
説明内容

１．国の動き

２．道の取組

・基本的な考え方
・これまでの取組状況

・今後の取組方針

３．道の各種支援事業

４．具体的な取組事例
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令和２年度の取組方針

１．これまでの取組

○ 平成30年度は、「地域医療構想」の目的について改めて認識共有を図るとともに、調整会議が「情報共有・意
見交換」の場として機能するよう、構想説明会の開催、各種データや意向調査結果の情報共有、構想アドバイ
ザーによる助言・論点提起などを実施。

○ 令和元年度は、具体的な取組に向けた集中的な議論を進めるため、各調整会議で、地域の実情を踏まえた「重
点課題」（急性期機能の集約化、病院の再編・統合など）を設定。参集者を絞った議論の場を設け、複数医療機
関の再編や地域医療連携推進法人の設立等に関する協議を進めている圏域もある状況。

２．令和２年度の取組方針

(1) 重点課題
○ 「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。なお、令和２年度「地域医療構想調整会議協議会」において、具体的な工程の検討状況について意
見交換を行う予定。

※ 具体的な取組を進めるに当たっては、「いつ、誰が、何を行うか」を整理し、関係者で共有する必要。
地域の実情（医療需要の状況、関係者間の関係性等）を踏まえた場合、結論を得るまでに相応の時間を要することが想定され

る圏域では、まずは、「いつまでに、どのような論点について、結論を得る必要があるか」「結論を得るに当たり、どのような関
係者と協議・調整する必要があるか」等について整理を行うことが重要。

※ 議論を促進する観点から、例えば、構想説明会等において地域の課題に対応した有識者（道内外の先進事例、国の担当者な
ど）を招へいするなど、議論の進捗状況に応じた技術的支援も検討。

○ 自治体の首長から「効率的な医療提供体制の構築」に向けた取組（機能集約や再編・統合等）に関する理解が
得られるよう、道と首長との意見交換の場（※）を積極的に設定していく。

※ 全道的なセミナーの開催や個々の首長訪問など、様々な形式を想定。

(2) 公立病院改革
○ 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求めていく。

※ 毎回の調整会議等において、検討状況を説明するよう求める方針。

※ 次期公立病院改革プランのほか、病院の在り方（建替えを含む）について検討する公立病院についても、検討を開始した段階
から、調整会議等において、検討状況を丁寧に説明するよう求める方針。

令和2年2月4日
総医協地域医療専門委員会 資料
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国の動きに対する道の対応方針

１．具体的対応方針の再検証要請

(1) 基本的な考え方

○ 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る。

○ 道では、地域医療構想の実現に向け、圏域ごとに「重点課題」を設定し、具体的な取組（急性期機能の集約化、
病院の再編・統合など）に向けた集中的な議論を進めているところ。
国の分析結果について、調整会議等において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する。

(2) 議論の進捗状況の把握

○ 国は、随時、再検証要請に係る議論の状況把握を行う方針。時期・内容等は現時点で示されていない。

○ 道では、現時点では、以下のとおり定期的に議論の状況把握を行う方針。（基本的に従前の取組どおり）

※ 今後、国において「状況把握」に係る報告様式等が示された場合には、当該様式を踏まえ
つつ、意向調査や構想推進シートの様式について必要な見直しを検討。

２．重点支援区域

○ 道では、重点支援区域に関する情報について、各調整会議において情報共有。

○ 調整会議において、重点支援区域申請を行う旨の合意が得られた場合は、国に対し、重点支援区域の申請を行う
とともに、重点支援区域として選定されるよう積極的に働きかけを行う方針。

再検証要請の内容 道の状況把握

個々の医療機関
・2025年を見据えた役割
・今後の取組(機能分化、病床数)

※「A:診療実績が特に少ない」及び
「B:類似かつ近接」

全ての病院・有床診療所を対象に「地域医療構想に関する意向調査」を実施。
調査結果を調整会議等で共有し、意見交換を進めた上で、年度末に更新する
「地域医療構想推進シート」に反映。

圏域全体の医療提供体制
・今後の取組(機能分化、病床数)

※「B:類似かつ近接」が所在する圏域

全ての圏域において、「重点課題」の議論等も踏まえつつ、年度末に更新す
る「地域医療構想推進シート」に反映。

令和2年2月4日
総医協地域医療専門委員会 資料
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「再検証要請」に対する道の考え方（令和元年１０月１日付け事務連絡）

・ 今回の国公表データは、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る。

・ 道では、今年度、地域医療構想の実現に向け、圏域ごとに「重点課題」を設定し、
具体的な取組（急性期機能の集約化、病院の再編・統合など）に向けた集中的な議
論を進めていただいているところであり、今後もこの方針を変更することは考えて
いない。

・ 今回の国公表データも、各圏域の診療状況を示す１つの参考資料としながら、
「再編統合の必要性について特に議論が必要な公立・公的医療機関等」として公表
されたかどうか、また、公立・公的医療機関等であるかどうかに関わらず、引き続
き、地域医療構想調整会議等において、具体的かつ集中的な議論を進めていただき
たい。
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2016年 地域医療構想策定

2018年 医療計画・介護計画 計画期間開始
診療報酬・介護報酬 同時改定

2021年 次期公立病院改革プラン計画期間開始

2024年 医療計画・介護計画 計画期間開始
診療報酬・介護報酬 同時改定

2025年 地域医療構想のターゲット
（団塊の世代が75歳以上）

2036年 医療計画・介護計画 計画期間開始
診療報酬・介護報酬 同時改定
医師偏在解消の目標、時間外労働規制の暫定特例水準解消 など

2040年 団塊Jr.の世代が65歳以上

次期地域医療構想の策定？
（2040年を展望？）

○ 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

○ プランを策定する市町村に対
し、次の点を求めていく

・ 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
プランに十分に反映すること

中長期的なスケジュール（イメージ）
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今後の構想関係スケジュール ＊現時点の想定

４月～６月 第１回調整会議

地域医療構想に関する説明会
・構想の取組方針・基金事業など【本庁】
・各種データ、圏域内の取組状況など【保健所】
・次期公立病院改革プランの検討状況【公立病院】

※ 地域の状況を踏まえつつ、有識者の招へい等も検討

８月～９月 第２回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
意向調査結果、次期公立プランの検討状況の共有

10月～12月 第３回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
次期公立プラン、各医療機関の検討状況の共有

１月～３月 第４回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
地域医療構想推進シートの更新

12月頃
地域医療構想調整会議 協議会
「重点課題」の工程の検討状況 など

７月頃
地域医療構想に係る意向調査

Ｒ２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進

※ 圏域によっては2025年以降
を見据えた工程が必要

「重点課題」の取組

３月
「地域医療構想推進シート」更新

※R2.7時点での「具体的対応方針」
（R2.3以降の検討・議論を反映）

※R3.3時点での「具体的対応方針」
（意向調査後の検討・議論を反映）

令和2年2月4日
総医協地域医療専門委員会 資料

（一部修正）
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公立病院改革に関する考え方
（総合政策部市町村課、保健福祉部地域医療課）

○ 新公立病院改革プランに基づき、「４つの視点」に立った改革を推進する必要。
① 地域医療構想を踏まえた役割の明確化
② 経営の効率化
③ 再編・ネットワーク化
④ 経営形態の見直し

○ 各病院においては、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（中核的
な医療機関の機能維持など）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、地域医療構
想調整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。

○ また、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、病院の在り方に関する
抜本的な見直しが必要。
例えば、病床利用率が継続して低い状況にあるなど、現状のままでは経営改善が見込まれない場合は、病

院の機能・規模の在り方や経営形態の見直し等に取り組むことが重要。
その際、調整会議等において地域の医療機関と十分に意見交換を行うこと、第三者による検討委員会の設

置など専門家の知見を取り入れることが必要。

○ 病院の建替えに当たっては、新改革プランの「４つの視点」を十分踏まえた慎重な検討が必要。
道庁としては、建設事業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、地域医療構想調

整会議における再編・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。
例えば、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。
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道の公営企業担当部局と地域医療担当部局との連携
（Ｒ元年８月２９日 総合政策部市町村課、保健福祉部地域医療課）

◯ いわゆる「団塊の世代」が全て75歳以
上となる2025年を見据え、効率的な医療
提供体制を構築するため、平成28年12月
に地域医療構想を策定。各圏域の調整会
議において、医療機関相互の役割分担や
連携体制の整備などについて議論が進め
られているところ。

◯ こうした中、地域医療の確保において
重要な役割を担う自治体病院は、医師不
足等の厳しい状況が続くとともに、人口
減少や高齢化の進行に伴い、医療需要の
大きな変化が見込まれることから、経営
効率化や再編・ネットワーク化等に向け、
道内の全自治体病院において新公立病院
改革プラン(終期2020年度)を策定。

◯ 公立病院改革と地域医療構想は、地域
に必要な医療提供体制を確保するという
共通の目的を有し、整合性を持って取組
を進めることとされているが、こうした
考え方に対する地域の理解が十分ではな
く、自治体病院が地域医療の主要な担い
手となっている本道では、公営企業担当
部局と地域医療担当部局の連携した対応
が特に重要。

１．背景・経過

○ 自治体病院における経営改革の取組が、地域医療構想の実現
に向けた地域の議論と整合的に実施されるためには、本庁及び
振興局それぞれにおいて、公営企業担当部局（市町村課、地域
政策課）と地域医療担当部局（地域医療課、保健所）がより一
層連携する必要。

・ 制度改正や国の動きなどに関する情報共有
・ 関係会議への相互出席・結果共有
・ 市町村からの相談に対する共同対応・結果共有
・ 国のヒアリングなどへの連携した対応

○ 上記の取組において、公営企業担当部局と地域医療担当部局
は次の視点を共有し、連携して対応。

・ 病院の経営改善に資するとともに、地域に必要な医療機能・規模であ
ること

・ 他の医療機関との役割分担など、調整会議の議論と整合すること
・ 特に建替の場合は、中長期的な見通しに立った構想・計画であること

２．対応方針

○ 市町村に対しても、必要に応じ、財政部局と病院部局など関係部
局の対応を求めること。

○ 地域医療構想の終期（2025年）や新公立病院改革プランの終期
（2020年度）に関わらず、案件に応じて中長期的な視点に立って
対応すること。

○ 診療所を開設する市町村に対しても、同様の視点で対応すること。

３．その他
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自治体病院の建替に係る地域での議論の進め方
（総合政策部市町村課、保健福祉部地域医療課）

１．趣旨

◯ 自治体病院の建替については、人口減少や人口構造の変化など中長期的視点に立ち、周辺の医療機関と
の機能分化等に係る意見交換を踏まえて、各市町村において慎重に検討する必要。

２．議論の進め方

○ 自治体病院の建替の検討を始めた市町村に対しては、各圏域で開催される地域医療構想調整会議の都度、
その時点における検討状況を報告してもらい、他の出席者からの意見を聴取。その際、会議を非公開とす
るなど、意見交換を行いやすい環境づくりに努めること。

○ 特に、病院の機能や病床数などについては、これらを具体的に記載する基本構想や基本計画などを策定
する前に、地域で必ず議論すること。

事務の流れ（イメージ）

【市町村からの報告事項】

・病床機能の在り方の方向性

・今後の病院の役割

・再編統合の必要性

・新設、建替え等の必要性

・将来推計等を踏まえた病院の
規模等

・建設に要する事業費

・医師、看護師等医療スタッフ
の確保

・収支見通し 等
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