
１　地域医療構想の実現に向けた取組の方向性

　急性期医療を受けた後の患者の
受け皿となる医療機能（回復期病
床）の確保に向けた取組

現状・課題

　【現状】
　構想時の必要病床数は、高度急性期１８床、急性期１０３床、回復期１９６床、慢性期２２８
床、計５４５床、平成３０年７月の現状は、高度急性期０床、急性期３０２床、回復期１０３床、
慢性期４５４床、計８５９床と乖離の状況にある。

　地域包括ケア病床の導入により、急性期から回復期に病床機能の転換を検討している医
療機関もあるが、現時点において理学療法士、作業療法士等の人材確保等の課題があり、
病院が抱える急性期病床から回復期病床の転換は容易でない。

　病床機能報告においても、急性期病床として報告していても、実際は急性期を経過し、在
宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを必要とする患者等、様々な病期の患者が入院し
ている状況があることから、現時点で回復期の患者が入院している病床数の把握は出来て
いない。
　
　【課題】
　南渡島圏域の医療機関で急性期医療を受けた後、当圏域で回復期医療を受ける患者数
を把握することは出来ておらず、圏域において、将来不足することが見込まれる回復期病床
等の把握がされていない状況にあることから、医療需要の実際を把握するため、南渡島と
連携した一定程度の実態把握の必要がある。

目指す姿

　圏域内での必要回復期病床の把握を進め、人材確保を含めて、地域医療構想調整会議
等における検討等に取り組む。
　また、５疾病を含む入院医療については二次医療圏を越えて提供されている等の実態か
ら、高度急性期及び回復期病床に係る南渡島圏域との連携を進める。

地域医療構想推進シート

令和 元 年度 区域名 北渡島檜山

　医療機関の機能（診療科）や体
制（救急医療体制等）が一部重複
していることによる役割分担等に向
けた取組

現状・課題

【現状】
　北渡島檜山圏域においては、公立病院５施設、公的病院１施設、民間病院１施設、無床診
療所１９施設（この内、外来診療実施６施設）が地域医療を担っている。

　地域センター病院として、八雲総合病院が第１次医療圏のサービス提供機能を広域的に
支援するとともに、比較的高度で専門性の高い医療サービスを提供している。その他の公
立病院も急性期病床を中心として、入院患者の受入体制を有している。
　また、公的病院及び民間病院においては、慢性期を中心とした機能を有している等、各医
療機関の役割分担が一定程度なされている状況にある。

　当圏域では高度急性期病床を有しておらず、隣接する南渡島圏域（函館市）で高度で専門
的な医療サービスが提供されていることから、がん、脳血管障害、虚血性心疾患等の５疾病
をはじめとして入院患者の受療動向からも南渡島圏域で受診している状況がある。
　同様に、ドクターヘリ運航がH２７年２月から開始がされ、出動要請は９４件（Ｈ３０年度）に
及んでいる。

【課題】
　圏域内の各町においては、人口減少等により、特に公立病院では入院患者の減少に伴う
病床利用率の低下が生じており、今後、さらに人口減少が想定されている。また、地方交付
税の算定基礎が許可病床数から稼働病床数に変更される等、非稼働病床への対応が課題
となっている。
　なお、すでに一部の医療機関においては、非稼働病床の廃止及び休止等の見直しが進め
られている。
　医療従事者の不足により、各病院の機能を維持することが厳しい状況となっている。
　

目指す姿

　地域医療構想調整会議での協議や新公立病院改革プランの着実な推進などにより、地域
において過不足のない医療提供体制の構築を図る。
　
　高度急性期病床は、圏域での確保が難しいことから、南渡島圏域を中心とした第３次医療
圏域全体での連携した対応を図る。
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　限られた医療資源（病床や医療
従事者等）を有効に活用するため
の医療機関の再編統合等に向け
た取組

現状・課題

【現状】
　病院建て替え時にダウンサイジング等を予定している医療機関はあるが、今年度の再編
統合等に向けた具体的な計画及び取組はない。
　
　医師派遣については、へき地医療拠点病院の八雲総合病院が行い医療連携を行ってい
る。
　
【課題】
　各公立病院は、救急告示病院としての役割を果たすために急性期病床を一定程度確保す
る必要がある。
　
　一方で、医師をはじめとした恒常的な医療スタッフの不足により、在宅医療を含めた適切
な医療提供体制の確保のため、限られた医療資源の中で、地域センター病院である八雲総
合病院を中心として地域全体で十分に協議を行う必要がある。

目指す姿
　地域においてバランスのとれた医療提供体制を構築、さらに、地域包括ケアシステムの整
備を含めた医療連携の推進のために、役割分担の見直しをはじめとして圏域全体、若しくは
個別に協議を図る。

　高齢化の進行に伴い、住み慣れ
た地域や自宅での生活を支えるた
め、その受け皿となる在宅医療等
の確保に向けた取組

現状・課題

【現状】
　地域医療構想の推進に係る医療機関へのアンケート調査では、すでに在宅医療を実施し
ているのは３医療機関、現時点で在宅医療に興味があるのは２医療機関、実施予定がない
のは１医療機関であった。

　圏域内において、在宅医療を提供できる医療機関や訪問看護ステーションの偏在化がみ
られる状況にある。
　急変時や看取りに対応するための体制は充分でなく、在宅医療の需要に対する対応も把
握されていない。

【課題】
　今後、在宅医療の需要が増大することにより、医師を含めた医療スタッフの招へい、人材
の確保と在宅医療を担う医療機関の確保及び拡大等、地域全体で在宅医療を支える環境
づくりが必要となる。

目指す姿
　在宅医療のあり方やその体制整備、住民の在宅医療に対する理解と認識、地域包括ケア
システムの構築や充実、医療と介護の連携の推進、人材の確保・養成を図る。

　地域（市町村）における高齢者の
住まいの確保等に向けた取組

現状・課題

【現状】
　地域医療構想の推進に係る各町へのアンケート調査では、高齢者の住まいの確保につい
て、２町から「高齢者生活福祉センターの増築」、「グループホームの増設」、「サービス付き
高齢者向け住宅の設置」等の取組が計画としてあげられた。

目指す姿
　各町における介護保険事業計画等を踏まえ、適宜、情報収集の上、各町の取組を促し、
地域における高齢者の住まいの確保を図る。
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２　圏域内における医療機能及び他圏域との連携等の必要性

３　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

（１）病床の現況及び2025年の見込み［医療機能別］ ※医療機関別の結果は別紙参照

（２－①）不足することが見込まれる医療機能の把握等

（２－②）不足することが見込まれる医療機能の確保対策（平成31年度以降の計画も含む）

№

床 → 床

床 → 床

2 八雲町熊石国民健康保険病院 Ｒ３－Ｒ７

急性期 30 回復期

不足することが
見込まれる医療機能

　病床機能報告以外に、将来的に不足する医療機能（患者数）を把握する方法等

高度急性期病床 　現時点で、高度急性期病床を設置する予定はない。

回復期病床 　病床機能別５疾病分類別患者数の試算（仮称）に係る調査の実施（H30）。

30

病院の建て替えに伴い地域包括ケア病床を導入し、急性期
の一部を回復期に転換

基金の活用 調整会議での説明

有（予定） 有（書面会議）

医療機関名 予定時期 病床機能転換の内容 整　備　等　の　概　要

1 八雲総合病院

580床

必要病床数－2025 18床 ▲ 45床 ▲ 22床 14床 ▲ 35床

2025 0床 148床 218床 214床 0床

▲ 82床 61床 ▲ 58床

0床 978床

R1.7.1 0床 302床 103床 454床 61床 920床病床機能報告
・

意向調査

（許可病床）

H28.7.1 0床 383床 59床

H28年比 0床 ▲ 81床 44床

必要病床数
(2025（R７）年推計)

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

地域医療支援病院 －

特定機能病院 －

合　計 区域内の現況、取組の方向性等

18床 103床 196床 228床 545床

①新公立病院改革プランに基づき、
複数の医療機関において非稼働病
床である慢性期病床の廃止及び休
止が行われ、今後も検討が進められ
る予定。

②独立行政法人国立病院機構八雲
病院は2020（R2）年度機能移転によ
り廃止となる。

536床

参

考

在宅 在宅医療 －

そ
の
他

地方センター病院 －

地域センター病院 八雲総合病院

へき地医療 八雲総合病院 　－

小児医療（小児救急医療） 八雲総合病院 南渡島圏域

５
事
業

救急医療
八雲総合病院、熊石国民健康保険病院、長万部町立病院、今金町国保
病院、せたな町立国保病院

南渡島圏域

災害医療、DMAT指定医療機関 八雲総合病院 南渡島・南檜山・西胆振圏域

周産期医療 八雲総合病院 南渡島圏域

糖尿病

八雲総合病院、八雲町熊石国民健康保険病院、長万部町立病院、せた
な町立国保病院、道南勤医協ユーラップ医院、せたな町立国保病院瀬
棚診療所、せたな町立国保病院大成診療所、医療法人明理会道南ロイ
ヤル病院、医療法人野の花今金診療所、岩間医院

南渡島圏域

精神医療 八雲総合病院 南渡島圏域

５
疾
病

が　ん － 南渡島圏域

脳卒中
八雲総合病院（急性期及び回復期）
今金町国保病院（回復期）、せたな町立国保病院（回復期）

南渡島圏域

心筋梗塞等の心血管疾患 八雲総合病院（急性期）、せたな町立国保病院（急性期） 南渡島圏域

区　　　　　　　　　　　　　分 指 定 医 療 機 関 等 の 名 称 連携・協議が必要な圏域名
（自圏域での対応が困難な疾病等）

Ｒ２

急性期 35 回復期 35
地域包括ケア病床を導入し、急性期の一部を回復期に転
換

基金の活用 調整会議での説明

有（予定） 有
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（２－③）不足することが見込まれる医療機能の確保に向けた取組目標及びスケジュール

（３－①）医療機関の再編統合等に向けた動き

（３－②）ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの整備状況（令和２年度以降の計画も含む）

№

（３－③）医療機関の再編統合等の取組目標及びスケジュール

（４）非稼働病床への対応 《令和２年度中に対応方法を検討》

H29
（H28実績）

113 床 ▲ 5床 新公立病院改革プランについて
地域医療構想調整専門部会において、病床の再編を含
めた新公立病院改革プランについて情報共有した。

R１
(H30実績）

103 床 0床 地域における医療提供体制等について
地域医療構想調整会議において、病床の再編を含めた
新公立病院改革プランについて情報共有した。

H30
(H29実績）

103 床 ▲ 10床 地域における医療提供体制等について
管内公立病院事務長及び事務次長打合せ会議におい
て、新公立病院改革プランの進捗状況について情報共
有した。

取　組　内　容

H28
（H27実績）

118 床

年　次
病床機能報告制度 圏域における対応

非稼働病床数 前年比 検　討　内　容

医療機関の再編統合等に向けた協議の推進

Ｒ２ R３ R４ R５ R６ R７
取　組　目　標

スケジュール

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１

ネットワークの名称 整備年度 基金の活用 概　　　　　要 登録団体・施設等

地域医療連携推進法人

病院、診療所との役割分担・連携

回復期病床

八雲総合病院を中心とした協議

南渡島圏域との連携に向けた協議
（高度急性期病床を含む）

医療機能 取　組　目　標
スケジュール

Ｈ29 Ｈ30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７

区　　　　　　　　　　分 開始時期（予定） 構成医療機関 主な目的

不足する医療需要の実数把握の協議

現在、具体的な計画はない。

現在、具体的な計画はない。

現在、具体的な計画はない。
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４　在宅医療等の確保対策

（１）在宅医療等の必要量 （単位：人／日）

　新たなサービス必要量（b）

　計 （a+b）

（２）訪問診療を実施している医療機関数

※厚生労働省ＮＤＢ（ナショナルデータベース）

（３）在宅医療等の確保対策のスケジュール

５　地域（市町村）における取組

（１）医療と介護が連携した地域包括ケアシステムの構築に向けた基本的な考え方　

（２）高齢者の住まいの確保

せたな町 H３０ サービス付き高齢者向け住宅（１２戸） サービス付き高齢者向け住宅（Ｈ３１年３月、１２戸）

長万部町 H３０ グループホーム増設（１ユニット） グループホーム（H３０年１０月、１ユニット増設）

今金町 － － －

市町村名
取　組　目　標

取組目標に対する達成状況
年次 内　　　容

八雲町 － － －

今金町
地域包括システムの構築及び地域医療構想の推進を図るため、今金町介護予防推進協議会を平成２８年度に組織し、在宅医
療・介護連携の推進等（在宅医療・介護連携推進事業：８項目）に関する協議を行っている。住み慣れた地域で安心して医療
サービス、介護サービスが受けられるように医療と介護の連携を推進。

せたな町
自分らしい生活を継続するために、日常の療養支援、通院・入院・退院支援、急変時の対応体制、居宅での看取り等の在宅医
療体制整備、介護提供体制の構築を目指し、医療と介護連携研修会や介護従事者研修を開催し、多職種の密接な連携による
在宅医療・介護提供体制の充実のための取組を推進。

市町村名 「在宅医療・介護連携推進事業」の実施内容等について

八雲町
地域包括ケアシステムの構築及び地域医療構想の推進を図るため、在宅医療・介護連携推進事業の実施を通じて、町内医療
機関や保健所等と連携を図りながら、相談支援や地域ケア会議、医療・介護従事者への研修会の開催などを行い、在宅医療と
介護連携の推進を図る。

－

長万部町
地域包括ケアシステムの構築に向け、地域ケア会議における協議により、医療・介護・福祉機関等との連携推進を図っている。
要支援者の自立支援に向けた検討会、多職種連携や在宅支援のスキルアップに関する研修会を開催し、在宅医療・介護サー
ビスの提供体制の構築を推進。

在宅医療の充実に向けた協議の推進

確　　保　　対　　策
スケジュール

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ R３ R４ R５ R６ R７

人口10万対 23.9 24.5 － － － － － －

施　　設　　数 9 9 － － － － － －

区　　　　　　分
Ｈ30

(H28数値）
Ｒ１

(H29数値)
Ｒ２

(H30数値)
Ｒ３

(Ｒ１数値)

588 人

訪
問
診
療

　地域医療構想掲載ベース（a） 166 人 175 人 181 人

31 人

Ｒ４
(Ｒ２数値)

Ｒ５
(Ｒ３数値)

Ｒ６
(Ｒ４数値)

Ｒ７
(Ｒ５数値)

2023年
（Ｒ５）

2024年
（Ｒ６）

2025年
（Ｒ７）

医
療
計
画

（
地
域
医
療
構
想

）

在 宅 医 療 等

区　　　　　　　　　　　　　分
2018年
（Ｈ30）

2019年
（Ｒ１）

2020年
（Ｒ２）

2021年
（Ｒ３）

2022年
（Ｒ４）

51 人 73 人

197 人 226 人 254 人
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（３）その他医療・介護従事者の確保等

 

６　地域住民への広報活動

７　調整会議における協議等

（１）協議の状況（Ｒ１年度）

3月
地域医療構想

調整会議

（書面会議）
　地域医療構想の推進管理
　熊石国民健康保険病院建て替えに
向けた基本構想

　※書面会議終了後記載予定
　地域医療構想推進管理シートの更新決定。
　熊石国民健康保険病院の建て替えに向けた基本基本構想の報
告、協議。

12月15日
北海道地域医療
構想調整会議

協議会

　地域医療構想に関する行政説明及
び意見交換

　調整会議会長、事務局２名出席
　各圏域における現状、重点課題の設定状況等について共有され
た。

9月4日

道南三圏域
地域医療構想

調整会議
代表者会議

　道南各二次医療圏の状況（人口構
造の変化、受療動向、意向調査の結
果）

　各二次医療圏域の状況と課題について情報共有及び意見交換。

12月6日
地域医療構想

調整会議

　外来医療計画に向けた現状と課
題、具体的対応方針の再検証、地域
医療構想推進に向けた「重点課題」
の設定

　外来医療計画に策定に向け北渡島檜山圏域の現状と課題につい
て協議。
　厚生労働省が公表した具体的対応方針の再検証に係る説明及び
報告。
　北渡島檜山圏域における集中的が議論に向けた重点課題の提案
及び協議。

11月19日
地域医療構想
調整専門部会

　外来医療計画に向けた現状と課
題、具体的対応方針の再検証、地域
医療構想推進に向けた「重点課題」
の設定

　外来医療計画に策定に向け北渡島檜山圏域の現状と課題につい
て協議。
　厚生労働省が公表した具体的対応方針の再検証に係る説明及び
報告。
　北渡島檜山圏域における集中的が議論に向けた重点課題の提案
及び協議。

開催日 親会・部会の別 協議・報告事項 協 議 等 の 結 果

7月18日
地域医療構想

調整会議

　地域医療構想に関する国及び北海
道の動き、病床機能報告及び意向調
査から見た北渡島檜山の地域の状
況と課題

　地域医療構想説明会を兼ねた情報共有。

　病院に必要な医療職等の育成確保。

実施日 広報の種類 実施地域等 実　　施　　内　　容 対象人数・部数

今金町

　保健師、助産師、看護
師、准看護師、介護福祉
士、理学療法士、作業療法
士、臨床検査技師、診療放
射線技師、薬剤師

　奨学金の貸与（一人月額６万円以内：看護師・准
看護師２年以上、保健師・助産師３年以上、介護
福祉士２年以上、理学療法士・作業療法士３年以
上、臨床検査技師・診療放射線技師３年以上、薬
剤師５年以上の勤務、それぞれ勤務年数に応じて
償還減免規定あり）

　今金町に必要な技術職員の育成。

せたな町

　介護従事者
介護初任者研修受講料の助成（上限７万８千円）
介護実務者研修受講料の助成（上限１０万６千
円）

　介護サービスを担う人材の確保及び育成、質
の高い介護サービスの安定した供給を図る。

　医療従事者
　奨学資金の貸付（月：医師２０万円以内、看護師
等６万円以内、准看護師４万５千円以内）

長万部町

　看護師・准看護師
　奨学資金の貸付（月：看護師６万円、准看護師２
万５千円、勤務年数に応じて返還免除規定あり）

　病院に必要な看護職員の育成確保。

　介護・福祉従事者

　介護・福祉に関する資格を取得または、キャリア
アップに関する必要な講座等を受講した費用の２
分の１（上限５万円）を助成する事業を実施する社
会福祉協議会に補助金を支出。

　各種介護資格取得後の促進により、介護・:福
祉施設従事者の人材の安定的な確保や就業
定着が見込まれる。

八雲町

　助産師・看護師・薬剤師
　修学資金の貸付（月：助産師・薬剤師１０万円、
看護師６万円、貸付期間分と同期間勤務で返還
免除）

　新卒医療従事者の就業確保。

　医療従事者 　学生を対象とした職場体験学習（病院） 　将来の地域医療を担う医療従事者の確保。

市町村名 対象職種 取　組　内　容 期待される効果等
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