
1 日　時

令和２年１月30日（木）18:00～19:00　

２ 場　所

北海道上川総合振興局 保健環境部 富良野地域保健室  ２階会議室

３ 出席者

（委　員） 富良野医師会 会　  長 小山内 裕　昭 （座長）

院    長 白　田 克　美

院    長 水　野 正　巳

渡部医院 院    長 渡　部 秀　雄

北海道社会事業協会 富良野病院 副 院 長 角　谷 不二雄

特定非営利活動法人 北海道病院協会 委    員 松　田 英　郎

医療法人社団博友会 北の峰病院 院    長 久  保 昌　巳

医療法人社団 かわむら整形外科医院 院    長 川　村 大　介

（同席者） 北海道社会事業協会 富良野病院 事務部長 細　谷 義　美

上富良野町立病院 事 務 長 北　川 徳　幸

医療法人社団 ふらの西病院 事務部長 佐々木 浩　司

医療法人社団 かわむら整形外科医院 事 務 長 川　村 啓　吾

（事務局） 上川総合振興局 保健環境部 富良野地域保健室 室    長 岡　崎 弘　行

上川総合振興局 保健環境部 富良野地域保健室 次    長 佐　藤 行　広

上川総合振興局 保健環境部 富良野地域保健室 企画総務課長 山　岡 　　巌

上川総合振興局 保健環境部 富良野地域保健室 企画主幹 加　藤 方　明

上川総合振興局 保健環境部 富良野地域保健室 主査（地域医療薬務）行　徳 　　亨

上川総合振興局 保健環境部 富良野地域保健室 主    事 工　藤　奈　緖

４ 議　事

【開会】

〈企画総務課長〉

◯　定刻になりましたので、ただ今から、令和元年度　富良野圏域地域医療構想調整会議

　医療専門部会を開催いたします。

◯　本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。

◯　私、本日の進行を務めさせていただきます、企画総務課長の 山岡 と申します。 

  よろしくお願いいたします。

◯　早速ですが、開会に当たりまして、富良野地域保健室長の 岡崎 より御挨拶申し上げ

　ます。

上富良野町立病院

中富良野町立病院

令和元年度(2019年度) 第３回 富良野圏域地域医療構想調整会議 医療専門部会　

〈　議　事　録　〉

発　言　内　容

公 開 ・ 非公開
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【挨拶】

〈富良野地域保健室長〉

◯　室長の 岡崎 でございます。

◯　本日は、時節柄、大変お忙しい中、御出席いただき厚くお礼申し上げます。

◯　また、委員の皆様には、日頃から、当圏域における保健・医療の推進に御活躍、御尽

　力いただいておりますことに対しまして、重ねてお礼申し上げます。　

○　さて、２０２５年の医療需要を見据えて策定しました「地域医療構想」は、病床削減

　を目的とした「数合わせ」ではなく、今後の人口構造の変化に伴い、医療・介護等のニ

　ーズや担い手が変化する中、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を、現実的に検討していくことが、構想の本来の目的となっており

　ます。

○　そのため、調整会議においては、地域の実情を示すデータや構想を踏まえた取組状況

　等について「情報共有」するとともに、地域の課題や確保すべき機能について「意見交

　換」することが重要であると考えておりますことから、本日は、昨年９月に国が公表し

　た「公立・公的医療機関」の再検証要請の趣旨や道が独自に行っている意向調査の概要

　などについて、御説明する予定としていますので、忌憚のない御意見を賜りますようお

　願いします。

○　最後になりますが、本日の医療専門部会が、今後の富良野圏域の保健医療の向上のた

　め、実りの多いものとなりますことを御期待申し上げ、開会に当たっての御挨拶といた

　します。

【配付資料の確認等】

〈企画総務課長〉

◯　続きまして、本日の資料につきまして、御確認いたします。配席図、出席者名簿、次

　第、資料１～８と資料３と４の間に参考資料となっています。

◯　配布漏れ等がございましたら、事務局までご連絡をお願いします。

◯　次に本日の流れについて簡単に御説明いたします。

◯　最初に、昨年の１２月１５日に札幌で開催された「北海道 地域医療構想調整会議 協

　議会」に富良野圏域を代表して 小山内議長が出席しましたので、その報告をいただき、

　その後、事務局から資料３～資料７について一括して御説明しまして資料８については

　協議をお願いする予定としております。

◯　また、その他として、上富良野町立病院から改築について報告をいただき、その後、

　質疑時間をとり、終了は１９時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

発　言　内　容

発　言　内　容
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【次第の３　報告事項】

〈企画総務課長〉

◯　それでは、次第に沿って進めさせていただきます。

◯　まず始めに、次第の３「北海道 地域医療構想調整会議 協議会」について、座長から

　御報告をお願いします。

〈座　長〉

令和元年１２月１５日に札幌で開催された「北海道 地域医療構想調整会議 協議会」に

ついて報告。

【司会の交代】

〈企画総務課長〉

◯　ありがとうございました。

◯　それでは、これ以降の議事進行につきましては、座長にお願いしたいと思いますので

　よろしくお願いいたします。

【次第の４　説明事項】

〈座長〉

◯　座長の小山内です。

◯　スムーズな議事運営について、御協力をお願いします。

◯　それでは、次第の「４　説明事項」の（１）～（５）について、一括説明となります

　最初に「地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の再検証要請」について説明をお願い

　します。

〈企画主幹〉

〈座長〉

◯　続いて次第の４の（２）「外来医師偏在指標」について説明をお願いします。　

〈企画主幹〉

〈座長〉

◯　続いて次第の４の（３）「地域医療構想の推進に関する意向調査の結果」について説

　明をお願いします。

〈企画主幹〉

〈座長〉

◯　続いて次第の４の（４）「医療連携推進法人」について説明をお願いします。　

〈企画主幹〉

「外来医師偏在指標」について説明　 →  資料４

「地域医療構想の推進に関する意向調査の結果」について説明  →  資料５

「医療連携推進法人」について説明  →  資料６

発　言　内　容

発　言　内　容

発　言　内　容

「地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の再検証要請」について説明

　→  資料３・参考資料 
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〈座長〉

◯　続いて次第の４の（５）「病床機能報告」について説明をお願いします。　

〈企画主幹〉

【次第の５　協議事項】

〈座長〉

◯　ありがとうございました。

◯　続いて、次第の５「地域医療構想推進シートの更新」について、説明をお願いします

〈企画主幹〉

【次第の６　その他】

〈座長〉

◯　ありがとうございました。

◯　続いて、次第の「６　その他」になりますが、こちらにつきましては、上富良野町立

　病院の改築にになります。具体的には、まだ、報告できる状況にはないとの事ですが、

　方向性や懸案事項など現時点の状況について、報告をお願いします。

〈上富良野町立病院〉

【次第の７　質疑応答】

〈座長〉

◯　ありがとうございました。

◯　最後になりましたが、質疑を受けたいと思います。どなたか、質疑のある方はいらっ

　しゃいますか？

◯　無いようでしたら、以上をもちまして、本日、用意した報告・協議事項などは、全て

　終了となります。皆様の御協力により、スムーズな議事運営となり、ありがとうござい

　ました。。

以上で、次第の６「その他」を終了

以上で、次第の７「質疑応答」を終了

発　言　内　容

発　言　内　容

改築の方向性などについて報告

質疑等なし

「病床機能報告」について説明  →  資料７

以上で、次第の５「協議事項」の説明を終了

「地域医療構想推進シートの更新」について説明  →  資料８

以上で、次第の４「説明事項」を終了

発　言　内　容

発　言　内　容
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【閉会（司会の交代）】

〈企画総務課長〉

◯　小山内座長をはじめ、本日御出席の皆様におかれましては、長時間にわたり、御協力

　いただき、ありがとうございました。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、お願いします。

◯　以上をもちまして、富良野圏域 地域医療構想調整会議 医療専門部会を終了いたしま

　す。お帰りの際は、交通安全に注意されますよう、お願いいたします。　

　本日は、大変お疲れ様でした。

発　言　内　容
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