの取組状況でありま

す。平成２８年１２月「北海道地域医療構想」を策定し、２９年度中に「地域医療構想推進

シート」を道独自で作成しております。２２ページは、平成３０年度以降の取組状況として

地域医療構想に関する説明会や。「地域医療構想の推進に関する意向調査」地域医療構想ア

ドバイザーの参画などを 各圏域で行い、毎年度末には、進捗状況と今後の方針を見える化

した地域医療構想シートの更新を繰り返しております。 

２５ページは、地域医療構想の推進に関する意向調査について調査しております。今後担

うべき役割について、他の医療機関との役割分担・連携を考慮しつつ、以下の 1 から５の選

択肢から各医療機関主たる役割に近い記述を選択し、具体的な内容について記述しておりま

す。 

調査時の回答としては将来的には、道立病院、厚沢部国保、奥尻国保、江差脳神経クリニ

ックにつきましては、②の近隣の高度、専門医療を提供する医療機関と連携しつつ、救急患

者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する入院医療等の急性期医療を担う 佐々木病

院、町立上ノ国診療所につきましては、④の長期にわたり療養が必要な患者に対する入院医

療を行う医療機関 乙部国保病院、上ノ国町立石崎診療所については、⑤の かかりつけ医

としての役割や在宅医療における中心的な役割を担うと回答をいただいております。 

２８ページは、地域医療構想調整会議 協議会、昨年の１２月１５日日曜日に北海道医師

会館において、主に各郡市医師会長が一堂に会しまして、各構想区域の報告（重点課題の取

組状況）をし、意見交換を交わしました。当圏域からも經田檜山医師会長が出席し南檜山圏

域の重点課題につきましては、各医療機関・自治体における機能分化と連携体制の強化とし

たことを説明し、医師をはじめとする医療従事者の確保が困難であることを主張したところ

です。 

参考として、３６ページ効率的な医療提供体制の構築に係る考え方について、①は多くの

医療資源を必要とする急性期機能、二次医療圏内の中核的医療機能への機能集約を限り進め

ていく必要。段階的に機能集約を進めるなど、地域事情を踏まえた取組が必要であると示し



ている。また、長期療養患者の受け入れ体制（慢性期機能）については、高齢者人口の状況

を見据えつつ、在宅医療の提供体制や介護施設の状況を踏まえながら、必要な規模を維持し

ていくことが重要。そして、住民に身近な地域の診療所等において、必要な外来機能を維持

していくことが必要と述べている。 

また、３７ページ昨年度におきましては、「外来医療計画」が策定されましたが、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おける診療従事を促すこと等を目指しています。 

外来医療計画の中で外来医療機能に関する情報の可視化する指標として外来医師偏在指標

を算定することとしたところです。南檜山圏域における外来医師偏在指標は指標的順位で

は、４番目に低い６２．８ですが、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いと述べら

れています。 

３８ページ最後に、各圏域の人口構造の変化をつけております。南檜山圏域におかれまし

ては、総人口が現在２０，９６８人で、２０年後の減少率が半分近くで、１１，４７７人。

後期高齢者も２０３０年までは全体で横ばいを維持しておりますが、２０４０年にかけては

人口減少をはじめております、現在の後期高齢化率２２．７％から２０年後、３３．３％に

なると推計しております。 

続きまして、令和２年度の取組方針ですが、重点課題に関する令和２年度以降の具体的な

工程について、なるべく早期に共有が図られるよう議論を促していく。ただ、道の地域医療

構想調整会議協議会が開催できるかは現在、未定であります。 

次期公立病院改革プランを策定する公立病院については、調整会議等において、検討状況

を丁寧に説明するとともに、調整会議等の議論の状況を十分に反映するように求めていくこ

ととなっております。 

４１ページ国の動きに対する道の対応方針ですが、今まで何度も述べておりますが、国に

おける診療実績データの分析結果は、一定の条件下で全国一律に分析されたものであり、絶

対的な分析結果ではないものと捉えています。各圏域の診療状況を示す１つの参考資料とし

て共有しつつ、「再検証対象医療機関」であるかどうか、公立・公的医療機関等であるかど

うか、「再検証対象医療機関」を含む圏域であるかどうかにかかわらず、引き続き、調整会

議等において、具体的かつ集中的な議論を進めることとしております。 

４３ページは、中長期的なスケジュールであります。２０２０年夏頃に次期公立病院改革

プランのガイドラインが総務省より示される見込みであります。 



昨年度策定した「南檜山圏域の医療を確保するための行動方針」にそって策定していただ

くことになりますがプランを策定する市町村に対し、次の点を求めていくとして、検討状況

を調整会議等で丁寧に説明すること。調整会議等の議論の状況を十分に反映することとなっ

ております。 

４５ページ公立病院改革に関する考え方です。 各病院において、自院の現状の機能・規

模の維持ではなく、圏域内で必要とされる機能の維持に向け、自院の担うべき機能等につい

て十分に検討するとともに、本会議や近隣医療機関との協議の場において率直な意見交換を

行い、構想を踏まえた役割の明確化を進める必要があります。 

その中の３つめ、新改革プランの点検・評価を実施し、収支計画が実績と乖離する場合に

は、病院のあり方に関する抜本的な見直しが必要となっております。 

病院の建て替えにあたっては、新改革プランの４つの視点を踏まえ慎重な検討が必要で

す。道としては、建設事務費の負担による一般会計への影響や収支状況の精査はもとより、

地域医療構想会議における再編、統合や役割分担等に関する意見交換の状況を踏まえた対応

となっているか十分に確認を行う方針であります。調整会議において検討課題とされた事項

がある場合には、当該課題に関する具体的な検討が行われ、反映されているかどうか見極め

るなど、慎重に対応する必要があります。 

４８ページ、道の各種支援事業についてでありますが、病床機能転換や再編統合の際に

は、事業計画について、地域医療構想調整会議に事前報告することとなっておりますので、

ご了承願います。 

最後に６５ページからの、具体的な取組状況として、６７ページ南檜山圏域の昨年度の取

組状況につきましては、記載されております。昨年度、この調整会議とは別に南檜山区域の

医療を確保するための協議会を立ち上げまして南圏域各町の首長、医療機関等が介しまし

て、南檜山圏域の医療を確保するための行動方針案を策定し、それを調整会議、各町議会を

経て成案としております。行動方針の中で謳っております地域医療連携推進法人の設立を進

めております。詳細については、本日、参画していただいております道立病院局の方からの

ちほど説明していただきます。 

なお、地域医療連携推進法人の設立を進めている圏域は、道内では、南檜山と６９ページ

の上川北部圏域において地域医療連携推進法人を設立する旨公表しております。 

７３ページからの病床機能報告については、過去の会議で説明しておりますので省略しま

すが、令和元年度の報告結果は、まだ示されてございません。 



８１ページ以降は、地域医療介護総合確保基金について令和２年度実施事業を示しており

ます。関係する部分につきまして、お問い合わせ願います。特に赤字の部分は事業拡充の部

分であり、ご留意願います。 

資料２は、ICT 活用事例集は、時間もないので説明は省略させていただき、のちほど、ご参

考にしていただきたいと思います。 

資料３は、地域医療連携推進法人制度についてでありますが、次のページに地域医療連携

推進法人の動向ということで、昨年まで全国で１５か所だったのが、今年になってからも３

箇所増え１８カ所となっており、北海道内としては初２２番目として南檜山２３番目として

名寄市立病院・士別市立病院として、地域医療連携推進法人設立に向け検討中と記載されて

おります。 

資料４は、北海道医療勤務環境改善支援センターのご案内であります。各医療機関におい

ても経営面でご活用可能です。ちなみに昨年度は全道で４５の医療機関がのべ１２４回利用

があったと聞いております。今後検討される医療機関につきましては活用していただきたい

と思います。 

  南檜山圏域資料１は、昨年度の調整会議における協議内容等をまとめております。説明が

重複するので、のちほど参考にしていただきたいと思います。 

 

【地域医療連携推進法人について】                           

（道立病院局経営改革課） 

資料５と保健所からの資料３も参考に説明。地域医療推進法人の概要は資料３の１ページ

目の下段に概要がある。評議会を設置しなければならない。それを南檜山圏域にあてはめる

と資料５の組織体制になる。今関係者と検討が進んでおりまして、今のところ名称が南檜山

メディカルネットワークまで決定している。今、北海道ほか関係部局に申請中。参加法人

は、北海道、南檜山管内５町、民間からも２法人計８法人が参加法人としてこの圏域で立ち

上げることとした。一般社団法人の設立登記は、函館法務局の方へ登記済。この場にお集ま

りの方々の協力を得られましてかなり駆け足で手続きを進めさせていただいたことについ

て、関係機関が協力いただきましたことにつきましてこの場をお借りして感謝いたします。

役員につきましては、北海道病院事業管理者を代表として、各町長、民間医療機関の理事長

を理事、幹事として、町村会事務局長を幹事として名を連ねている。地域医療連携推進法人

について、これまで保健所からも概要などの説明がありましたが、何をする法人かという

と、地域において介護とか、事業所とかそれぞれの職種で、個々の結びつきで在宅から医療

機関、施設、介護サービス事業所との連携がなければこれまでもやっていけなかったと思っ

ておりますが、今後はこの結びつきをより一層強化していく、そのルールを明確化しまして

わかりやすい連携の仕組みを作っていきたい。この推進法人は道も町も議決権は皆さん対等

な立場で参加しております。議決権は同じ１を持っております。皆さん対等な立場で議論し



合って実際やるべきことを決めて行きたいと考えておりますので今後とも引き続き協力をお

願い致します。また、外部から活動を評価してもらう仕組みを構築しなければならない。檜

山医師会長ほか、評議員を指名して進行状況を評価してもらう仕組みも設けております。右

下が連携推進業務、検討案ということで、他の法人で記載されている業務をもとに、作成し

た。このような取組を実施すると、総務省からの財政措置も手厚くなるので、そういうこと

も見据えて、取組を進めていきたいと考えております。 

  地域医療連携推進法人の設立スケジュールということで、６月２９日に一般社団法人設立

登記、函館法務局への登記が終わっております。７月７日に道の関係部局に地域医療推進法

人の認定申請を行った。一般社団法人と地域医療推進法人、なにが違うかというと中身は何

も違わないのですが、地域医療連携推進法人用務を行うというのが一般社団法人で、今後、

北海道から認定証を交付いただくと、この名称を変えることができる。今後、８月２１日に

北海道医療審議会が開かれ、南檜山圏域も含めて地域医療連携推進法人の設立について審議

されて、認められれば北海道知事からの認定が９月上旬になされる予定。それを経て事務手

月上の作業になりますが、地域医療連携推進法人の名称に変更します。 

 

【ここまでで質問事項】 

（乙部町国保病院） 

Q 公立病院改革プランの関係で、総務省から夏くらいまでにガイドラインが示されると聞

いていたが、情報としていつ頃というのは道の方に入っているのか。            

A 情報はまだ入ってなく把握もしていない。新型コロナウイルス感染症拡大の状況から遅

れ気味かもしれない。情報が入れば即提供していく。 

（企画総務課長） 

 地域医療連携推進法人の設立につきまして、「南檜山圏域の医療を確保するための行動方

針」の中で、掲げました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この取組が

必要不可欠であること、また、当圏域で昨年度設定した重点課題、「各医療機関・自治体に

おける機能分化と連携体制の強化」にも繋がりますことから、法人設立及び今後の運営につ

きまして改めてよろしくお願い致します。 

【南檜山圏域の医療機関の状況について】 

 （企画主幹） 

南檜山圏域資料２ 圏域の病床を有している医療機関から調査、平均入院患者数について

は、１８２人ということで、昨年度より１８人ほど下がっております。単純に見ると、厚沢

部町国保病院以外は単純に減少している。平均外来患者数につきまして、全体で３３人の減

となっているが、これも、横ばいの厚沢部国保病院以外は、減となっています。詳細につき



ましては、各医療機関さん出席しておりますので、今年度（コロナ禍という）このような状

況ですので、それも含めて説明していただきたいと思います。 

 （道立江差病院）  

  グラフのとおり徐々に減少しているが、消化器科の常勤医が、平成２９年度、３０年度に

一人ずつ減少し、平成３０年度から出張医対応となっているのが原因であるが、３０年度か

ら、総合診療科を設置、常勤医を確保したことにより、２２０００人あたりの延べ患者数で

２か年は推移した。また循環器内科の在宅日数が短くなっていったことも一因、今年度につ

いては、新型コロナウイルス感染症に関わる状況で１２％から１３％、患者数が減少してい

る状況。常勤医の減少が続いているが、標榜科については、出張医で対応している状況。 

（厚沢部町国保病院） 

  入院患者数につきましては、前年度より増えているが、平成 27 年度より 30 年度は微減し

ており、平成 27 年度がピークであったと認識しており、前年度対比は、病床利用率はまだ 

伸びがあると認識している。外来患者数は過去 10 年をみても順調に伸びていたが、２月、３

月に新型コロナウイルスの影響で、結果的に少なくなっている。入院は、4 月以降、大きな

増減はなく、外来は少なく落ち込んでいたが、６月、7 月増えてきているのでる今後の患者

数の伸びに期待したい。 

（乙部町国保病院） 

  元年度患者数が、入院も外来も前年度減となっている。昨年１０月に院長が変わったこと

も大きな要因がある。患者さんも、日数がたってから、そこに受診するような形をとってい

る。２月、３月の新型コロナウイルス感染症の影響もある。今年度、入院増減はない。外来

は前年度と比較して患者数が４月、5 月、6 月と２０％減少、診療報酬も４０％減っている。

新型コロナウイルス感染症で相当な打撃を受けている。今年度、今後どのようになっていく

かわかりませんが、どうみても患者数の増という部分では今年度相当厳しいと思っておりま

す。 

（道南勤医協江差診療所） 

  当医療機関は、病棟はもっていないため（表には記載しておりませんが）外来患者数のみ

だが、内科の一般は微減、訪問診療も人口減少の関係か微減している。増えているのは労災

で微増している内訳としては、心臓病とじん肺の患者さんが微増ということで全体数として

は外来の患者さんはほぼ変わりなしです。今後、心配なことは、救急当番をやっているの

で、秋冬にかけて、患者さんの症状から風邪なのか、新型コロンウイルス感染症なのか、イ

ンフルエンザなのか判断がつかないということ。 

 

 



（江差脳神経外科クリニック） 

  当院は、病床を活用していなので、外来患者のみの報告ですが、平成２６年度から調べた

実人数調査から、年度によっては実人数が増えている年度もあって、のべ患者数の減は、長

期投与の期間が関係していて、結果１日平均患者数の減の要因になっている。平成２６年度

１ヶ月投与が占めていましたのが、今年の３月とか、２ヶ月投与が６割程度占めている。そ

うすることにより、再診の慢性期の患者の通院数（のべ患者数）が減ってくると分析され

る。 

【佐々木病院の診療所化について】                              

（企画総務課長） 

  それでは、最後に佐々木病院さんから、説明いただきます。佐々木病院さんは、これまで

慢性期の患者さんを中心に療養病床をかかえた病院として長年運営してまいりましたが、諸

般の事情により診療所化に向けて調整を行っておりまして、その経過及び今後の方向性等に

つきまして説明をいただきたいと思います。      

（事務長） 

過去２回５月臨時の理事会、６月の正式の理事会を経て病院を診療所化とすることを決定

いたしました。理由としては以前から看護師等有資格者の確保が難しいこと、さらに入院外

来患者数が減少してきていること、この２点が最大の要因であります。病床数は、６０床か

ら１９床へと削減するために患者数を調整しておりまして、具体的に９月１０月からの診療

所化を目指していますが、現在の入院患者の状況は、６月末で４２名、７月中には、１６人

が退院し、６名の緊急入院があり、８月３日現在３２名の入院患者がいらっしゃいます。住

所地の内訳は江差町が１４名、上ノ国町が１２名、厚沢部町が１１名、乙部町３名、松前町

１名、札幌市１名です。１６名の退院患者の受け入れ等は、えさし荘が４名、カタセールえ

さし３名、乙部町国保病院３名、厚沢部町国保病院３名、自宅１名、死亡退院が２名です。

退院に向けましては、今現在の本人の状態と、家族の意向を考慮し、個々に調整しまして今

後の入院患者の調整をしてまいりたいと思います。 

なお、厚沢部町国保病院、乙部町国保病院、両病院長にはたいへんお世話になっておりま

すことをこの場をお借りして改めてお礼申し上げます。なお、休日・夜間当番につきまして

は、診療所化しても今までどおり対応していく予定でございます。名称は「佐々木医院」を

予定しているところでございます。 

（企画総務課長） 

入院患者の今後の調整をどのようにお考えでしょうか 

 

 



（事務長） 

すでに退院した患者様１６名と同様、本人、家族の意向と本人の状態を考慮した中で、院

長、医師、看護師で調整していて、なんとか一人ずつの対応は現在順調に進んでおりますこ

とから、病床削減はできると見通しが立っているところです。 

 （企画総務課長） 

医療体制が厳しい中、診療所化はやむをえないところですが、佐々木病院におかれまして

は、今後の入院患者の調整及び職員の処遇につきまして、無理のないようくれぐれもご配慮

をお願い致します。 

【閉会】                                     

（企画総務課長） 

  新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、会議運営等が全体的に例年のスケジュー

ル通りいかず、困難な状況でありますが、今後とも地域医療構想の実現に向けた取組につい

てご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いします。 

  


