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令和４年度 地域医療構想説明会（第９回札幌圏域地域医療構想調整会議）議事録

日時：令和４年１１月１０日（木）１８：３０～１９：３０

会場：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 ホール５Ｃ

１ 開会

【江別保健所 佐藤企画総務課長】

定刻となりましたので、ただ今から、令和４年度地域医療構想説明会、第９回札幌圏域地域医療構想調整会

議を開催いたします。

皆様におかれましては、時節柄何かと御多忙のところ、御出席をいただきお礼申し上げます。

私、このあと説明会に入りますまで、司会を務めさせていただきます北海道石狩振興局保健環境部保健行政

室企画総務課長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、説明会の開催方法について確認させていただきます。

今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえまして、一部の委員の皆様以外は、ウェブ

を活用しての開催とさせていただきました。

ウェブでのご出席の委員の皆様は、カメラは常時オンにしていただきますとともに、発言の場合を除いてマ

イクをオフにしていただくようにお願いいたします。

それでは、開催に当たりまして、北海道石狩振興局保健環境部長の森より、一言ご挨拶を申し上げます。

２ 挨拶

【江別保健所 森所長】

皆様、こんばんは。北海道石狩振興局保健環境部長の森でございます。

本日は、ご多忙のところ、地域医療構想説明会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。

また、日頃より地域における医療提供体制の確保に御尽力をいただいていることに対しまして、この場をお

借りいたしまして改めてお礼を申し上げたいと思います。

また、新型コロナウイルス感染症の対応に当たりましては、委員の皆様方をはじめ、各医療機関の皆様方に

は、入院患者の受け入れや発熱患者等の診察、検査、またワクチン接種など、様々な役割を担っていただいて

おりますことに対して、心より感謝いたしますとともに、厚くお礼を申し上げたいと思います。

さて、本説明会は、地域医療構想の実現に向けた取組をより一層推進するために各圏域ごとに年１回開催す

ることとしておりますが、昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染症への対応が優先される中、地域医療構想

に関する議論を進めることが大変困難な状況であり、札幌圏域におきましては、令和元年以来、今回が３年ぶ

りの開催となります。

ただ、この間も人口の減少、少子高齢化は着実に進んでおり、国からも、地域医療構想の基本的な枠組みを

維持しつつ、その取組みを着実に推進することが必要との考えが示されているところでございます。

そのためには、地域全体で、情報の共有をしながら、医療機関相互の役割分担や、また、連携体制など、地

域の実情に応じた医療連携体制の構築などの議論を進めていくことが、重要というふうに考えられます。

本日は、道本庁地域医療課から、地域医療構想と医師の働き方改革について、それぞれご説明があり、また、

説明会終了後には、引き続き、札幌圏域個別調整部会を開催し、医療機関の個別案件についてご議論いただく

予定でございます。

また、本日は、地域医療構想アドバイザーの３人の先生方にも、会場とWEBでご参加をいただいております。

本当にご出席ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

今後、地域医療構想の推進に向けて、地域からの貴重なご意見をいただきながら、調整会議における議論の

推進に取り組んでまいりたいと考えておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

【江別保健所 佐藤企画総務課長】

只今のご挨拶でもございましたが、本日は、地域医療構想アドバイザーであります３名の先生方に会場とWE

Bでご出席いただいております。

お一人目が北海道医師会常任理事笹本洋一様、お二人目が同じく北海道医師会常任理事荒木啓伸様、お三方
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目が当調整会議の委員でもございます、北海道病院協会常務理事西澤寛俊様でございます。

先生方、どうぞよろしくお願いいたします。

次に、前回の会議以降、新たにご就任いただくこととなった委員の皆様をご紹介させていただくところです

が、時間の都合上、お手元に配付してございます委員名簿によりまして、ご紹介に代えさせていただきますの

で、ご了承願います。

また、本日の会議には、札幌圏域の関係医療機関及び行政機関の皆様にも多数ご視聴いただいております。

それでは、説明に入ります前に、お配りしております資料の確認をさせていただきます。資料１から３のほ

か、参考資料としまして、調整会議設置要領と調整会議委員名簿をお配りしてございます。会場の委員の皆様

で、ご不足等はございませんか。

ないようですので、本調整会議の進行につきましては、今議長にお願いしたいと思います。

今議長におかれましては、昨年７月から、前任の松家前会長の後任として札幌圏域地域医療構想調整会議の

議長をお願いしております。今議長、どうぞよろしくお願いいたします。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 今議長】

皆様こんばんは。議長を拝任いたしました今眞人と申します。３年ぶりということでございますので、また、

新任の委員の方もいらっしゃいますので、この会議のあり方、それから何をやっている会議かということを、

もう一度しっかりと理解を深めながら進めさせていただきたいと思います。

コロナは、とうとう今日、人口10万人当たり直近１週間の新規感染者数、札幌市900超えて参りましたので、

大変な状況に入ってしまったと思います。

スムーズな進行をお願いし、感染の観点から、もなるべく時間どおりに終わらせていきたいと思います。

第１回目ということで、道庁から「地域医療構想」「医師の働き方改革について」の説明、事務局から、「令

和３年度病床機能報告」について報告をいただきます。

お手元の次第に沿って進めさせていただきます。

地域医療構想等について、北海道庁地域医療課山谷課長、ご説明をお願いいたします。

３ 説明

（１）地域医療構想等について

【北海道保健福祉部地域医療推進局 山谷地域医療課長】

皆さん、こんばんは。今年の４月から地域医療課で課長をしています山谷と申します。よろしくお願いいた

します。

今議長の方からもお話がありましたので、また、委員の方々も新たになった方も多数いるとお伺いしており

ますので、私の方からまず最初にですね、そもそも地域医療構想とは、また調整会議でどういうことを情報の

共有なり、議論をしていただくかということをですね、時間も限られていますので、簡単に説明をさせていた

だきます。

資料の方は、「資料１の１」と「１の２」と２種類配付させていただいてますけども、「資料１の２」の方

はですね、国の方から毎年調整会議、構想を進める上で、こういう方向・方針で進めていっていただきたいと

いう通知が来ております。それを受けまして、北海道でも毎年方針というのを決めさせていただいておりまし

て、その資料がついているのとですね、あと、後段の方では、地域医療構想を進める上で、補助金の制度もご

ざいますので、種々の補助事業の資料がついておりますので、そちらの方はご覧いただければなと思います。

説明の方は、「資料１－１」を使って説明させていただきます。

資料２ページ目になりますけども、そもそも地域医療構想とは、2025年度に団塊の世代がすべて75歳以上に

なり、高齢者が急激に増えてくるため、ここをどうやって乗り切っていくかというところで、地域医療構想と

いうものを、国の方で進めていこうということになりました。

資料３ページですけれども、2025年が、医療・介護需要の一つの節目となりますが、とは言っても全国で団

塊の世代が75歳以上になっていくというだけでありまして、2025年に何かをすべて終わらせなければならない

とか、そういうところではございません。人口の減少や高齢化の状況というのは、地域によって様々でござい

ますので、どちらかというと、今まで、全国一律で医療政策を進めてきたとすれば、なかなかもう全国一律の

考え方で、横並びで進めていくのが厳しくなってきたと、そういった中で、それぞれの地域ごとに、関係者で

議論をして、必要とされる医療提供体制を確保していこうというようなところから進んできております。
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資料の一番下の「・」になりますけれども、高齢者が増えてくると若い方が減ってくるという中で、やはり、

疾病構造も変わってきます。高齢者が増えて、急性期から回復期、慢性期までですね、今まで急性期が中心だ

ったとすれば、回復期、慢性期の方をしっかりと提供体制を整えて、患者状態に見合った病床で状態にふさわ

しい体制をとっていきましょうというようなところで進んできていることになります。

病床については、今まで一般と療養の区分しかなかったのですけれども、一般の病床区分をさらに細分化し

て、その状況に応じた目安となる病床数を、高度急性期、急性期、回復期、慢性期と４区分に細分化した上で、

ひとつの方向性として定めております。

４ページ目でございますが、こちらは、右側が地域医療構想における必要病床数の推計に関する資料になり

ます。推計に当たっては、高度急性期が2013年の実際のレセプトの状況で3,000点以上の医療資源を投入して

いるものを機械的に高度急性期としましょうと、急性期については600点以上、とういうような形で点数で分

けたものになります。2013年の実際のレセプトデータに基づいて人口構造に推計しまして、2025の目安となる

ベッドを、病床数を定めているという形になります。一番右のところに病床稼働率ということでパーセントが

出ていますけれども、実際のレセプトで推計しておりますので、当然、推計した数値だけであれば、ベッドが

100％、病床使用率が100％になってしまいますので、病床稼働率で割り戻して、少し余裕を持たせていると言

うようなのが2025年の必要とされる病床数ということで示したものになります。

一方、その2025年の病床に、どれくらい現状あるかというのを比較するものが必要だという中で、左側にな

りますけども病床機能報告ということで、毎年７月１日現在のそれぞれの医療機関の状況を報告をしていただ

いて、比較している。ただ、病床機能報告はですね、病棟単位で報告していただいているというところで、異

なる基準で比較しているものだというところをご理解をいただければと思います。

６ページ目でですね、分かりやすいかどうか分からないんですけれども、イメージ的なものを作ってみまし

た。①のところですけど、2013年の稼働病床数、許可病床数ということで、一般と療養の２区分であります。

②になりますけれども、実際にレセプトの状況を先ほどの点数で整理していくと、②の４区分になります。そ

れを人口推計なり、高齢者なりの状況で同様の医療が提供されるとすると、2025年には単純に計算すると③の

ような推計になるでしょう。ただ、③の状態になってしまいますと、今の病床では足りないというところにな

りますので、５ページ目のところで、慢性期の推計の考え方が書いてあるんですけれども、「在宅医療等」の

「等」の中には、老人ホームであったり、サ高住であったり、有料老人ホームであったり、というのも含めた

中で、在宅医療等と言ってますけれども、こちらで対応していくことによって、2013年①の病床数の中で何と

か対応していこう、そうすることによって、理想値になるかもしれませんけれども、④のところであれば2013

年のベッド数の中で何とか対応していけるのではないかというようなところで進めてきてます。

ですので、地域の皆さんと情報共有やご議論しながら、④の姿に近づけていくことによって、その時の人口

構造に対応した提供体制が作れるのではないかというようなイメージになってございます。

７ページ目は、それそれ二次医療圏ごとにですね、地域医療構想の中で必要とされる病床数ということで整

理をしたものになります。

ちょっと飛ばさせていただきますが、その地域医療構想、先ほどの④の状況に近づけて行くために、地域で

議論してくださいという部分で、10ページ目は、医療法になりますけど、医療法の中に、都道府県は区域ごと

に協議の場を設けて、次に掲げる事項の協議を行い、その結果を取りまとめ公表するものとする、というとこ

ろで、この協議の場というのが、地域医療構想調整会議というものになりますので、本日の会議は医療法に基

づいた会議ということになります。

次に掲げる事項ということで下に１～６まで書かさせていただきましたけど、主に３番目が多いのかなと思

いますけども、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項ということで、病床の機能の分化、

例えば、急性期から回復期に転換を図るとかそういうものをですね、調整会議の中で協議をして、皆さんで共

有していってくださいという形になっています。

道の方でも許可をするものとかありますけれども、国の方からは、今ほとんどのものが、地域医療調整会議

の中で共有されているかどうかというところが、必須事項となっているという中で進めているところでござい

ます。

11ページ以降は、今後のことを若干触れさせていただきます。

今、地域医療構想は2025年までのものとなっていますけれども、たぶん2026年以降の次期地域医療構想とい

うのを作ってくださいということで、国から来ると思うんですけども、国の議論とか見ているとですね、次は

2040年というのを一つの方向性として議論されているようでございます。

2040年のところ、四角で囲ってますけども、生産年齢人口が一気に減少してくるという中で、担い手がいな
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くなる中でどうやって提供していくんだ、というところがポイントになってくるのかなというふうに思ってい

るところでございます。

12ページは、国の会議資料なんですけれども、2023年で、全国ですけれども、生産年齢人口が50万から70万

人、年間で減少していると、2040年には年間97万人は減少するのではないかというような推計を国もしている

ところでございます。

13ページは、２次医療圏ごとに年齢区分ごと、オレンジ色が生産年齢人口になるんですけれども、地域によ

っては、65歳以上よりも減少しているというような状況も推計されてきてますので、次の構想になろうかと思

いますけれども、こういう視点が今後は必要になってくるのかなというところで、ご紹介をさせていただきま

す。

最後に、16ページ目はですね、今、国の方の検討の中で議論しているもの、参考までに載せさせていただき

ましたけれども、やはりこの中も2040年なり、2050年なりというような年度キーワードが出てきておりますの

で、最後に紹介をさせていただきます。

時間の都合で簡単に説明させていただきましたが、地域医療構想とはどういうものかということと、この調

整会議は法に位置づけられた会議で、情報共有なりしていただくという場であるということをご説明させてい

ただきます。以上でございます。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 今議長】

詳細なご説明ありがとうございました。

新しい委員の方もいらっしゃるので、先ほど申し上げた調整会議とは何ぞやということで、山谷課長がお話

されておりましたスライド10、これは、医療法で規定されたものです。

協議の場を設け、協議を行い、その結果を取りまとめ公表するという文言がございます。ここで協議という

言葉なんですが、確認しておきたいんですが、今日、広辞苑を引いてきたんですが、協議というのは、「複数

人で集まって相談をする」という定義がございました。審議でもない、討議でもないということでございます。

結論を求めるものではないという定義だと、私は解釈しましたけれどもこれでよろしいかどうか。

あと、ご説明ございませんでしたけれども、「資料の１－２」のスライドの23というところがございます。

「地域医療構想の実現に向けた基本的な考え方」という資料の「２ 役割の整理」で、「地域医療構想調整

会議において、まずは、各地域の実情を示すデータや構想を踏まえた取組状況等を情報共有するとともに、各

市町村・医療機関が抱える課題や当該地域で確保に取り組むべき機能等について意見交換を行うことが重要」

というふうに書いてございます。また、「※協議という文言にこだわらない。」という記載もありますけれど

も、情報共有をして意見交換をして、結論を求めずそれを公表するという会議だと認識しますが、いかがでし

ょうか。

【北海道保健福祉部地域医療推進局 山谷地域医療課長】

今、今議長からご指摘のあった内容でよろしいかと思っています。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 今議長】

ありがとうございました。再認識できたと思います。共有させていただきます。

それでは、続きまして、説明事項の（２）「医師の働き方改革について」北海道庁地域医療課の金須医師確

保担当課長からご説明をお願いします。

（２）医師の働き方改革について

【北海道保健福祉部地域医療推進局 金須医師確保担当課長】

道庁地域医療課の金須でございます。

私からは、「医師の働き方改革について」ご説明をさせていただきます。

現在、令和６年４月の働き方改革の施行に向けまして、各医療機関において様々な取り組みが行われている

ところでございます。

私ども道庁といたしましても、道が設置をしております医療勤務環境改善支援センターにおきまして、各医

療機関からの様々な相談に対応させていただいておりますほか、大学をはじめ、各関係団体とも色々意見交換

などもさせていただいてきているところでございます。
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そうした中におきまして、例えば、勤改センターには、医療機関から問い合わせが来るんですけれども、そ

の中では、なかなか制度の詳細についてまだ理解をしていないだとか、今後どうしたらよいか分からない、と

いったようなご意見もいただいているところでございますし、医科大学からは、医師を派遣している先の医療

機関が、まだ制度についてあまり詳しく承知をしていないのではないか、といったようなご意見もいただいた

ところでございます。

そういうことがございましたことから、私どもといたしましては、本日の会議のような場をお借りしまして、

あらゆる機会を通じて、ご説明を改めてさせていただいているところでございます。

本日ご説明をさせていただく内容につきましては、皆様、すでにご承知のことが多くなるかと思います。本

当に基本的な部分の説明になります。そのような趣旨をご理解のうえ、ご了承いただければと思います。

それでは資料２に基づきまして、ご説明をさせていただきます。

まずは、資料の２ページ目になります。

先ほども言いましたけれども、まず2018年にですね、働き方改革関連法が公布をされております。これによ

りまして、時間外労働の上限規制が制度化されたということでございます。

そして2019年から各自各産業に施行されてきておりますけれども、資料の下段の方に枠で囲んでありますけ

れども、医師につきましては、応召義務等の業務の特殊性といったものがありますことから、法施行後の５年

後、2024年４月から時間外労働の上限規制を適用するということにされております。

そしてこの５年の間に、国におきまして、医療界を含めた委員が参画した検討会において、どのような規制

にすべきか、そういう具体的な方策についての検討が今まで進められてきたところでございます。

資料の３ページ目になります。

この国の検討会の検討結果を踏まえまして、昨年５月に医療法などの改正が行われております。資料中段の

概要の部分に記載をしておりますけれども、医師労働時間短縮計画の作成、地域医療の確保や研修を実施する

医療機関、これに対しまして、特例を認める制度を創設をするということ、また、健康確保措置を実施をする

ということ、こういういったことが規定をされております。

健康確保措置の実施を前提に長時間労働が認められている医療機関といたしましては、資料の下段になりま

すけれども、救急医療などを担いますＢ水準、医師派遣を行います連携Ｂ水準、臨床研修や専門研修を行うＣ

－１水準、高度な技能を習得するためのＣ－２水準といった４つの水準が設定をされたところでございます。

次に資料の４ページ目になります。

時間外労働の上限規制につきましては、皆さん既にご承知の方が多いとは思いますけれども、資料の上段に

なりますが、2024年４月以降は原則といたしましては、年360時間、月45時間、ということで、これは一般労

働者と同様の基準となります。

しかし、医療機関で診療に従事する医師につきましては、上の方のＡ水準と書いてあるところですけれども、

年960時間、また月100時間未満まで認められるといったようなことになります。

連続休息時間の確保や代償休息といった健康確保措置の実施につきましては、このＡにつきましては努力義

務になります。

また、Ｂ水準、Ｃ水準に該当する医療機関において、やむを得ず時間外労働がＡ水準を超えてしまう場合は、

健康確保措置を実施することによって、年1,860時間、月100時間未満まで認められるということとなっていま

す。

なお、この特例水準のうちＢ水準、連携Ｂ水準につきましては、資料の上段右の方になりますけれども、

2035年度末を目途にＡ水準とすることを目標として、必要な見直しを行うことというふうにされているところ

でございます。資料の下段の方に、健康確保措置が記載がしてございますけれども、特に留意をしていただき

たいのが勤務間インターバルといったことになります。

基本的には業務を開始をしてから、24時間経過するまでに、９時間連続した休息をとらなければならないと

いった規定になります。

この場合は、自分の医療機関での常勤医が連続して９時間を取るということは当然なんですけれども、例え

ば、大学病院等から派遣をされてきたドクターが、大学病院での勤務時間、それと派遣をされてきた医療機関、

これを併せて、しっかりとインターバルが取れるかどうかといったところが、この働き方改革に対応していく

ために重要なポイントとなっております。

次に資料の５ページ目になります。

特例水準が適用される医療機関の指定を受けようとする場合のスケジュールについてでございます。

まず、2024年度以降の時短計画の案を各医療機関が作成することとなります。この案を作成した後に、この
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案について、医療機関勤務環境評価センター、これは、国が日本医師会を指定をしておりますけれども、この

センターで第三者評価を受ける必要があります。

この評価を受けた後に、都道府県に特例水準を申請することとなります。これはすべての特例水準に共通す

る手続きになります。

Ｃ水準につきましては、以上の手続きに加えまして、Ｃ－１については、研修プログラムに時間外労働時間

数を明示をしなければならないことになっております。

また、Ｃ－２水準については、高度な技能の研修内容がはたして適当であるかどうか、これは別に国が設置

をしている審査組織に、審査を受けるといったようなことが必要となります。

各医療機関については、こうした手続きを2023年度までに完了いたしまして、2024年度からは、指定を受け

て、時短計画に基づく取り組みあるいは、健康確保措置を実施をしていくということになります。

また、先ほど申し上げた、この評価センターについては、評価の受審の申込み受付は、10月31日から開始を

されております。評価センターでは評価が終わるまで、４ヶ月くらいかかると見込んでおります。さらに、そ

の後、道に申請いただくわけですけれども、道においても、医療審議会などの意見を聞く必要がございますの

で、この指定を予定している医療機関については、ある程度の時間的余裕を持って準備を進めていただくこと

が必要かと思っております。

また、Ｃ-２水準、国の審査につきましても、これも10月31日から開始をされているところでございます。

続きまして、資料６ページ目になります。

こちらの資料なんですけれども、連携Ｂを想定した資料となっておりまして、医師派遣をする病院、大学病

院等になります、それと医師の派遣を受けている病院の間で、今後連携Ｂの指定を受けていくために、このよ

うな進め方が必要ではないかということで、まとめた資料となっています。

まず上段の方をご覧いただきまして、ステップ１と書いてありますけれども、派遣元の大学病院等がまずや

らねばならないのが、医師の労働時間をしっかりと把握するということが必ず必須となります。

その際には、大学病院である自院での勤務時間、これの把握が必要ですけれども、それだけではなくてです

ね、派遣先でどの程度勤務をしているか、派遣先での勤務を合わせた合計の労働時間、それとあと、派遣先の

勤務と合わせました連続勤務時間、あるいは先ほど言いました勤務間インターバル、こういったものを把握を

していくことがまず重要となります。

また、派遣を受ける側の医療機関につきましても、自院の常勤医の時間外勤務の状況を把握するといったこ

とになりますけれども、大学病院等から派遣をされてきた医師、こちらについても勤務時間をきちんと把握を

して、派遣元である大学病院と派遣された医師の労働時間を共有するといったことが非常に重要になってまい

ります。

ステップ１でこのように派遣先、派遣元の両方で医師の時間外労働の状況をしっかりと把握をしたうえで、

ステップ２ということになりますけれども、派遣元の医療機関において、左側になりますけれども、まず960

時間を超える者がいない場合、これはＡ水準ということで、特段の対応は不要ということになります。

一方で960時間を超える者がいる場合でも、2024年までにこの960時間を超える部分が解消できれば、2024年

以降もＡ水準ということになりますけれども、ただ、解消するために医師派遣を縮小しなければならない、あ

るいは中止をしなければならない、そういったふうに派遣先への影響がある場合には、まずこの派遣先にその

情報を伝達する必要があります。

また、2024年までにこの960時間を超える分をどうしても解消できないということであれば、連携Ｂ水準の

指定を受けるといったことになりますけれども、その場合でも、指定を受けたものは派遣先に影響がある場合、

派遣先にその内容を伝達する必要がございます。

その他、下の部分になりますけれども、連続勤務時間あるいは、勤務間インターバル、その関係で派遣先の

勤務時間を調整しなければ、自らの病院での勤務に影響が出てくるといったことも、場合によってはございま

すので、その場合は派遣元と派遣先で調整が必要となってくるといったようなことも想定をされております。

資料の右側になりますけれども、派遣先の医療機関、こちらはですね、例えば、派遣元の方から連絡があり、

医師派遣が、縮小や中止のように影響が生じるということになった場合には、例えば、これまで宿日直許可の

取得をしていなければ、その許可の取得を含めまして、自分の病院の勤務医の勤務時間等を見直して対応が可

能なのかどうなのか、または、自院では対応ができないとなった場合には、地域の他の医療機関からの協力を

得ることがどうなのかといったようなこと、それらの対応策について検討をいただく必要が出てまいります。

その結果、自院での対応も難しい、他の医療機関からの協力もなかなか得ることができないとなった場合に

は、必要に応じてになりますが、本日の会議のような場で、地域の関係者間が集まりまして対応策を、どのよ
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うにしていくのか、といったようなことを協議するといったようなことも、場合によっては、出てくるのかな

と考えております。

いずれにいたしましても、医師の勤務時間を把握するということ、宿日直許可を申請するといったようなこ

と、それらのことでわからないこと、困ったことがあれば、先ほど申し上げました道が設置をしています医療

勤務環境改善支援センターにご相談をいただければと思っております。

続きまして、資料の７ページ目になります。

道では、各医療機関での検討状況を把握するために、いろいろな調査を実施してきております。

昨年８月に国が調査を実施した結果がベースになっております。

ただ、この国の調査の回答率が６割程度でありましたので、それとは別に道が独自に調査を実施しておりま

した。その二つの調査の結果を併せてですね、100パーセントの病院から回答を得たといったように、100％に

なるように補正をした資料になっておりまして、全部で541病院だったんですけれども、そのうち960時間を超

えた医師がいると回答されたのが84病院、また、55病院が特例水準の指定を予定しているといったような回答

でございました。

続きまして８ページ目の資料になります。

こちらは、本年、道が独自に実施をした調査結果になっております。約６割の医療機関から回答をいただい

ておりました。

現在、まだ精査中ということでございますけれども、大きく数字が変わることはもうないと思いますので、

ご紹介をさせていただきます。

こちらもですね、960時間超える医師のいる、特例水準の指定の予定の検討状況について集計をしたものと

なっております。60の病院で960時間を超える医師がいる、という結果になっておりまして、また53の病院が、

特例水準の指定を予定はしている、または検討はしているといったような回答がございました。

昨年、国が行った調査では、55病院が特例水準の指定を考えている、今回の調査において同じような結果が

出ておりますので、概ね50から60ぐらいの病院から特例水準の申請がなされるのではないのかなと想定をして

いるところでございます。札幌圏域につきましては、やはり札幌市が入っておりますのでほかの圏域に比べて

非常に数が多くなってございます。960時間超える医師がいるのは20病院、その内1,860時間を超える医師がい

るのが４病院でございます。また、特例水準の指定を予定しているのは９病院。検討中というのが、５病院と

いう状況でございます。

次に資料の９ページから25ページには、宿日直許可に関する資料を載せてございます。宿日直許可を受けま

すと、その時間は労働時間規制の適用除外となりまして、労働時間として扱われないということ、また、宿日

直中の時間が休息時間に当てられるといったようなことになっておりまして、各医療機関が医師の時間外上限

規制に対応していくためには、非常に重要な要素となってございます。

これまでは、労働サイド、労基署などに色々相談をしても、敷居が高いという声も正直ございましたけれど、

今、労働サイドも丁寧に、各医療機関からの相談を受けているようでございますし、先ほどから申し上げてお

りました勤務環境改善支援センターにご相談いただければ、こちらも丁寧に対応させていただいているところ

でございます。

細かい説明は省略させていただきますが、後ほどご参照いただければと思います。

26ページをご覧いただきたいと思います。こちらは同じ宿直の関係なんですけれども、宿直義務の例外とい

ったものの記載をしてございます。

そもそも宿直につきましては、医療法の第16条、こちらで規定がされているところでございまして、医師が

病院に隣接した場所に待機をして、救急患者が急変した場合、速やかに診療が行える体制が確保されている場

合にはこの限りではないというふうにされております。

資料２の方にその具体的な取り扱いが記載されていますので、こうした方法もあるということで、各医療機

関はご確認していただければというふうに説明をさせていただいているところでございます。

続きまして、こちらもまた飛びまして、資料の31ページになります、こちらは先ほどから申し上げておりま

す勤務環境改善支援センターのチラシを載せておりますので、ご参照いただければと思います。

33ページ、最後になりますけれども、国が開設をしております「いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ」と

いう、通称「いきサポ」と言われておりますが、こちらの方はですね、国が医療機関の管理者等を対象といた

しまして、様々な事業等の紹介、あとは取組事例の紹介等々、勤務働き方改革に関する情報についても提供を

しているところでございまして、最近は新しい情報もタイムリーに更新しているといったようなことでござい

ますので、ご活用いただければと思います。
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最後になりますけれども、道といたしましても、今後、医療機関の支援に務めてまいりたいと考えてござい

ますし、具体的な手続き等についても、お示しをしていければと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。私からは以上でございます。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 今議長】

金須課長ありがとうございました。

それでは、只今の（１）（２）の説明につきまして、ご質問とかご意見をお伺いいたします。

ウェブ参加の方たち、もしご質問がありましたら、画面上で手を挙げるボタンか、挙手をしていただきます

とこちらの方で把握できるようでございます。

では、ご質問とかご意見ございましたら、ご発言をお願いします。

はい、島田先生お願いします。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 島田委員】

恵庭市医師会の島田です。

恵庭市の夜間休日診療所があるんですけれども、札幌からの大学の先生のアルバイトで夜７時から朝７時ま

で来てもらっています。今のお話を聞きますと、例えば、９時から11時ぐらいまでは、患者が来ると、その時

間は働いていると、それ以外はベッドもありますし、宿日直許可を時間で分けて頂いていいのかどうかとかい

うのを、市の人と話したんですが、はっきりしません。医師会が口入れ稼業みたいなものをして、先生と交渉

して何月何日行ってくださいねということをやっているもので、自動的に流れている感じなんですけれども、

きっちり労働時間としてカウントする場合と、宿直許可とする場合で分けて計算していいのかどうかというの

をちょっとお伺いしたいんですけれども。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 今議長】

はい、ありがとうございました。働き方改革の方でございますが、金須課長。

【北海道保健福祉部地域医療推進局 金須医師確保担当課長】

ご質問ありがとうございます。

労働基準監督署の方の所管になるんですけれども、監督署さんの話なり資料を見ますと、今おっしゃられた

とおり、例えば、その宿日直許可も一晩、ひとつの業務すべてを対象にする場合ではなくて、例えば６時から

夜の12時までは忙しい、12時から次の日の朝８時まではほとんど来ない、といったような状況があれば、その

来ない部分、この時間を限定をして宿日直許可を取るということもできるというふうに、労基署で申しており

ますので、ただ、具体の内容はケースバイケースということになりますので、まずは労基署にご相談いただく

のが間違いないと思いますけれども、そのような許可事例もあるというふうに伺っておりますので、ご相談い

ただければと思います。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 島田委員】

わかりました。そのように説明しておきます。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 今議長】

ありがとうございます。他にございますでしょうか。

それではないようでございますので、続きまして、次第の３番目、令和３年度病床機能報告について、事務

局から報告をお願いいたします。

（３）令和３年度病床機能報告について

【江別保健所 佐藤企画総務課長】

江別保健所の佐藤でございます。

資料の３をご覧ください。

令和３年度の病床機能報告でございますが、資料中段に赤字で記載してございまして、集計を行ってござい

ます道庁担当課によりますと、この数字は暫定版ということで示されたものでございまして、今後、年末頃に
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確定版が示される予定となってございます。

各病床機能ごとの数値につきましては、高度急性期は2,451床で、上段に記載しております必要量の3,913床

に対しまして1,462床の不足、急性期は16,243床で、必要量の10,951床に対しまして5,292床の過剰、回復期に

つきましては3,223床で、必要量の8,923床に対しまして5,700床の不足、慢性期につきましては11,212床で、

必要量の11,999床に対しまして787床の不足となっているところでございます。

その右側の欄につきましては、休棟中で、今後再開する予定の病床については621床、休棟中で、今後廃止

する予定の病床は66床、無回答であった病床については０床となっており、合計で33,816床となってございま

す。

資料下段に記載しておりますグラフでございますが、各病床機能ごとに一番左の薄い青で示してございます

必要量を表したグラフに対しまして、右側に病床数の推移を示したグラフでございます。

事務局からの報告は以上でございます。

【札幌圏域地域医療構想調整会議 今議長】

ありがとうございました。ご質問ございますでしょうか。過剰は急性期のみというような結論でございます

が。

ないようでございます。

予定の説明は以上でございます。

それでは、進行を事務局にお返しいたします。

【江別保健所 佐藤企画総務課長】

今議長、ありがとうございました。

以上をもちまして、令和４年度地域医療構想説明会を終了いたします。

本日は、ご多忙のところご出席いただきましてありがとうございました。

調整部会委員の皆様は、この後、第12回札幌圏域個別調整部会を開催しますので、一旦ご視聴の画面を閉じ

てご退出していただいてから、改めて事前にお知らせしておりますURLにアクセスし、ご入室ください。

なお、切り替えに数分かかりますので、ご了承ください。

それでは一旦回線を切らせていただきます。

会場にいらっしゃいます方は、５分間の休憩としたいと思います。

この後の議事は非公開としておりますので、報道の皆様、傍聴の皆様は、ご退出願います。


