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北海道医療計画全体の見直しについて
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○ 計画期間は平成30年度から令和５年度までの６年間とし、在宅医療(※)その他必要な事項について
は、３年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合は計画変更する。

※ 在宅医療の需要の推計については、療養病床の転換に関する状況や在宅医療（訪問診療）の体制整備の状況などを踏まえ、
本計画の中間見直しにおいて、再度推計することとしている。

北海道医療計画の概要について

○ 医療法第30条の４に基づき、北海道の医療提供体制の確保を図るための計画として策定。
○ 国の「医療計画作成指針」等を踏まえながら、北海道総合計画の政策展開の基本方向に沿う

とともに、高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画等の関連計画との整合性を確保しなが
ら策定。
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「道民の医療に対する安心と信頼を確保するため、医療計画を通じて、住民・患者の視点に立って、
良質かつ適切な医療を効率的かつ継続的に提供する体制を確立します。」

【基本的方向】（基本理念を実現するための５つの基本的方向）
１ 医療機能の分化・連携を通じた効率的で質の高い医療提供体制の構築
２ 医療と介護が連携した地域包括ケアシステムの構築
３ 医師や看護師など医療従事者の確保と資質の向上
４ 良質な医療を提供するための医療安全の確保等
５ 住民・患者の視点に立った医療情報の提供等

北海道医療計画の位置づけ及び性格

基本理念

計画期間



国指針等の改正について

○ 国では医療計画の中間見直しに向け、「医療計画の見直しに関する検討会」において、「５疾病
５事業及び在宅医療」における都道府県の取組状況を踏まえ、それぞれの課題を把握し、指標の見
直しなど、中間見直しに反映することが適当な事項をとりまとめ。

○ 検討会の意見を踏まえて、令和２年４月13日付けで「医療計画作成指針」及び「疾病・事業及び
在宅医療に係る医療提供体制構築に係る指針」を改正。

○５疾病５事業の医療提供体制
○在宅医療の確保

○医療圏の設定（二次、三次）
○基準病床数
○医療従事者（医師を除く）の確保
○病床機能の情報提供の推進
○医療の安全確保

(別冊）
○地域医療構想 ※H28.12策定、R7(2025年)の医療需要を推計
○外来医療計画 ※計画期間 R2～R5
○医師確保計画 ※計画期間 R2～R5

計画の記載事項

経緯

中間見直しの範囲

○ 見直し範囲は、「５疾病５事業及び在宅医療」。
○ 指標例の見直し（追加・変更）が中心。
○ 国は引き続き、第８次医療計画に向けて見直しが必要な事項の検討を進める考え。

国指針
改正の

ポイント
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○基本的な考え方
○地域の現状
○疾病・事業ごとの医療連携体制

・がん
・脳卒中
・心筋梗塞等の心血管疾患
・糖尿病
・精神疾患
・救急医療
・災害時における医療
・へき地の医療
・周産期医療
・小児医療（小児救急医療を含む）
・在宅医療
・その他特に必要と認める医療

○地域医療構想
○地域医療構想を達成する施策
○病床機能の情報提供の推進
○外来医療に係る医療提供体制の確保
○医師の確保
○医療従事者（医師を除く）の確保
○医療の安全の確保
○医療提供施設の整備目標
○基準病床数
○その他医療提供体制の確保に必要な事項
○事業の評価・見直し 5

医療計画の策定に係る指針等の全体像

○医療計画と介護支援事業計画の一体的
作成（協議の場の設置）

医療介護総合確保方針【大臣告示】

医療提供体制確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

【医療法第30条の3】
厚生労働大臣は基本方針を定める

医療計画の作成
○ 留意事項
○ 内容、手順 等

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業別の医療体制
○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

【医療法第30条の8】
厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の4第1項】
都道府県は基本方針に則して、かつ地域
の実情に応じて医療計画を定める。

医療計画



策定体制・協議の場

道における見直しの考え方について
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○ 計画策定後の「５疾病・５事業及び在宅医療」における取組状況等を踏まえ、次の事項について、
見直しを進める。
・国が改正した指針等を踏まえた指標及び記載事項の見直し
・在宅医療の需要の再推計

○ 医療計画の策定・見直しについては、北海道総合保健医療協議会で協議することとしており、平
成29年度の策定時同様、各疾病・事業ごとの協議は所管の専門委員会・小委員会等で行い、計画全
体については、地域医療専門委員会で協議をすることとする。

とりまとめた計画（案）については、医療審議会へ諮問する。（医療法第30条の4第17項）

○ 在宅医療の需要の再推計にあたっては、平成26年度に策定した「北海道における医療及び介護を
総合的に確保するための基本方針」に基づき、今年度第８期計画を策定する介護保険事業支援計画
との整合性が図られるよう連携を密にして作業を進める。

○がん（地域保健専門委員会）
○脳卒中/心筋梗塞等の心血管疾患

（地域保健専門委員会 循環器対策小委員会）
○糖尿病（地域保健専門委員会 糖尿病対策小委員会）
○精神疾患（精神保健福祉審議会 部会）

○救急医療/災害医療/小児救急（救急医療専門委員会）
○小児医療/周産期医療

（地域医療専門委員会 周産期・小児医療検討委員会）
○へき地医療（地域医療専門委員会）
○在宅医療（地域医療専門委員会 在宅医療小委員会）

５疾病

５事業
・

在宅医療

総医協
地域医療専門委員会

取りまとめ･全体協議

疾
病
・
事
業
別
に
協
議



在宅医療提供体制部分の見直しについて
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医療計画の見直しに向けた国の動き

〇 厚労省が設置する「医療計画の見直し等に関する検討会」において、令和２年３月２日付けで第７次医療計画の見直し及び第
8次医療計画に向けた検討に関する意見が取りまとめられたところ。

〇 国は、検討会の意見を踏まえ、第７次医療計画の見直しに関し、令和２年４月13日付けで「医療計画作成指針」を一部改正。

■第７次医療計画の見直し（在宅医療部分抜粋）

項目 見直しの方向性 指標例の見直し

在宅医療

○都道府県において取り組むべき事項を整理した通知※

の内容を、指針に反映する。
※「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」

（平成31年1月29 日厚生労働省医政局地域医療計画課
長・厚生労働省老健局介護保険計画課長・厚生労働省老
健局老人保健課長通知）【次のスライド９参照）

○在宅歯科医療をより推進するための指標例を追加
○小児在宅医療の提供体制について、現状把握に必要な指標

例を追加（※）
※「小児医療」にも同様の記載あり。

○訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院数
の追加（※１）

○訪問口腔衛生指導を受けた患者数の追加
○在宅で活動する栄養サポートチーム（NST)と連

携する歯科医療機関数の追加（※２）
○歯科衛生士を帯同した訪問歯科診療を受け患者数

の追加（※３）
○小児の訪問診療を実施している診療所・病院数の

追加（※４）
○小児の訪問診療を受けた患者数の追加

項目 検 討

在宅医療

○小児在宅医療の提供体制について、近年、増加傾向にある医療的ケア児に必要な支援を第８次医療計画に向け
て検討する。（※）
※「小児医療」にも同様の記載あり。

○原則として設定する指標やアウトカム指標、多職種による在宅医療提供体制や地域性を踏まえた在宅医療提供
体制、災害対応や介護との連携を含めた今後の在宅医療のあり方について、介護保険事業（支援）計画及び障
害福祉計画等の関連する計画と整合性を確保しながら検討する。
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※１～４はスライド３０～３５に参考資料を添付。

■第８次医療計画（R６年度～）に向けた検討（在宅医療部分抜粋）



○ 平成30年4月から始まった第7次医療計画における在宅医療の提供体制に係る計画や、在宅医療の充実に向けて都道府県に取
り組むべき事項について議論を行い、厚労省において平成30年12月に「在宅医療の充実に向けた議論の整理」をとりまとめた。

○ その内容を踏まえ、平成31年1月に厚生労働省から、「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」を都道府県の在宅医
療部局と介護担当部局に通知。

【都道府県が取り組むべき事項】

〇第７次医療計画の改善
・「訪問診療を実施する診療所・病院に関する数値目標」を設定していない都道府県においては、当該目標を設定すること。
・追加的需要において在宅医療の整備目標及び介護サービス量の見込みについて設定できない都道府県においては、整備目標
とサービス量の見込みについて按分の上、第７次医療計画と第８期介護保険事業（支援）計画に反映すること。

〇都道府県全体の体制整備
・医療政策担当部局と介護保険担当部局の連携の推進
・年間スケジュールの策定
・在宅医療の充実に向けた市町村支援

〇在宅医療の取組状況の見える化（データ分析）
・在宅医療の詳細な分析（KDBシステムの活用等）
・個別医療機関や訪問看護ステーションへの調査（訪問診療、訪問看護の実施意向など）
・市町村や関係団体等との情報共有

〇在宅医療への円滑な移行
・入退院支援ルールの策定、運用

〇在宅医療に関する人材の確保・育成
・医療従事者への普及・啓発事業やスキルアップ研修の支援
・多職種連携に関する会議や研修の支援

〇住民への普及・啓発
・在宅医療や介護に関する普及・啓発
・人生の最終段階における医療・ケアについての意思決定支援に関する普及・啓発 9

【参考】在宅医療の充実に向けた取組の進め方について（H31.1.29通知）
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令和2年1月15日
第17回医療計画の見直し等に関す

る検討会資料



令和2年1月15日
第17回医療計画の見直し等に関す

る検討会資料
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令和2年1月15日
第17回医療計画の見直し等に関する

検討会資料
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道における見直しの考え方
１．基本的な考え方
○ 道においては、平成30年３月に「北海道医療計画」を策定して以降、総医協に「在宅医療小委員会

を設置し、本道における在宅医療の推進に向けた協議の場を整理するとともに、道内39の「地域単
位」を設定し、地域の現状・課題把握等をよりきめ細かく行うこととしたところ。

○ また、今年度、新たに「在宅医療推進支援センター」を設置し、各種施策の実施体制の強化を図る
こととしたほか、データに基づく現状・課題分析の充実に向け、「医療データ分析センター（仮
称）」を整備（※スライド36～37参照）することとしている。

○ 当面、これらの取組を着実に実行した上で、その効果等を調査・分析した結果、医療計画の見直し
を必要とする場合は、第８次医療計画（令和６年度～）への反映に向けて検討・整理することとし、
今回の中間見直しは、国の指針等を踏まえた見直しに限って行うこととする。

２．国の指針への対応
①国通知「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」記載事項への対応
・ 当該通知に記載されている訪問診療に関する数値目標や在宅医療の整備目標については、現計画

において対応済み。ただし、在宅医療の整備目標については、下記のとおり再推計を行う。
②在宅歯科医療、小児在宅医療に関する指標等
・ 国から示された指標例の追加等を踏まえ、在宅歯科医療、小児在宅医療に関する指標等の追加に

ついて検討するとともに、必要に応じ、計画本文の修正・追記等を整理する。
※小児在宅医療については、現行の「北海道医療計画」における「小児医療体制」の中で指標や必要な施策を整理済み。

３．在宅医療の需要の再推計
○ 現計画策定時に推計した在宅医療の需要については、療養病床の転換に関する状況や在宅医療（訪

問診療）の体制整備の状況などを踏まえ、中間年の見直しにおいて再度推計することとしている。

○ 同じく今年度、第８期介護保険事業（支援）計画の策定作業が進められることから、介護のサービ
ス量の見込みと整合性を確保しながら、在宅医療（訪問診療）の需要の再推計を行う。

13



【参考】北海道医療計画 第３章 第１２節 在宅医療の提供体制の数値目標等

指標区分 指標名（単位） 現状値 H30
目標値
（H32)

目標数値の考え方 達成率 H30の詳細

体 制 整 備

訪問診療を実施している医療機関数
（人口10万人対）（医療機関数）

15.4 15.5 19.9 
現状より増加
（医療需要の

伸び率から推計）
77.9%

実施医療機関数については、ほぼ横ばい
H27 837
H28 839

機能強化型の在宅療養支援診療所又は
病院のある第二次医療圏数（医療圏）

12 12 21 全圏域での確保 57.1%
ある圏域：①南渡島②札幌③後志④南空知⑤西
胆振⑥東胆振⑦日高⑧上川中部⑨上川北部⑩北
網⑪十勝⑫釧路

機 能 ご と の
体 制 等

退院支援を実施している医療機関のある第二次医療
圏数（医療圏）

20 20 21 全圏域での実施 95.2%

・実施している圏域（病院）
２０圏域：南檜山以外

・実施している圏域（診療所）
８圏域
①札幌②後志③上川中部④富良野⑤留萌
⑥北網⑦十勝⑧根室

在宅療養後方支援病院のある第二次医療圏数（医療
圏）

9 9 21 全圏域での確保 42.9%
ある圏域
①南渡島②札幌③南空知④中空知⑤北空知⑥西
胆振⑦日高⑧上川中部⑨十勝

在宅看取りを実施する医療機関のある第二次医療圏
数（医療圏）

20 20 21 全圏域での実施 95.2%

・実施している圏域（病院）
①南渡島②北渡島檜山③札幌④南空知
⑤中空知⑥東胆振⑦日高⑧上川中部
⑨上川北⑩北網⑪遠紋⑫十勝⑬釧路
⑭根室

・実施している圏域（診療所）
北渡島檜山、北空知、遠紋、根室以外

多 職 種 の
取 組 確 保 等

24時間体制の訪問看護ステーションのある第二次医
療圏数（医療圏）

19 19 21 全圏域での確保 90.5% ない圏域（H27)①北渡島檜山②北空知

歯科訪問診療を実施している診療所のある第二次医
療圏数（医療圏）

21 21 21 現状維持 100.0%

訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施する薬
局のある第二次医療圏数（医療圏）

21 21 21 現状維持 100.0%

実 施 件 数 等
訪問診療を受けた患者数［１か月当たり］
（人口10万人対）（人）

425.1 456.4 
全国平均

以上
現状より増加

（H28：508.2）
89.8%

全国平均：H27 476.1
H28 508.2

住 民 の
健 康 状 態 等

在宅死亡率（％） 12.7 12.9
全国平均

以上
現状より増加

（H29：20.7）
62.3%

死亡の場所（H29)
「自宅」 全国：13.2％、全道：9.5％
「老人ホーム」全国：7.5％、全道：3.4％
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介護保険事業（支援）計画北海道医療計画

在宅医療
（追加的需要）

高齢化の影響
による増加

サービス受給者の状況や
人口動態を踏まえた自然
体の推計

介護施設（追加的需要）

介護離職ゼロによる需要

在宅医療の提供体制
の整備に向けた施策

介護サービスの
充実に向けた施策

介
護
施
設
サ
ー
ビ
ス

の
見
込
み
量

在
宅
医
療
の
需
要

医療計画と介護保険事業（支援）計画との整合性について

整合性

整合性

地域包括ケア
システムの構築

施策

数値

１５

地域医療構想の推進により、病床の機能分化・連携が進むことに
伴い、新たなサービス必要量（追加的需要）が見込まれる。
→介護施設、在宅医療等の受け皿整備が必要。



見直しスケジュールについて
時期 総医協（総会・地域医療専門委員会） 在宅医療小委員会 道本庁 振興局

R２年４月 部内会議

５月下旬
～６月上旬

第１回 総会・地域医療専門委員会
・見直しの基本的な考え方
・スケジュール

第１回 在宅医療小委員会
・見直しの基本的な考え方
・スケジュール

6月

７月上中旬 第２回 地域医療専門委員会
・骨子協議

第2回在宅医療小委員会
・骨子協議
・医療計画（在宅医療～R元年）の評価

８月下旬 第３回在宅医療小委員会
・計画素案協議（たたき台）

協議の場（基本的考え方）

９月７日 第３回定例会 前日委員会（骨子報告）

９月中下旬 第３回 地域医療専門委員会
・計画素案（たたき台）

第４回在宅医療小委員会
・計画素案

１０月中旬 第４回 地域医療専門委員会
・計画素案

１０月下旬

１１月中旬 医療審議会（素案報告）

１１月２４日 第４回定例会 前日委員会（素案報告）

１２月末
～１月

パブリックコメント
保険者協議会 意見照会

協議の場（素案）
地域推進方針見直し

R３年１月 第５回在宅医療小委員会
・計画案

２月上旬 第５回 地域医療専門委員会
第２回 総会（地域医療専門委員会終了後）

・計画案

2月下旬 第1回定例回前日委員会（計画案報告）

３月 医療審議会（諮問・答申）⇒策定・公表

基本的考え方の作成

素案たたき台の作成

素案作成

計画案作成

１６

介護・医療療養病床転換意向調査

計画見直しの係る各種調査の実施

NDB等のデータ整理、振興局へ提供

二次医療圏ごと
にＲ3.9月末
までの見直し

【参考】国からは、今般の新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況等を考慮し、「見直しの議論を令和２年度内に終えることができず、見直し
後の医療計画の適用が、令和４年度以降となったとしても差し支えない」旨通知あり。（ R2.5.12付け厚生労働省 通知）



１７

介護保険事業（支援）計画との
整合性確保について



医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合性を確保するための「協議の場」について

○ 医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を一体的に作成し、これらの計画
の整合性を確保できるよう、都道府県や市町村関係者による協議の場を設置する。

○ 「協議の場」は、都道府県医療審議会等で議論する前段階として、自治体が地域医師会等の有識者を交
えて、計画を策定する上で必要な整合性に関する協議を行う場とする。

○ 「協議の場」は、二次医療圏単位で設置することを原則とする。

【調整事項】
①医療計画と介護保険事業（支援）計画で対応すべき需要

整合的な整備目標・見込量の前提となる将来の医療需要について、外来診療での対応を目指す部分、
訪問診療での対応を目指す部分と、介護サービス（施設サービス、居宅サービス）での対応を目指す部
分との調整。

②具体的な整備目標・見込量のあり方
将来の医療需要に対応するサービスごとの整備目標・見込量について、地域の実情を踏まえ、市町村

と都道府県で役割分担の調整。

③目標の達成状況の評価
次期計画（第７次医療計画の中間見直しと、第８期介護保険事業（支援）計画）の策定に向け、両計

画の目標・見込量の達成状況を適宜共有。

協議が円滑に進行するよう、自治体間において事前に整理・調整することが必要

【出典】
・「第9回医療計画の見直し等に関す
る検討会」（資料2） （H29.2.17開催）
・「第52回社会保障審議会医療部会」
（資料1-3） （H29.7.20開催）

1８

国の「総合確保方針」（地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針）



整
合
性

北海道における「協議の場」に関する対応について

国の「総合確保方針」（地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針）
医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を

確保することができるよう、都道府県や市町村における計画作成において、関係者による協議の場を設置し、より緊密
な連携が図られるような体制整備を図っていくことが重要である。

【目 的】
国の「総合確保方針」

に対する道の考え方につ
いて整理し、医療及び介
護保険計画を策定する際
の「道の基本方針」の位
置付けとする。

【基本方針の策定】
道庁関係課による協議

の上、「道の基本方針」
を策定し、道計画（医
療・介護保険）策定委員
会に報告するとともに、
振興局を通じて市町村あ
て通知。

【策定時期】
平成29年４月

【目 的】
道の医療計画及び介護保険

計画と、市町村介護保険計画
の整合性を確保するため、21
圏域単位で関係者との協議を
行う。

【協議の場】
◆地域の関係者との協議
（医療に関する協議）

「保健医療福祉圏域連携推進
会議」（保健所所管）におい
て、計画全般の協議等を行う。
（R2.夏頃、R3.1月予定)

◆市町村との協議
（介護に関する協議）

「高齢者保健福祉圏域連絡協
議会」（社会福祉課管）にお
いて、医療計画（在宅医療）
と介護保険計画（介護ｻｰﾋﾞｽ）
の整備目標等の整合を図る。
（R2.夏頃、R3.1月予定）

【目 的】
各計画作成に至るまで、

医療及び介護保険計画策定
に係る有識者会議において
適宜情報提供、意見交換等
を行う。

【協議の場】
◆医療計画
総医協地域医療専門委員会

◆介護保険事業支援計画
介護保険事業支援計画検討
協議会

【開催予定時期】
令和２年７月頃

・計画骨子案等
令和２年10月頃

・計画素案
令和３年２月頃

・計画案

北海道医療計画

北海道介護保険
事業支援計画

市町村介護保険
事業計画

一体的な作成を目指す

（連動）

（調和）

１９

「道の基本方針」の策定 地域での協議（21圏域） 道全体での協議

５疾病・５事
業等に係る
各種計画

H30策定時の体制
（今回見直しも同様）



地域（２１圏域）における「協議の場」について

自治体間において事前に整理・調整

○ 道と市町村による事務レベルでの協議（調整）の場

○ 「高齢者保健福祉圏域連絡協議会」（社会福祉課所管）
を活用。 ※北渡島檜山は八雲保健所所管

○ 市町村介護保険担当者に対し、社会福祉課及び保健所
から説明（依頼）を行うことにより、医療・介護の
各計画における在宅医療・介護サービスに係る整備
目標・見込量の整合性を図る。

「高齢者保健福祉圏域連絡協議会」
○目 的

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関し、作成、調整
及び推進を図るため、21圏域ごとに設置された協議会。

○構成員
市町村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の担当課長等
振興局社会福祉課主幹、保健所関係課長

○開催予定時期
R2.夏月頃、10月頃 各計画の整合性等に係る説明（依頼）

⇒市町村介護保険計画への反映
R3.1月 市町村介護保険計画（素案）の確認

⇒整備目標等の整合性

関係者による協議の場

○ 道と郡市医師会等の関係団体、市町村（医療・介護）
等との各計画の整合性の確保に係る協議の場

○ 「保健医療福祉圏域連携推進会議」（保健所所管）を
活用

○ 医療と介護の連携（整合性の確保）について、地域の
医療・介護関係者と協議。

「保健医療福祉圏域連携推進会議」
○目 的

地域における５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る
医療提供体制を構築するため、21圏域ごとに設置された会議体。

○構成員
保健医療福祉サービスの受益者、保健医療福祉サービスの提

供者、関係行政機関の職員、その他必要と認められる者
○開催予定時期

R2.夏頃 道計画骨子等に関する協議
⇒道計画素案に適宜反映

R3.1月 道計画素案に関する協議
⇒ 道計画案、地域推進方針（21圏域）

に適宜反映

適宜、情報共有

２０

※「関係者による協議の場」における協議が円滑に進行するよう自治体関係者に
おいて事前に整理・調整を行う。



地域（21圏域）における「協議の場」に関するスケジュール

医

療

介

護

道
計
画
骨
子

道
計
画
指
針
案

【保健所】
地域推進

方針
(21圏域)
の策定

保健所担当者
説明会の開催

（地域推進方針の
策定）

【社会福祉課】
介護に関する

協議の場
(市町村との協議）

高齢者保健福祉
圏域連絡協議会

○各計画策定に当
たっての考え方
の共有

○在宅医療及び介
護保険サービス
の整備目標・見
込量の整合性の
確保に向けた協
議

<事前の整理･調整>

【保健所】
医療に関する

協議の場
（関係者との協議）

保健医療福祉
圏域連携推進会議

○各計画策定に係る
説明

○道計画素案の作成
に向けた協議

【保健所】
医療に関する

協議の場
(関係者との協議)

保健医療福祉
圏域連携推進会議

○道計画素案に関
する説明

○道計画素案及び
地域推進方針

（21圏域）策定に
向けた協議

道
計
画
・
市
町
村
計
画
の
策
定

国
指
針
の
発
出

２１

道
計
画
案
の
作
成

【社会福祉課】
介護に関する

協議の場
（市町村との協議）

高齢者保健福祉
圏域連絡協議会

○道、市町村介護
保険計画（素
案）の内容共有

○在宅医療及び介
護保険サービス
の整備目標・見
込量の整合性の
確認

<事前の整理･調整>

道
計
画
素
案
の
作
成

国
指
針
案
の
提
示

R2.夏頃 R3.1月

R3.1月R2.夏頃

H30策定時のｽｹｼﾞｭｰﾙ
（今回見直しも同様）
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参 考 資 料



【参考】在宅医療（訪問診療）の新たなサービス必要量の推計方法

①障がい者・難
病患者数

②療養病床の
入院患者数

③一般病床でＣ
３基準未満の
患者数

④現時点で訪問診療
を受けている患者数

⑤現時点の
老健施設の
入所者数

医療区分
１の70%

回復期

リハ病棟
の患者数

地域差の
解消

平成25年

新たなサービス必要量 国の単純推計（北海道） 23,461人分平成37年

外来（医療）
で対応

16,731人分

今後、新たなサービス必要量に見込まれる部分

6,730
人分

基本的に療養病床から介護医療院等へ移行
によるもの （ 調査を基に推計）

在宅医療
（訪問診療）

介護施設

59.5％40.5％※ 訪問診療の需要（推計）は、在宅医療の提供体制「2 課題」に記載
※ 需要の伸び率から設定した目標は、「在宅医療の提供体制「4数値
目標等」」の「訪問診療を実施している医療機関数」の目標値に記載

23

現時点で療養病床を退院
した患者の状況から推計
（病床機能報告）

【訪問診療の追加的需要】

H32 3,516人分
H35 5,813人分
H37 8,302人分

R2再度調査

R2再検討

２３



【参考】在宅医療等の新たなサービス必要量の考え方について

＜在宅医療等の新たなサービス必要量＞ 約23,461人分
療養病床からの患者、一般病床からの患者の一部など、その構成要素のそれぞれの必要量を市町村別に推計

■外 来 ■在宅医療 ■介護施設 ■新類型等転換分（介護医療院）

介護医療院等への転換数把握

現行の療養病床のうち、H35年度末まで
に、新たな施設類型や介護老人保健施設
に転換する見込み量について、意向を踏
まえること等により推計。

介護医療院等での対応量を除いた上で、
患者調査等による退院後の行き先に関す
るデータ等を活用し、外来、在宅医療、
介護の各区分へ按分。

在宅医療：介護施設＝１：３（H26）
◇メリット：①新たな調査を実施する負担がな

い
◆デメリット:①抽出した医療機関の調査

②９月の１ヶ月分の状況であるた
め、情報量が充分でない可能性

③訪問診療を利用する患者は、自
宅で利用する場合に限定される。
④３年に一度、調査を実施

療養病床からの転換の考え方
（約16,731人分）

一般病床からの転換の考え方
（約6,730人分）

転換する
見込み量の把握 平成32年度末 平成35年度末

医療療養病床から
転換

調査により把握
した数を下限

調査により把握
した数を下限

介護療養病床から
転換

調査により把握
した数を下限

介護療養病床
の全数

患者調査の結果を踏まえ、一般病床から
生じる新たなｻｰﾋﾞｽ必要量については、外
来医療により対応するものとして見込む
ことを基本とする。

◇メリット：➀国保、後期高齢者医療の詳細
動向を把握でき、様々な分析が
可能。

◆デメリット：➀データの抽出等に時間を要
する。
➁市町村等による作業負担の
増

◇メリット：①新たな調査を実施する負担がな
い
②全医療機関の調査
③毎年調査を実施
④退院後に在宅医療の提供を受け
る患者数を把握できる

◆デメリット：①６月の１ヶ月分の状況である
ため、情報量が充分でない可能性

患者調査の活用 国保データベース（KDB）システム活用 病床機能報告の活用

２４

R2再度調査

R2按分方法の再検討

H30計画作成の際はこれを使用
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参考



【参考】医療計画（H30～R５）における在宅医療（訪問診療）の需要推計方法

１ 基本的な考え方

在宅医療（訪問診療）の体制整備を進めるに当たっては、地域医療構想を推進する中で、病床の機能分化・連携が進む
ことに伴い増加する需要（新たなサービス必要量）の受け皿整備が必要であることから、平成３０年度を始期とする医療
計画と第７期介護保険事業（支援）計画における訪問診療の需要や介護サービスの種類ごとの量の見込みが、それぞれの
計画の間で整合的な設定となるよう、訪問診療の新たなサービス必要量の推計。

その上で、高齢化の影響による増加見込みと合わせて、訪問診療の需要を推計。

２ 推計方法

（１）地域医療構想の推進による訪問診療の新たなサービス必要量

① 国から示された令和７（２０２５）年の機械的試算を基に推計
国では、療養病床や一般病床の患者のうち、令和７年度までに、外来診療訪問診療及び介護施設での対応が見込まれ

る必要量を推計
■北海道 ２３，４６１

※このうち、一般病床から生じる新たなサービス必要量については、外来医療により対応するものとして見込むことを基
本とする旨示され、道でも同様に取り扱うこととした。

■外来対応分 ６，７３０

② 令和７（２０２５）年の訪問診療、介護施設で対応する需要
■２３，４６１－ ６，７３０＝ １６，７３１

③ 令和２及び令和５までの必要量は、期間を考慮して②を按分して算出
■R２ ６，２７４【１６，７３１×３／８（R７年度までの８年間までのうち３年）】
■R５ １２，５４８【１６，７３１×６／８（R７年度までの８年間までのうち６年）】
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【参考】医療計画（H30～R５）における在宅医療（訪問診療）の需要推計方法

④ 介護医療院、老人保健施設、特別養護老人ホームへの転換見込み
全道調査結果により推計※（H29.9北海道保健福祉部調査）

■R２ ３６４．５
■R５ ２，７７８．３
■R７ ２，７７８．３

※療養病床の利用率を９０％として、「（転換予定の病床数）×０．９（病床利用率）」で推計
※R７は、R５末に介護療養病床の経過措置が終了するため、R５結果を使用

⑤ 訪問診療及び介護施設（転換分を除く）で対応する必要量（③－④）は、療養病床を退院した患者の退院先に関する
現状のデータ（病床機能報告（北海道分））を活用して按分

■訪問診療対応：介護施設対応＝５９．５％：４０．５％

⑥ 訪問診療の新たなサービス必要量【（③－④）×５９．５％】
■R２ ３，５１６
■R５ ５，８１３
■R７ ８，３０２

① 地域医療構想で推計した需要
■Ｈ２５ ２９，０６０
■R ７ ４２，７６６

※Ｈ２５－R７の差（①”） ■４２，７６６－２９，０６０＝１３，７０６

（２）高齢化の影響による増加見込み

② R２及びR５の需要は、①を年数により按分し推計
■R２ ３７，０５５【（①”１３，７０６×７／１２※）＋Ｈ２５ ２９，０６０】
※平成３７年度までの１２年間のうち７年

■R５ ４０，４８２【（①”１３，７０６×１０／１２）＋Ｈ２５ ２９，０６０】 27



【参考】医療計画（H30～R５）における在宅医療（訪問診療）の需要推計方法

28

（１）及び（２）を合わせて訪問診療の需要とした。
■R２ ４０，５７１
■R５ ４６，２９５
■R７ ５１，０６８

※ 各二次医療圏の需要については、全道の訪問診療の需要を、R７（２０２５）年における新たなサービス必要量の外来
対応分を除く全道数値（（１）の②の１６，７３１）に対する各医療圏の数値割合により按分して推計

（３）訪問診療の需要の推計



29年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38年度

第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画 第９期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画地域医
療構想

目標の中間見直しについて

33～35年（第８期）
の整備目標

30～32年（第７期）
の整備目標

○ 整備目標については、医療計画の中間年及び第７期介護保険事業計画の終期において見直すこととし、そ
の際、協議の場を活用して実績を評価した上で、次の整備目標に反映することを基本とする。

第７期の取組

達成できなかった分は
第８期目標に上乗せ

新類型等転換分

第７期での取組が不十分な場合、
第８期で整備が必要となる量がより
上乗せされる場合がある。（最大で
★印まで上乗せ）

介護施設

在宅医療

医療

区分１
70％

+

地域
差解
消分

★

第11回医療計画の見直し
等に関する検討会 資料１

（一部改変）
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参考



30



31



32出典：平成31年2月8日厚生労働省第1回在宅歯科医療の提供体制等に関する検討会資料抜粋

参考資料



33出典：平成31年2月8日厚生労働省第1回在宅歯科医療の提供体制等に関する検討会資料抜粋

参考資料



34

参考資料

出典：平成31年2月8日厚生労働省第1回在宅歯科医療の提供体制等に関する検討会資料抜粋



35出典：厚生労働省令和2年１月15日第17回医療計画の見直し等に関する検討会資料

参考資料



【構成員】
道医師会（地域医療専門委員会、在宅医療小委員会
の委員等）、病院団体、保険者、構想アドバイザー、
医療データ分析の専門家（北大・札医大・旭医大の
公衆衛生講座、東北大（藤森教授））など

【事務局】
道庁（地域医療課）

【協議事項】
道内の医療提供体制の現状・課題の分析や今後の

施策の検討に当たり、どのようなデータ分析を行う
必要があるか、専門的な協議を実施

医療データ分析センター運営協議会

○ 運営協議会で決定された方針に沿って、レセプト
データ（国保・後期高齢・介護保険）、病床機能報
告データ、DPCデータ等の医療データを分析

◯ 地域医療専門委員会や在宅医療小委員会、各圏域
の調整会議で活用可能な資料を作成

◯ データ集積に要するサーバーの維持費用等につい
て、道庁が補助

医療データ分析センター

○ 調整会議（構想）や多職種連
携協議会（在宅）等における議
論に活用

◯ 各医療機関にもフィードバッ
クし、各々の役割・機能の検討
に活用

分析方針等
の提示

各医療機関

医療データ分析センター事業（仮称）の実施について（道）

地域の議論

○ 総医協（地域医療専門委員会、
在宅医療小委員会等）や医対協
における議論に活用

道全体の議論

分析結果
の提供

分析ニーズ
の提案

３６

本格稼働はＲ３年度
またはＲ２年度途中からの稼働予定



【事業内容
○ 運営協議会で決定された方針に沿って、レセプ

トデータ（国保・後期高齢・介護保険）、病床機
能報告データ、DPCデータ等の医療データを分析

◯ 地域医療専門委員会や在宅医療小委員会、各圏
域の調整会議で活用可能な資料を作成

◯ データ集積に要するサーバーの維持費用等につ
いて、道庁が補助

医療データ分析の主な変更点

【構成員】
医療関係（道医師会、北大病院、札医大病院、病
院協会、全自病協）、審査機関（国保連、支払基
金）、保険者関係（全国健康保険協会北海道支部、
北海道後期高齢者医療広域連合、保険者協議会）

【事務局】
東北大学大学院（藤森教授）
道庁（地域医療課）

【協議事項】
道内の医療提供体制の現状・課題の分析結果を

各圏域の保健所に提供し、調整会議で活用してい
ることなどを報告。また、それを踏まえて事業の
継続について協議。

【事業内容】
○ レセプトデータ（国保・後期高齢・介護保険）、

DPCデータの医療データを分析

◯ 各圏域の調整会議で活用可能な資料を作成

◯ データ集積に要するサーバーの維持費用等につ
いて、道庁が補助

電子レセプト情報データベースシステム運営調整会議

【構成員】
道医師会（地域医療専門委員会、在宅医療小委員
会の委員等）、病院団体、保険者、構想アドバイ
ザー、医療データ分析の専門家（北大・札医大・
旭医大の公衆衛生講座、東北大（藤森教授））な
ど

【事務局】
北海道大学大学院保健科学研究院（調整中）

道庁（地域医療課）

【協議事項】
道内の医療提供体制の現状・課題の分析や今後

の施策の検討に当たり、どのようなデータ分析を
行う必要があるか、専門的な協議を実施

医療データ分析センター運営協議会

３７

現在 変更後


