
第６２回北海道総合保健医療協議会総会 議事録 

と き 令和３年７月２７日（火）１６：００～１６：４５ 

ところ ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 はまなす 

 

（総務課 森政策調整担当課長） 

それではただ今から、第６２回北海道総合保健医療協議会を開催いたします。 

協議会会長が選出されるまでの間、進行役を務めさせていただきます道庁保健福祉部総務課の森

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

開会に当たり、小玉副知事よりごあいさつを申し上げます。 

 

（小玉副知事） 

ご案内いただきました北海道副知事の小玉でございます。着座にてご挨拶させていただきます。 

本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、厚くお礼申し上げますとともに、日頃より

保健医療福祉の充実、道民生活の向上に多大なご尽力を賜りまして、心より感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、道内では、札幌市を中心に連日、新規感染者数が前

日比を上回る状況がずっと続いておりまして、予断を許さない状況にあると認識しております。 

道では、感染症危機管理の拠点でございます保健所機能の充実や医療提供体制の確保を進めると

ともに、関係団体の皆様のご協力のもと、医療提供体制の確保、ワクチン接種体制の確保等、様々

な対策に取り組んでいるところでございます。 

引き続き、この感染症の拡大を一日も早く収束させるため、全庁一丸となって、効果的な感染防

止対策を進めてまいりますので、皆様のお力添えをいただきますようお願い申し上げます。 

また、長期的な話になりますが、人口減少を見据え、第２期北海道創生総合戦略に掲げる重点プ

ロジェクトを中心として、子育て環境の整備、経済活性化の様々な基盤づくりなどを進めておりま

す。今後とも本道の未来を担う子どもたちの成長を支えるための環境づくりや、雇用の創出、地域

産業の育成・強化などを重層的に進めまして、戦略の目標達成に全力で取り組むこととしておりま

す。 

さらに、団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年に向けて道民の方々が住み慣れた地域で将来に

わたり安心して暮らし続けることができるよう、医療や介護の提供基盤づくりなど、地域包括ケア

を推進していくことが何より重要であります。医療を支える人材の育成や確保、広大な北海道の地

域特性を踏まえた周産期・救急医療体制の構築など、地域医療の充実に向け、この協議会におい

て、議論を深めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

本日は、昨年度の協議状況をご報告いただくとともに、本年度における取組等をご議論いただく

予定としておりますことから、委員の皆様におかれましては、それぞれご専門のお立場から忌憚の

ないご意見、ご提言をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

今後とも、本道の保健医療福祉の一層の充実に向け、ご支援を賜りますようお願い申し上げ、簡

単ですが、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 



（総務課 森政策調整担当課長） 

それでは、本日の会議の進め方を説明させていただきます。 

オンラインでご参加の皆様には、マイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。 

ご発言の際は、Zoomサービス内の下段の参加者ボタンの中にある手を挙げるボタンをクリックし

ていただきまして、こちらから指名をさせていただいた後にご発言をお願いいたします。 

その際は、マイクのミュートボタンを解除し、ご発言終了後、再度ミュートにしていただきます

ようお願いいたします。 

続きまして、本日の会議資料の確認をさせていただきます。会議次第、出席者名簿、資料１～

５、参考資料となってございます。 

なお、出席者名簿にお名前の記載の藤井美穂委員につきましては、本日欠席とのご連絡がありま

したので、出席の委員は３４名となってございます。 

次に、次第の３「会長及び副会長の選出」についてでございます。参考資料「北海道総合保健医

療協議会設置要綱」の第５条第２項の規定により、会長及び副会長は委員の互選により充てること

となっておりますので、皆様からご推薦をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（北海道歯科医師会 西委員） 

 北海道歯科医師会の西でございます。会長には、北海道医師会の長瀬委員を、副会長には、北海

道大学の生駒委員を推薦いたします。 

 

（総務課 森政策調整担当課長） 

ただ今、会長に長瀬委員、副会長に生駒委員をとのご推薦がありましたが、いかがでしょうか。 

≪ 異議なし ≫ 

それでは、会長を長瀬委員、副会長を生駒委員にお願いしたいと思います。 

ここで、会長に選出されました長瀬会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（長瀬会長） 

 ただ今、会長に推薦をいただきました長瀬です。どうぞよろしくお願いいたします。 

第６２回北海道総合保健医療協議会総会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

本協議会は、昭和５２年に設置し、これまで、保健医療対策の推進に関する重要な協議の場とし

て、皆様から大変貴重なご意見をいただきながら、本道の保健医療の確保と福祉の向上に大きな役

割を果たしてきたところであります。 

小玉副知事のごあいさつにもありましたように、本道の保健・医療・福祉に関する課題は、少子

高齢化をはじめ、医療を支える人材の育成や確保、医療資源の偏在が著しい北海道の地域特性を踏

まえた周産期・救急医療体制の構築などといった地域医療の充実、近年では、新興感染症等への対

策など多岐にわたっており、それぞれの課題に応じた効果的な対策を講じるため、本協議会が果た

すべき役割は、ますます重要になっていると考えられます。 

保健・医療・福祉サービスは、道民生活に密着し、欠かすことのできないものであり、どのよう

な社会環境にあってもしっかり確保しなければならないものであります。 



この協議会では、道民の立場に立って、より質の高い保健医療サービスが効果的に提供され、か

つ多様化するニーズにも柔軟に対応できるよう、長期的かつ総合的な視点から、議論を行っていく

ことが、重要と考えております。 

本日の総会以降、各専門委員会等において、具体的な協議をお願いすることとなりますが、各委

員の皆様には、活発なご発言、ご提言をいただきますようお願い申し上げ、開会にあたっての私か

らのごあいさつといたします。 

それでは、お手元に配付しております次第により、会議を取り進めさせていただきます。５の報

告事項に入らせていただきます。まず、（１）の「北海道総合保健医療協議会委員の委嘱状況」に

ついて事務局から報告をお願いいたします。 

 

（総務課 森政策調整担当課長） 

委員の委嘱状況でございます。本協議会の委員は、令和３年６月３０日で２年間の任期の満了を

迎え、一斉改選を行い、新たに令和５年６月３０日まで委員をお願いしております。 

資料１をご覧ください。委員構成は、学識経験者６名、医療関係者２６名、病院関係団体３名、

関係機関・団体５名の計４０名でございます。 

続きまして、今年度新たに委員となられました５名の方についてご紹介させていただきます。 

・北海道歯科医師会 常務理事 福島 誠人（ふくしま まこと）委員、 

・北海道地方・地域センター病院協議会 会長 荒川 穣二（あらかわ じょうじ） 委員、 

・北海道市長会 事務局長 出井 浩義（でい ひろよし）委員です。 

また、本日欠席となっておりますが、 

・北海道栄養士会 医療栄養士協議会 副会長 谷口 香奈子（たにぐち かなこ）委員、 

・北海道警察本部 地域部長 尾辻 英一（おつじ えいいち）委員です。 

以上の５名の方が、新たに委員となられております。以上でございます。 

 

（長瀬会長） 

 はい、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。 

それでは、次に（２）の「令和２年度（2020年度）各専門委員会協議状況について」資料２によ

り、各委員会の前年度の委員長又は代表される委員の方から報告をお願いいたします。 

また、報告に関してのご質問、ご意見につきましては、全ての専門委員会からの報告が終了しま

した後にお受けしますので、よろしくお願いします。 

それでは、まず、「救急医療専門委員会」から報告をお願いいたします。 

 

（北海道医師会 青木委員） 

 北海道医師会常任理事の青木です。救急医療専門委員会について、ご報告させていただきます。 

 また、専門委員会には救急医療機関の認定に係る審査を行う「救急告示医療機関審査小委員会」

と北海道救急医療・広域災害情報システムの円滑な運用について検討を行う「救急医療情報システ

ム検討ワーキンググループ」を設置しておりますので、これらにつきましても、あわせてご報告さ

せていただきます。 



 はじめにお手元の資料２の１ページをご覧ください。まず、「救急医療専門委員会」の協議状況

について、１ページから２ページにかけて記載しております。令和２年度は４回開催し、うち３回

が書面開催となっております。 

 次に３ページをご覧ください。具体的な協議状況についてご説明させていただきます。議題は４

つでございます。 

 まず１つ目、北海道医療計画の中間見直しについてでありますが、第１回は６月に、現行の計画

の進捗状況について、また、医療計画の中間見直しの基本的な考え方、スケジュールについてご報

告いたしました。第２回は８月に、骨子及び計画素案についてご協議いただき、第３回は９月及び

第４回は１月に、計画素案についてご協議いただきました。 

 ２つ目に、平成２９年度から実施しておりますメディカルウイングにつきまして、第２回に搬送

要請、搬送件数等についてご報告いたしました。 

 ３つ目に、救急医療体制の整備につきまして、第２回にドクターヘリ事業に係る運航状況等につ

いて、また、小児救急医療体制の実施状況について、さらに、小児救急電話相談事業の実績及び実

施状況についてご報告いたしました。第３回には、平成３０年度北海道消防防災ヘリコプターによ

る航空機搬送事案に係る事後検証結果について、また、十勝圏域の救急医療体制の現状についてご

報告いたしました。 

 ４つ目の災害医療体制につきましては、第２回に北海道ＤＭＡＴ等検討ワーキンググループの検

討状況についてご報告いたしました。以上が、救急医療専門委員会の昨年度における協議実施状況

でございます。 

 続きまして、４ページをご覧ください。救急医療専門委員会の小委員会であります「救急告示医

療機関審査小委員会」についてご説明いたします。 

 こちらは昨年度３回、いずれも書面にて開催しております。具体的な協議内容は、５ページをご

覧ください。救急告示医療機関審査小委員会については、昨年６月、９月、本年１月、救急告示の

医療機関について審査いただいております。 

 次に６ページをご覧ください。「救急医療情報システム検討ワーキンググループ」についてご説

明いたします。こちらは、昨年度は２月に１回、書面にて開催しております。 

具体的な協議内容は、７ページをご覧ください。救急医療情報システム検討ワーキンググループ

については、北海道救急医療・広域災害情報システムの利用状況についてご報告し、令和元年１０

月に更新しましたシステムの機能、仕様についてご協議いただいております。 

 救急告示医療機関審査小委員会及び救急医療情報システム検討ワーキンググループにおける昨年

度の協議実施状況についての説明は以上でございます。 

 

（長瀬会長） 

ありがとうございました。 

それでは、次に「地域医療専門委員会」からの報告をお願いいたします。 

 

 

 



（北海道医師会 佐古委員） 

北海道医師会の佐古でございます。地域医療専門委員会の令和２年度の協議状況につきまして、

報告させていただきます。 

地域医療専門委員会には、「看護対策小委員会」、「周産期・小児医療検討委員会」、「医療施設整

備等検討委員会」、「在宅医療小委員会」の４つの小委員会を設置しておりますので、併せてご報告

させていただきます。 

はじめに資料２の８ページをご覧ください。地域医療専門委員会は、委員１８名と臨時委員８名

の計２６名で、５回開催いたしました。 

具体的な協議状況は、次の９ページをご覧ください。地域医療構想については、各圏域における

地域医療構想調整会議の開催状況を共有しながら、構想の推進に向けた協議を行いました。 

 また、北海道医療計画についてですが、医療計画は、平成３０年３月に策定し、計画期間は平成

３０年度から令和５年度までの６年間となっておりますが、必要がある場合は３年ごとに調査・分

析及び評価を行い、計画を変更することとしていることから、３年目となる令和２年度において、

計画の中間見直しについて協議を行いました。 

 見直し後の計画については、冊子を全道全ての病院や関係団体にも送付しており、また、道庁の

ホームページにも掲載しております。 

 また、地域医療介護総合確保促進法に基づいて設置された北海道地域医療介護総合確保基金を活

用して実施する事業を取りまとめた「北海道計画」について、令和２年度分と令和３年度分の協議

を行いました。 

次に、小委員会における協議状況について説明いたします。１０ページをご覧ください。看護対

策小委員会ですが、当委員会は、水谷委員を委員長として、委員５名と臨時委員６名の計１１名

で、２回開催し、その内容につきましては、次の１１ページをご覧ください。新型コロナウイルス

感染症への対応についての報告を行うとともに、北海道看護職員修学資金貸付制度の改正をはじめ

とした看護職員確保対策について協議を行いました。 

次に１２ページをご覧ください。周産期・小児医療検討委員会ですが、当委員会は、齊藤委員を

委員長として、委員６名と臨時委員１１名の計１７名で、２回開催し、その内容については、次の

１３ページをご覧ください。北海道医療計画の中間見直し案や実施状況のほか、令和３年度の事業

についての報告を行い、今後の周産期・小児医療体制について協議を行いました。 

 次１４ページに移ります。医療施設整備等検討委員会ですが、当委員会では、委員５名で１回開

催し、医療施設整備に係る平成３０年度事業の事後的評価と令和２年度国交付金の内示について報

告を行うとともに、令和３年度の事業計画について協議を行いました。 

 次１６ページをご覧ください。在宅医療小委員会ですが、当委員会では、藤原委員を委員長とし

て、委員１６名で３回開催しました。次の１７ページをご覧ください。北海道の在宅医療の現状と

取組についてのほか、北海道医療計画（在宅医療提供部分）の中間見直しについて、協議を行って

おります。 

 以上、簡単ではございますが、地域医療専門委員会の令和２年度の報告とさせていただきます。 

 

 



（長瀬会長） 

ありがとうございました。それでは、その次「地域保健専門委員会」からの報告をお願いいたし

ます。 

 

（北海道医師会 藤原委員） 

 北海道医師会の藤原でございます。それでは、令和２年度の地域保健専門委員会の協議状況につ

いて、ご報告いたします。 

１８ページをご覧ください。地域保健専門委員会では、がんや循環器疾患の医療連携体制の構築

など、地域保健にかかわる事項について協議を行っており、令和２年度の専門委員会は、書面開催

を含め、４回開催しております。 

協議内容については、１９ページをご覧ください。検討事項の１つとして、本道のがん診療体制

の整備について、国の拠点病院として、新規１病院、更新２病院の推薦を確認いたしました。 

また、北海道がん診療連携指定病院について、更新申請のあった１４病院を引き続き指定するこ

とを確認しました。２つ目として、北海道医療計画のがんの医療提供体制について、進捗状況の評

価や、中間見直しについて協議しました。 

次に、地域保健専門委員会に設置している小委員会等について協議状況を報告いたします。 

２０ページをご覧ください。循環器疾患対策小委員会について、令和２年度は、書面開催を含

め、２回開催しております。 

協議内容については、２１ページをご覧ください。検討事項の１つ目として、北海道医療計画の

脳卒中・心筋梗塞等の医療連携体制について、進捗状況の年次評価と、中間見直しについて協議し

ました。２つ目として、都道府県循環器病対策推進計画の策定について、策定スケジュールを確認

いたしました。 

次に、２２ページをご覧ください。糖尿病対策小委員会について、令和２年度は、書面開催によ

り２回開催しております。協議内容については、２３ページをご覧ください。検討項目の１つ目と

して、北海道医療計画の糖尿病の医療連携体制について年次評価と中間見直しについて協議しまし

た。２つ目として、啓発事業について､世界腎臓デー啓発パネル展の実施について協議いたしまし

た。 

次に、２４ページをご覧ください。介護老人保健施設整備検討委員会について、令和２年度は、

書面開催により１回開催しております。協議内容については、２５ページをご覧ください。検討事

項として、介護老人保健施設整備計画について、令和３年度の計画１件について、計画どおり実施

することを確認いたしました。 

最後に、２６ページをご覧ください。難病対策小委員会について、令和２年度は、１回開催して

おります。協議内容については、２７ページをご覧ください。検討事項の１つ目として、難病患者

への支援策等について札幌市の特定疾患受給者に対してのあり方を協議いたしました。２つ目とし

て、難病医療提供体制整備事業について、整備状況の現状について報告があり、情報共有を図りま

した。３つ目として、小児慢性特定疾病児童等への支援策等について、自立支援員の配置や、移行

期医療支援体制の推進について報告があり、情報共有を図りました。 

以上で、地域保健専門委員会及び各小委員会等における検討状況の報告を終わります。 



 

（長瀬会長） 

どうもありがとうございました。ただ今の、各専門委員会からのご報告に対して、何かご質問等

はございませんでしょうか。 

≪質疑等なし≫ 

それでは、特にないようですので、報告事項の（３）に入らせていただきます。「新たな協議会

委員が選出された際の総会開催の取扱い」について資料３によりまして、事務局から報告をお願い

いたします。 

 

（総務課 森政策調整担当課長） 

資料３をご覧ください。例年、本協議会委員の一斉改選年におきましては、関係団体の役員改選

後に本協議会の当該年度１回目となる総会を開催してございますが、今年度につきましては、北海

道医師会の役員改選が本日の第６２回総会開催後に予定されてございます。 

その結果によりましては、北海道医師会から多数、ご推薦いただいている委員等の再選出を行う

可能性がございます。 

協議会会長の再選出が必要となった場合には、本来、委員の互選によりますところ、事務局から

新会長を提案させていただき、委員の皆様には、この手続きにおきましての承認をいただけるか、

また、承認の場合、事務局案の他に推薦する委員がいるか意見徴収をさせていただきます。 

なお、議題が会長の選出のみでありますことから、開催方法は書面開催とさせていただきたいと

考えてございます。 

その後、専門委員会委員等について、会長に指名いただき、各委員の承諾を得た上で決定させて

いただきたいと存じます。また、協議会会長の再選出が必要ない場合は、専門委員会委員等の選出

のみを開催することといたします。 

専門委員会委員等の選出につきましても、書面での開催とさせていただく予定でございます。 

 例年の取扱いとは異なりますが、ただいま説明した内容についてご理解をいただきますよう、お

願いいたします。 

 

（長瀬会長） 

 ありがとうございました。ただ今の報告に対し、何かご質問等はございませんでしょうか。 

≪質疑等なし≫ 

ご了解いただけたということでよろしいですか。それでは、協議事項に入らせていただきます。 

協議事項の１番目「各専門委員会委員等の指名について」でありますが、協議会設置要綱第７条

第２項の規定により、専門委員会の委員は、会長が指名することとなっております。 

各専門委員会に所属していただく委員について、資料４「各専門委員会委員名簿（案）」のとお

り、運営委員会は８名、救急医療専門委員会は１３名、地域医療専門委員会は１７名、地域保健専

門委員会は１４名といたしたいと存じます。 

 

 



このことに対し、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

≪質疑等なし≫ 

それでは、このように決定いたしますので、各専門委員会の委員の皆様には、よろしくお願いを

申し上げます。 

次に、協議事項の２番目「令和３年度（2021年度）各専門委員会協議予定（案）」について事務

局から一括して説明をお願いいたします。 

 

（総務課 森政策調整担当課長） 

資料５に基づき、概要を一括してご説明申し上げます。 

１ページ目をご覧ください。救急医療専門委員会についてでございますが、協議事項としては、

平成２９年度から運航を開始しました患者搬送固定翼機、メディカルウイングのほか、ドクターヘ

リ事業、救命救急センター事業、小児救急医療体制及び災害医療体制の整備について報告等させて

いただくこととしております。 

また、資料下段、救急告示医療機関審査小委員会と救急医療情報システム検討ワーキンググルー

プにつきましては、救急病院等の認定審査や、北海道救急医療・広域災害情報システムの運営につ

いてご協議いただきたいと考えております。 

次に２ページ目をご覧願います。地域医療専門委員会について、協議事項としては地域医療構想

の地域における検討状況や、地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る今年度の計画のほか、令

和２年度に見直しを行いました北海道医療計画の評価など、３つの事項について、引き続き、ご協

議いただきたいと考えております。 

また、資料中段以降になりますが、看護対策小委員会や周産期・小児医療検討委員会、医療施設

整備等検討委員会、在宅医療小委員会につきましては、道立江差高等看護学院を巡る諸問題への対

応や看護職員の確保対策、周産期・小児医療の現状と取組のほか、北海道医療計画の進捗について

ご協議いただくとともに、令和元年度及び令和２年度の医療提供体制施設整備交付金による施設整

備等の事後的評価、今年度における当該交付金の配分方法や来年度の整備計画、北海道における在

宅医療の現状と取組等について、ご協議いただきたいと考えております。 

続きまして、３ページでございます。地域保健専門員会では、協議事項としては、がん診療体制

の整備、北海道がん対策推進計画の中間評価、北海道医療計画の推進状況及び評価等の３つの項目

について、ご協議いただきたいと考えております。 

また、循環器疾患対策小委員会、糖尿病対策小委員会、介護老人保健施設整備検討委員会、難病

対策小委員会につきましては、脳卒中や急性心筋梗塞、糖尿病における医療連携の推進や、慢性腎

臓病対策の取組のほか、循環器病対策基本法に基づき新たに策定する北海道循環器病対策推進計画

（仮称）について、循環器疾病対策小委員会においてご協議いただくとともに、今年度及び来年度

の介護老人保健施設の整備計画、難病患者・慢性疾病児童等の支援などについてご協議いただきた

いと考えております。 

なお、これら、各専門委員会や小委員会・ワーキング等における協議事項等の詳細につきまして

は、この総会の後に引き続き開催いたします各専門委員会において、ご説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。私からの説明は、以上でございます。 



 

（長瀬会長） 

ありがとうございました。ただ今の説明に対し、何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

≪質疑等なし≫ 

特にご質問・ご意見等ないようですので、本協議事項について了承することといたします。 

各専門委員会委員の皆様には、これからの約２年間の任期の間、本道の保健医療を進めて行く上

で、どれも大切な事項でありますので、各専門委員会で実りある議論が行われますようよろしくお

願いいたします。 

最後に、７番目の「その他」ですが、何かございませんでしょうか。 

≪質疑等なし≫ 

特になければ、このあと引き続いて、各専門委員会を開催いたしますので、事務局から会場等の

ご連絡をお願いいたします。 

 

（総務課 森政策調整担当課長） 

地域医療専門委員会は、本会場で開催いたしますので、このままこの場所にお残りください。救

急医療専門委員会は「マーガレット」で、地域保健専門委員会は「ラベンダー」で開催をいたしま

す。 

会場にお越しの委員におかれましては、関係課職員がご案内いたしますので、それぞれの会場に

移動をお願いいたします。 

本会場につきましては、設営の間、若干お時間いただきますので、地域医療専門委員会の委員の

皆様には、事務局側の席にてご着席いただきまして、お待ちいただければと存じます。 

また、ＷＥＢからご参加されている皆様におかれましては、事務局側の操作により専門委員会毎

に振り分けを行いますので、Zoomはそのままで本ルームから退出せず、しばらくお待ちください。

以上でございます。 

 

（長瀬会長） 

 それでは、これをもって本日の協議会を終了します。どうもありがとうございました。 


