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令和２年度第２回北海道総合保健医療協議会  

地域医療専門委員会在宅医療小委員会  

【議事録】  

 

                 ■日時：令和２年７年 30 月（木）18:00～20:00 

              ■場所：TKP ビジネスセンター赤レンガ前 ５階 はまなす 

 

【事務局】 

ただいまから、令和２年度第２回  北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会在宅医療

小委員会を開催いたします。 

皆様方には、大変ご多忙のところ、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

私は、事務局を担当しております。地域医療課の櫻井でございます。 

 

  本日の小委員会ですが、総数 16 名のうち、11 名の方々に御出席をいただいております。 

 なお、平林委員、村上委員、波潟委員、村山委員、斎藤委員は所用のため欠席する旨、

事前に連絡をいただいております。 

 また、今年度から委員になられました委員をご紹介させていただきます。 

 ・北海道看護協会 山本 純子 様です。 

 ・北海道病院協会 西澤 寬俊 様です。 

 ・北海道社会福祉協議会 野村 宏之 様です。 

 ・北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会 石崎 剛 様です。 

 

 それでは、はじめに事務局の北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課長の東から、一

言ご挨拶を申し上げます。 

 

【事務局】 

 北海道保健福祉部地域医療課長の東でございます。 

 本日は御多忙の中、委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 新型コロナウイルスに対応するように、こういう形で広く密にならないように対応させて

いただいております。 

 道内で最初に感染者が発生したのが１月 28 日ということで、ちょうど半年経ったところで

ございます。本日の感染者を確認しますと道内で８名、うち７名が札幌ということで、年代

も 20 代から 30 代の若い方ということで、当初の頃よりは少し様変わりしたなというところ

でございます。まだまだ出口が見えないところではございますけども、本日お集りの先生方

をはじめ、各医療、福祉関係者の皆様におかれましては、まさに最前線でご対応、ご尽力い

ただいていますことを、心から敬意を表しますとともに、深く感謝申し上げます。 

本日の委員会におきましては、令和５年度までの計画期間である医療計画について、今年

度中間見直しを行うことから、令和元年度の取組の評価と中間見直しに係る各指標の見直し

などについてご協議をいただきたいと考えております。 

 限られた時間ではありますが、忌憚のないご意見をいただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 
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【事務局】 

 本日は議題を大きく４つご用意しており、それぞれ資料を用意しております。お配りして

おります資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お配りしているものは資料一覧のとおりでございます。 

 まず、次第、配席図、出席者名簿がございまして、その後ろに資料１、参考資料１、２、

資料２－１から２－３、資料３と参考資料３、資料４、５、６、最後に参考資料４というこ

とでご用意しております。 

 不足等がありましたら事務局までお申し出いただきたいと思います。 

 

  それでは、議事に入りたいと思いますが、議題（１）の委員長が選出されるまで、引き続

き事務局の方で進行させていただきます。 

 

議題（１）「委員長の選出について」 

 

【事務局】 

  それでは、議題（１）の「委員長の選出について」でございます。 

 委員長の選出につきましては、昨年度委員の改選がありまして、それ以降今回が初めての

開催ということになりますので、今回改めて委員長と副委員長の選出をさせていただきたい

と思います。 

 この小委員会の設置要領によりますと、委員長及び副委員長は委員が互選した者を充てる

とういうことになっております。 

 まず委員長につきまして、委員の皆様からご意見などございましたらいただきたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

 もし差支えなければ事務局の方で案をご用意しておりますので、そちらをご紹介させてい

ただこうと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」との言葉を受け） 

 事務局といたしましては、引き続きでございますが委員長につきましては、在宅ケア事業

団の藤原委員に、副委員長は草場委員にお願いしたいと思っておりますが皆様いかがでしょ

うか。 

  （「異議なし」との言葉を受け） 

 それでは、委員長及び副委員長につきましては、藤原委員、草場委員にお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、藤原委員と草場委員におかれましては、前の方に委員長、副委員長の席がござ

いますのでそちらにご移動をお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行につきましては、委員長の藤原委員にお願いしたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

議題（２）「令和２年度（2020 年度）第１回総合保険医療協議会地域

医療専門委員会在宅医療小委員会の意見について」 
 

【委員長】 

  それでは、次第に沿いまして、議題（２）から進めさせていただきますが、概ね２時間程
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度、午後８時をめどに終了したいと思いますので、議事進行にご協力いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、議題（２）令和２年度（2020 年度）第１回地域医療専門委員会在宅医療小委員会の

意見について事務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

  令和２年度（2020 年度）地域医療専門委員会在宅医療小委員会の第１回を書面開催にさ

せていただきました。書面開催により、皆様からいただきました意見につきまして報告させ

ていただきます。 

  資料１をご覧ください。６月１日に書面開催をさせていただきまして、皆様から報告事項

の在宅医療推進支援センターの実施についてと北海道医療計画の中間見直しの考え方・スケ

ジュールにつきまして、ご意見をいただいたところでございます。 

 在宅医療推進支援センター事業につきましては、薬剤師会においても薬剤師向けに「人生

会議」普及に向けた研修会開催についても検討中であることから、本研修と連携していきた

いということで、在宅医療推進支援センター事業で情報共有しながら進めていきたいと思っ

ております。 

 在宅医療の採算性について調査したり、採算が取れるモデルケースがあれば教えて欲しい

というご意見をいただきました。これにつきましては、今年度の在宅医療推進支援センター

におきまして保健所、郡医師会、各在宅医療を積極的に実施している医療機関などを訪問し、

ヒアリングを実施する予定でございますので、それを踏まえまして情報収集をして、その結

果を小委員会で報告できたらと考えております。 

 ACP 普及研修につきまして、施設内看取りの充実を図るため対象を施設職員にも拡充して

欲しいということで、ご意見いただいております。人生会議の普及につきましては、今年度

は、医療従事者向けと住民向けの開催を予定しているところでございまして、住民向けは人

生会議の基本的な事項を伝達する研修会としておりますので、これにつきましては施設職員

の方にもご参加いただきたいと考えております。 

 協議事項の北海道医療計画の中間見直しの考え方・スケジュールの見直しにつきましては、

皆様から同意をいただいておりますが、参考意見として、小児在宅医療について薬品の数は

限られていることから、多くは薬局で錠剤を粉砕するなどの加工を行っており、入院医療か

ら在宅へと切れ目なく適切に移行するためには、退院時における情報共有など地域における

医療機関と薬局の連携が特に重要となってくるということでご意見いただいております。こ

ちらにつきましては、今後の施策の検討の参考とさせていただいということにしております。 

あとは新型コロナウイルス感染拡大によりオンライン診療を含めたライフスタイルや社会情

勢の変化の影響を考慮して進めていく必要があるということで、道では医療機関間のネット

ワークの構築ですとか、遠隔医療などの ICT を活用した取組についても支援を行っておりま

すので、昨今のコロナウイルスの社会情勢なども踏まえつつ、 ICT も活用するなどして在宅

医療提供体制の構築に努めてまいりますということにしております。 

 第１回の書面開催の意見につきましては、以上でございます。 

  

【委員長】 

 ただいま、事務局から説明のあった件につきましては、第１回の小委員会意見を取りまと

めた報告とのことですので、特段何か補足等ある委員の皆様がいなければ、次の議題に進め

ていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは議題(３)「北海道医療計画の推進状況及び評価（案）について」事務局より説明
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をお願いします。 

 

議題（３）「北海道医療計画の推進状況及び評価（案）について」 

 

【事務局】 

 それでは議題（３）「北海道医療計画の推進譲許及び評価（案）について」事務局からご

説明させていただきます。 

 資料につきましては、資料２－１、２－２、２－３ということで、これを用いて説明させ

ていただきますが、資料が多いものですから資料２－１の概要版を使って説明させていただ

きたいと思います。 

 まず１ページめくっていただきまして、２ページ目の在宅医療の提供体制の数値目標等と

いうところになります。これは医療計画の在宅医療提供体制の部分における数値目標の進捗

状況を決めます。大きく体制整備、機能ごとの体制整備、多職種の取組の確保、実施件数、

住民の健康状態ということで、区分で分かれております。 

 まず、体制整備につきましては、訪問診療を実施している医療機関数（人口 10 万対）でご

ざいますが、左側の計画作成時の現状値としては、人口 10 万対で 15.4、R2 年度の目標値を

19.9 ということにしておりますが、R１の現状値は 15.3 となっておりまして、達成率は 76.9％

ということになっております。なお、計画作成時は NDB を活用しておりましたけども、平

成 29 年度以降国から全道値がマスク状態で提供されておりますので、全道値が把握できない

という状況でございます。現状値につきましては、国保データベース（KDB）という国保と

後期高齢者のデータをまとめたものが国から提供がありましたので、今回の現状値につきま

しては KDB のデータを現状値として掲載させていただいております。 

 続きまして、機能強化型の在宅療養支援診療所又は病院、いわゆる在支診、在支病のある

第二次医療圏域数につきましては、計画作成時の現状値は 12 圏域、R２年度の目標値が全圏

域の 21 圏域としておりますが、R１年度の現状値は 12 圏域のままとなっております。在支

診、在支病のある圏域につきましては右側に記載しております。 

 続きまして、機能ごとの体制等のところでございますが、退院支援を実施している医療機

関のある第二次医療圏域数でございますが、これは 21 圏域を目標値として、R１の現状値は

20 圏域のままとなっており、実施できていない圏域につきましては南檜山ということになっ

ております。 

 続きまして、在宅療養後方支援病院のある第二次医療圏数ですが、在宅療養後方支援病院

につきましては、在宅医療を実施する医療機関と連携して入院のバックベッドを 24 時間確保

する重要な医療機関でございますが、これにつきましては、目標値を全圏域の 21 圏域に対し

て、現状値 10 という状況でございます。在宅療養後方支援病院のある医療圏域につきまして

は右側に記載しております。計画作成時の増減につきましては、減ってしまったところが南

空知、増えたのが遠紋、後志となっております。 

 続きまして、在宅看取りを実施する医療機関のある第二次医療圏域数についてでございま

すが、目標値が 21 に対して現状値が 19 ということになります。ない圏域数につきましては、

右側に記載のとおりでございます。計画作成時から、北渡島檜山圏域がない圏域として増え

ております。 

 続きまして、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域数は、現状維持と

いうことになっております。 

 次に、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域数も現



5 

 

状維持ということになっております。 

 次に、訪問診療実施件数等でございますが、訪問診療を受けた患者数について、目標値を

全国平均以上としており、平成 28 年度の全国値が 508.2 に対して、北海道の数値が 456.4 と

なっております。データが古いというのは、国から提供のあった NDB のところが平成 29 年

度以降提供のあったデータが全国値や全道値がマスクされているものになっておりますの

で、平成 28 年度の数値ということで記載させていただいております。ただ、参考値としまし

ては、KDB を参考にしますと人口 10 万対でいうと平成 30 年度は 490.0 となっておりますの

で、計画作成時に比べれば訪問診療を受けた患者数は伸びてきているというところでござい

ます。 

 続きまして、住民の健康状態の在宅死亡率でございますが、全国平均以上を目標値として

おります。現状値につきましては、全国が平成 30 年度 21.7 に対して、北海道の現状値が 13.6

となっておりますので、全国値に比べると低い状況になっております。 

 この指標を踏まえまして、次のスライドをご覧ください。 

 評価（進捗状況）・評価理由・課題と R２  の取組への反映状況（案）でございますが、評

価につきましては、一部に努力を要するとさせていただきます。先ほどの数値目標のところ

で達成していない状況やなかなか数字が上がっていないところもございますので、一部に努

力を要するということにさせていただいております。 

 評価理由につきましては、在宅医療の体制整備については、既存医療機関の訪問診療の実

施により、訪問診療を受けている患者数は増加しているものの、訪問診療を実施する医療機

関数などは目標値に遠いことから、引き続き支援を進める必要があるということで、先ほど

の目標値で患者数は伸びておりますが、医療機関数は人口 10 万対でいうとそれほど伸びてい

ないところもありますので、こういう評価にさせていただいております。 

 施策につきましては、資料２－２をご覧ください。 

 １ページ目の在宅医療を担う医療機関の整備等ということで、在宅医療の体制整備をして

いくにあたり北海道として施策を色々とやっております。在宅医療提供体制強化事業費補助

金につきましては、グループを組んで 24 時間体制の訪問診療等を行うグループ制を敷くとこ

ろに、事務経費等も含めて補助をする制度ですとか、市町村が訪問看護ステーションの整備

を促進するものに対して補助しております。その他、在宅歯科医療連携室整備事業ですとか、

訪問看護ステーションへの出向支援事業等各種実施しているところでございます。 

 資料２－１にお戻りください。 

 第二次医療圏ごとに設置している各多職種連携協議会において、地域の課題抽出、事例検

討、研修会等の全道的な取組や住宅施策と福祉施策との連携については引き続き進めていく

必要があるということにさせていただいております。 

 これらの施策につきましては、資料２－２に戻っていただいて、地域における連携体制の

構築ということで、在宅医療提供体制強化事業費補助金の中で多職種連携協議会運営事業と

いうものを実施しております。これにつきましては、道立保健所がコーディネーターとして

第二次医療圏域ごとに多職種連携協議会を設置しておりまして、ここで多職種の方が構成員

となり、研修会や地域の課題、入退院時支援の連携ルールの作成や事例検討など、様々な地

域の課題について協議を行っております。その他に患者情報共有ネットワーク構築事業や遠

隔医療促進事業により、ICT を活用した連携を北海道で推進しているところでございます。 

 また資料２－１に戻っていただきまして、在宅緩和ケアの推進については、関係者間の連

携や相談支援体制の整備に向けて、引き続き支援をしていく必要があるということで記載を

させていただいております。資料２－２にまた戻りまして、２ページ目になりますが、緩和

ケアの充実ということで多職種連携協議会の中で圏域の課題について緩和ケアに関する研修
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会を実施しております。令和元年度につきましては、上川と十勝で緩和ケアに関する研修を

実施しているところです。その他にがん診療連携拠点病院等機能強化事業費補助金や医療用

麻薬適正使用指導講習事業を北海道で実施しているところでございます。まずは在宅医療の

体制整備をしていくということが第一前提ではございますけども、その他に在宅緩和ケアの

推進につきましては、引き続き実施していくということで評価理由とさせていただいており

ます。 

 資料２－１に戻りまして、かかりつけ医師、薬局等の必要性、病状急変時の対応や人生会

議についても、引き続き道民への普及啓発が必要ということで、こちらの施策については資

料２－２の２ページの７、道民に対する在宅医療の理解の促進ということで、こちらも多職

種連携協議会により各圏域で保健所が中心となって在宅医療の研修会、人生会議の研修会な

どをやっております。その他、在宅歯科医療連携室整備事業で在宅歯科医療や口腔ケアの普

及啓発のための広報の実施や研修会を実施しております。また、健康情報拠点推進事業で地

域の薬局が健康情報の拠点として活用されるよう、道民や関係機関に普及啓発を行っており

ます。訪問看護連携強化事業におきましては、地域住民や、在宅看護を支える関係者等に対

して在宅看護の普及や在宅看護を支える環境整備に向けた講義を行っております。 

 資料２－１に戻りまして、課題と R２の取組への反映状況ということで在宅医療を担う医

療機関、訪問看護ステーション等の拡大に向け、R２年度より北海道在宅医療推進支援セン

ター事業による各種研修会の実施、訪問看護師確保支援事業による訪問看護師の確保や育成

の取組など、地域医療介護総合確保基金を活用した支援の取組を進めますという内容を記載

させていただいております。  

次に、在宅医療を推進するため、専門的な医療機関と地域の医療機関を結ぶシステム導入

や医療機関との間の遠隔医療に対する取組の支援を行っていきます。これにつきましては、

資料２－２に出てきました遠隔医療の補助金や患者情報共有ネットワークの補助金をご用意

しておりますので、これがこちらの文言の根拠となっております。  

続いて、患者の病状急変時に対応できるよう、第二次医療圏ごとに設置している多職種連

携協議会の活用等により、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看護事業所等の相互の連携体

制の構築を目指しますという記載をさせていただいております。  

続きまして、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、介護支援専門員などの専門

職種が連絡・調整を図りながら、在宅療養者に適切な医療を提供することが重要なことから、

医師会、歯科医師会、薬剤師会及び看護協会等関係団体と連携し、各専門職向けの研修会の

開催等により在宅医療の質の向上に取り組むということでさせていただいております。先ほ

ど第１回の書面開催の時に薬剤師会様の方から研修会のことでご意見ありましたが、それぞ

れ団体様で研修会を色々とやられておりますので、情報共有を進めながら人材育成を進めて

いく必要があると考えております。 

 続きまして、在宅医療提供体制の整備には、地域ごとに様々な課題があることから、R２

年度から北海道在宅医療推進支援センター事業により、地域ごとのデータの分析、地域への

ヒアリング、各医療機関へのアンケート調査により各地域の課題の整理を行っていくという

こととしております。  

次でございますが、R２年度から北海道在宅医療推進支援センター事業により、在宅医療

や人生会議の普及に向けた研修等を行うということとしております。  

最後でございますが、地域における在宅医療の推進には、地域全体で生活を支える仕組み

を作り、住民・医療・介護・福祉・行政がそれぞれの役割を理解し協働することが重要であ

ることから、医療や介護に関わる関係者の定期的な会合による連携体制づくりや情報提供の

方法等について地域医療専門委員会在宅医療小委員会で数字やデータ、各種施策に関するも
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のを提供させていただきながらご意見いただこうかということで記載しております。 

 北海道医療計画の推進状況及び評価（案）につきましては、以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただいま、事務局から議題（３）「北海道医療計画の推進状況及び評価（案）について」

ご説明いただきましたが、ご意見や質問はありませんか。 

 

【○○委員】                                                            

 確認をさせていただきたかったのですが、先ほど NDB は数値が出てこないということで、

KDB を今回は参考にという話でしたが、差分が平成 27、28 でいくと、差がでているのは支

払基金のデータがないからとういう理解でよろしいでしょうか。医療機関が支払基金だけで

請求している分が捕捉できない、国保だけでみているので、その分が小さく出るという理解

でよろしいでしょうか。  

全体的に KDB のデータが小さくでていたものですから、そういう傾向になるのかなと思

ったのですが、それで間違いないのか確認です。 

 

【事務局】 

 KDB につきましては、国保のデータと後期高齢者のデータのみになりますので、NDB に

比べると小さく出てしまうという状況になります。ただ、在宅医療を数字で出す上では高齢

者の方が多いこともありますので、KDB を参考値として出していくことも数値上はそれほど

外した数値ではいないと思っています。ただ、古いデータを出して、評価をしていただくと

いうよりは、なるべくあるものを出させていただいて、進捗状況を評価させていただこうか

ということで出させていただきました。 

  

【○○委員】 

 今の点は、意外と重要な所だと思いまして、国保ではない、後期高齢者ではないというこ

とで例えば小児の在宅医療とかは大丈夫かなと、KDB でカバーできているのかなと若干疑問

に思ったのですが、その点はどうでしょうか。 

 

【事務局】 

 小児の場合は、扶養に入っていることが多く、社会保険の方に出てくるため、NDB を出し

ていただくことが重要だと思っています。  

国でも在宅医療の数値を確認するにあたって、市町村単位で数字を出したいということで、

出ているのですが、市町村単位で出しすぎてしまうと小さい市町村の場合、患者が分かって

しまうこともあります。数字が出てこないと各施策の推進状況ですとか、現状値を把握でき

ないため、国にはデータを出して欲しいということを要望しております。 

 小児については国保のデータは少ない状況ですので、あまりデータとして参考とはならな

い状況でございます。 

 

【○○委員】 

 わかりました。ぜひ小児が新しい目標に入ってきている点もあるので、その点も注意して

今後の対応をいただければと思います。 

 感想としては、今回３年というところではあるのですけれども、やはりなかなか伸びなか

ったと、実際数字的には目指していた医療圏域の中で、もうちょっと二次医療圏で在宅医療
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をやるところが増えてくれればなと期待がありましたけども、そこがなかなかふえていない

というのは非常に厳しい結果だなと思っております。ただその一方で、個々の医療機関で頑

張っておられるので数字が伸びてきているということで、評価理由に関しては、このとおり

だなと感じています。  

今後の施策の方は、在宅医療を頑張っていただくという意味では、例えば、札幌とか旭川

とか函館では自然な流れで増えていくのかなと感じがしますので、やはり地方を重視した形

で施策をうっていくということが、数字でまた明確になったのかなと思いました。 

 

【委員長】 

 数値目標のところで、在宅看取りを実施する医療機関のある第二次医療圏数は、あと２件

ですね、北渡島檜山と北空知ですけども、ここの圏域の人はどこで亡くなっているのですか。 

 

【事務局】 

  在宅ではないとなりますと、おそらく病院なのかなというところではあるのですけども 

 

【委員長】 

  ということは、ほとんどが病院で亡くなっているということでしょうか。 

 

【事務局】 

  恐らくということになりますが、そのように考えております。 

 

【委員長】 

 今度のセンター事業で十分検討するのだと思いますけどね。ほんとにそうなのかなと思い

ます。 

 

【事務局】 

  北渡島檜山は、在宅医療をやられている医療機関も結構あります。訪問看護ステーション

もあります。在宅医療推進支援センター事業で現地に出向いて、数字上では表れないところ

も深堀して確認していこうといことで考えております。委員長からお話ありましたことを深

堀して調べていく必要があると考えております。 

 

【委員長】 

  ありがとうございます。ではよろしいでしょうか。 

 それでは、先に進みたいと思います。 

 議題（４）「北海道医療計画（在宅医療の提供体制）の中間見直しについて」は、いくつ

かの項目に分かれております。ア「北海道医療計画骨子について」は報告事項、イ「北海道

医療計画の指標の追加・見直し（案）について」、ウ「北海道医療計画の中間見直し素案（た

たき台）（案）について」は一連の関係性があるので事務局に一緒にご説明いただいた後、

皆様からご意見を伺いたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。  

 

議題（４）「北海道医療計画（在宅医療の提供体制）の中間見直しに

ついて」 

ア 北海道医療計画（中間見直し）骨子（案）について（報告事項） 
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イ 北海道医療計画（在宅医療の提供体制）の中間見直しに係る指標

の追加・見直し（案）について 

  ウ 北海道医療計画（在宅医療の提供体制）の中間見直し素案（たた

き台）（案）について 
 

【事務局】 

事務局から説明いたします。 

まず、北海道医療計画の中間見直しについてのア医療計画骨子について資料の３をご覧くだ

さい。 

 これにつきましては、北海道医療計画の中間見直しの全体の構成や見直しのポイントを記

載したものになります。概要につきましては資料３、全体のものにつきましては参考資料３

ということで掲載させていただいておりますが、資料３でご説明させていただきます。 

 現在親会の地域医療専門委員会で書面開催をしておりまして、協議中でございますが、在

宅医療の小委員会の方でも報告させていただきたいと思います。 

 中間見直しに係る道の基本的な考え方（抜粋）ということで、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数値目標及び記載事項の見直し、在宅医療の需要の再推計という

こととさせていただいております。在宅医療のところでございますが、第３章の 12 節在宅医

療の提供体制のところで、見直しのポイントとしましては、国の指針を踏まえ在宅医療の提

供体制の現状を把握するに当たり、新たに追加された指標も参考にして記載を見直す、訪問

口腔衛生指導を受けた患者数ですとか、小児の訪問診療を受けた患者数等、あとは在宅医療

の必要数の再推計を行うということとしております。資料３と参考資料３につきましては以

上とさせていただきます。 

 続きまして、資料４になります。北海道医療計画（在宅医療の提供体制）の中間見直しに

係る指標の追加・見直し（案）についてでございます。 

 スライド２ですが、４つポイントがございまして、まず道における見直しの考え方、２番

目に小児在宅医療提供体制について、３番目に在宅医療歯科医療体制、４に各指標と目標値

ということでご説明させていただきます。 

 スライド３をご覧ください。スライド３につきましては、第１回の書面開催のところでも

掲載させていただいておりますので、説明は割愛させていただきます。  

スライド４の道における見直しの考え方でございますが、国の指針への対応ということで

国通知に記載されております、訪問診療に関する数値目標や在宅医療の整備目標につきまし

ては、現計画において対応済みということになっております。ただし、在宅医療の目標につ

きましては３年で見直しということになっており、R２年度までとしていることから目標値

の再設定と需要の再推計を行うこととしております。２の在宅歯科医療、小児在宅医療に関

する指標等につきましては、必要に応じて、指標の追加等を行うこととさせていただきたい

と思います。  

続いてスライド５になります。北海道医療計画の中間見直しに係る「道における見直しの

考え方」、全体の見直しの考え方を親会の地域医療専門委員会の方で５月 29 日に書面開催で

意見をいただいております。こちらは在宅医療に関するところを抜粋してご記載させていた

だいております。  

意見につきましては、第６章医師など医療従事者の確保、第５節看護職員（地域での就業

促進）に、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に要請していくために、特定行為研修

を地域で受講できるよう、研修体制の整備ついての記載を追加していただきたい。もう一つ
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が、第３章５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築、第 12 節在宅

医療の提供体制（訪問看護の質の向上）に、訪問看護師の資質向上のために、訪問看護ステ

ーションの教育体制の整備についての記載を追加していただきたいということでご意見いた

だいております。  

特定行為研修につきましては、今回の医療計画の中間見直しでは、第３章（５疾病・５事

業を及び在宅医療）を対象としていることから、第６章「医師など医療従事者の確保」への

反映は次期医療計画策定時に検討するということでご回答させていただいております。  

訪問看護ステーションの教育体制の整備についてでございますが、こちらにつきましては

在宅医療小委員会で協議させていただくということでご回答させていただいております。在

宅医療小委員会の案としては、訪問看護の質の向上につきましては、第３章 12 節「在宅医療

の提供体制」のところに「研修の実施等を通じた訪問看護を行う看護職員の確保と質の向上」

として文言が記載されており、地域医療介護総合確保基金を活用した各事業の実施により、

訪問看護師の資質の向上を図っていたところでございます。よって訪問看護師の教育体制に

つきましては、引き続き各種事業の実施により行ってまいります。訪問看護師の資質の向上

ということでご記載しておりますので、訪問看護ステーションと特定して記載はせず、訪問

看護ステーションの人材育成につきましては各種事業によって行っていくということにした

いと考えております。  

 「在宅医療の需要の再推計」に関しては、地域における連携体制の構築に向けて、市町村

が取り組む「在宅医療・介護連携推進事業」の現状と課題を確認しておく必要があるという

ことでございます。こちらの回答につきましては、市町村が取り組む「在宅医療・介護連携

推進事業」の現状と課題につきましては、保険者機能強化推進交付金及び介護保険者努力交

付金に関する評価指標の該当状況調査により取組状況を把握するとともに、21 圏域で設置し

ている多職種連携協議会において、市町村等の取組内容や課題について情報共有を行ってい

るところでございます。また、今年度から実施する北海道在宅医療推進支援センター事業に

より各地域の在宅医療提供体制の整備に係る課題にいて把握していきたいと考えておりま

す。 

 続きましてスライド６でございます。小児の在宅医療提供体制についてですが、スライド

の７になります。まず協議の場についてでございます。北海道医療計画では、「小児在宅医

療の提供体制の確保」というのは第３章第 11 節の「小児医療体制」（小児救急医療を含む。）

の中に指標等を記載しておりまして、計画の評価は地域医療専門委員会の周産期・小児医療

検討委員会で協議を行っているところでございます。「小児在宅医療提供体制の確保」につ

きましては、小児医療との関わりは不可欠でございます。計画の中間見直しに際しましては、

引き続き「小児医療体制」の部分に記載することとし、計画の中間見直しの協議の場につき

ましては、地域医療専門委員会の周産期・小児医療検討委員会で協議していくこととしたい

と思っております。ただ、小児在宅も在宅医療のお話しでございますので「小児在宅医療提

供体制の確保」のためには、在宅療養支援診療所等の関わりも必要でありますから、協議の

状況につきましては、地域医療専門委員会在宅医療小委員会の方でも情報共有をしていきた

いということで考えております。  

下に北海道医療計画の第 11 節の小児医療体制の数値目標等ということで、小児在宅の部分

の抜粋を記載させていただいております。目標値としましては、小児の訪問診療を実施して

いる医療機関のある第二次医療圏数ですとか、小児の訪問看護を実施している訪問看護事業

所のある第二次医療圏数というところで、医療圏域全てにおいて整備するということで 21

ということにさせていただいております。現状値としましては、医療機関は８、訪問看護は

７ということでなかなか進んでいない状況でございます。小児の在宅医療については以上で
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ございます。 

 続きまして、在宅歯科医療提供体制についてご説明をさせていただきたいと思います。ス

ライド 10 をご覧ください。国の在宅医療のワーキングや医療計画の中間見直しに係る検討委

員会の中で、近年、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔の健康と全身の

健康関係について指摘されており、在宅歯科医療をより推進するための指標例を追加しては

どうかということで議論されております。そこで国の指針で示されていた追加指標例として、

訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院数、訪問口腔衛生指導を受けた患者数ですと

か、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、歯科衛生士を

帯同した訪問歯科診療を受けた患者数などを追加してはどうかということで議論されており

ます。  

続きまして、スライドの 11 でございます。現計画の指標ではどのようになっているかとい

うことですが、現計画の指標につきましては、現状値 21 圏域、目標値 21 圏域ということで

現状維持というところでございます。国の指針で示された追加指標の現状値がどうかでござ

いますが、多職種の取組確保というところで訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院

がある第二次医療圏数の現在値は 20 圏域ということで、ない圏域が留萌ということになって

おります。在宅で活動する栄養サポートチームと連携する歯科医療機関がある第二次医療圏

数ですが、これにつきましては 9 圏域、実施している医療機関がある圏域につきましては、

右側にあります圏域が９つあるという状況でございます。訪問口腔衛生指導を受けた患者数、

歯科衛生士を帯同した訪問歯科診療を受けた患者数につきましては、NDB の公表ルールにお

きまして、一部圏域がマスクされているため、全道値が不明という状況でございます。 

 それを踏まえまして、スライド 12 でございます。指標の見直しの方向性でございますが、

現状の「歯科訪問診療を実施している診療所」の目標値につきましては、現状の体制を維持

する観点と他の目標値との関係から、引き続き「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」としたいと考えております。国の新たな指標につきましては、国が示して

いる誤嚥性肺炎の発症予防につながる口腔ケアの視点と、現状の計画本文の「専門的な口腔

ケアの充実」の内容を踏まえますと「訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院がある

第二次医療圏域数」を指標として追加してみてはどうかということで考えております。歯科

のところは訪問口腔衛生指導を受けた患者数ですとか、歯科衛生士を帯同した訪問歯科診療

を受けた患者数のところにつきましては、現状値がデータで分からないというところもあり

ますので、道としましては、「訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院がある第二次

医療圏域数」を指標として加えたいということでございます。栄養サポートチームのところ

につきましては、栄養士の活動は歯科だけではないところがございますので、小委員会の中

で現状ですとか、在宅の医科の先生との連携もありますので、もうちょっと議論を深めて８

次計画に向けて議論を進めながら考えていきたいと考えております。 

 続きましてスライド 13 ですが、各指標と目標値の設定でございます。スライド 14 につき

ましては先ほど医療計画の評価のところで説明させていただきましたので、割愛させていた

だきます。 

 スライドの 15 をご覧ください。こちらは医療計画の中に記載させていただいております各

数字の届出件数、在宅療養支援診療所・病院、訪問看護ステーション、在宅患者調剤加算を

算定している薬局、麻薬免許を有する薬局数などの数字を掲載しております。平成 29 年まで

は前計画のところまで出ていますが、平成 30 年以降の数字を掲載させていただいておりま

す。各数字共に平成 29 年に比べますと、増えている状況でございます。 

 スライド 16 からは、各指標の見直しの考え方をご記載させていただいております。体制整

備につきましては、指標・目標値ということで、国の指針に基づき対応済であることから、
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指標の項目につきましては変更なしとしたいと思っております。目標値につきましては、「訪

問診療を実施している医療機関数（人口 10 万対）」につきまして、在宅医療の需要に基づく

医療機関が必要であることから、引き続き「在宅医療の医療需要の伸び率」から推計するこ

ととしたいと考えております。2 つめの在宅医療の提供体制整備のためには 24 時間対応の在

宅療養支援診療所・病院の整備が必要でございますから、引き続き 21 医療圏域全域での確保

を目標値としたいと考えております。 

 続きまして、スライド 17 をご覧ください。機能ごとの体制等でございます。退院支援を実

施している医療機関、在宅療養後方支援病院のある第二次医療圏数、在宅看取りを実施する

医療機関のある第二次医療圏数でございますが、指標の項目につきましては、国の指針に基

づきそれぞれ対応しておりますから、指標はそのまま変更なしとしたいと考えております。

目標値につきましては、R２年度の目標値が未達でありますから、引き続き第二次医療圏全

域での実施を目指して、目標値としたいと考えております。 

 スライド 18 をご覧ください。多職種の取組の確保でございます。指標の項目につきまして

は、国の指針に基づき、訪問歯科の指標（訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院が

ある第二次医療圏数）を追加したいと考えております。目標値につきましては、R２年度の

目標値が未達のもの、目標値は達成しているが、引き続き体制を維持する必要がある項目に

ついては引き続き第二次医療圏全域での確保を目標値としたいと考えております。 

 最後のスライド 19、実施件数・住民の健康状態のところでございます。現在訪問診療を受

けた患者数［１か月当たり］（人口 10 万対）、在宅死亡率でございますが、これにつきまし

ても、国の指針に基づき北海道としての指標を設定しておりますので、変更なしとしたいと

考えております。目標値につきましては、訪問診療を受けた患者数について、現状の目標値

を全国平均以上としておりましたが、国から提供がある NDB のデータが全国値と全道値が

把握できない状況であるが、毎年評価をしていかななければならないということで、継続的

な現状値の把握が困難であるため、KDB に基づくにデータを現状値としまして、目標値を「訪

問診療を実施している医療機関数」と同様に需要推計の伸び率に基づいて推計していきたい

と考えております。  

在宅死亡率につきましては、現状の考え方、全国値からだいぶ遠い数値でございますので、

平均値を目指し、目標値を達成するよう現状の考え方を変更無しとしたいと考えております。   

指標の考え方につきましては、以上でございます。  

 続きまして、資料５北海道医療計画中間見直し素案新旧対照表ということで、A3 の資料に

なっております。基本的には、国の指針の内容を盛り込み済みでありますので、指標データ

の見直しが主なものということで考えております。左側の中間見直しの空欄のところは、そ

のまま右側のとおりに記載したいと考えております。変更点でございますが、右側の全国的

に実施された高齢者の健康に関する意識調査というのが平成 24 年に実施されておりまして、

計画作成時の最新のものでございましたが、厚労省が平成 29 年に人生の最終段階における医

療に関する意識調査というものを実施しておりまして、一般国民において「人生の最終段階

における、最期を迎えたい場所」として、「末期がんで、食事や呼吸が不自由であるが、痛

みはなく、意識や判断力は健康なときと同様の場合」は 69.2 ％、「重度の心臓病で、身の

回りの手助けが必要であるが、意識や判断力は健康なときと同様の場合」は 70.6％、「認知

症が進行し、身の回りの手助けが必要で、かなり衰弱が進んできた場合」は 63.5％の人が自

宅で最期を迎えたいと希望しているというようなご記載に変更させていただきたいと考えて

おります。  

在宅医療の死亡の割合につきましては、全国のデータが更新しておりますので、更新した

いと考えております。  
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続きまして資料の２ページでございます。グラフにつきましては、都道府県の在宅死亡率

の状況のデータが公表されておりますので、それに基づいたグラフの変更をさせていただき

たいと考えております。データの下の段になりますが、在宅医療サービスの提供状況でござ

いますが、これもデータの更新がされておりますので、それに基づいて数字の置き換えをさ

せていただきたいと思います。  

診療所において大きく差が生じていますというところにつきましては、データを更新した

状況でも変わらない状況でございます。また、病院では 62.7％、診療所では 27.2％、歯科診

療所では 21.8％が在宅サービスを実施していますが、全国平均は 63.3％、診療所 35.7％、歯

科診療所は 21.8％となっており、診療所が全国平均を大きく下回っている状況には変わりな

いという状況でございます。それにつきましてグラフも載せておりますので、グラフも更新

するということで考えております。  

続きまして、３ページ目でございます。訪問診療実施状況の人口１万人対の数字でござい

ますが、これもデータ更新をしておりますので、グラフの変更をさせていただきたいと思っ

ております。グラフの下の段になりますが、人生の最終段階も含め 24 時間体制で患者の急変

時に対応できる在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の数字につきましては、新しいも

のに置き換えさせていただこうかと考えております。前回と比べますと、全体の札幌の割合

が若干ではございますが下がっているところでございます。在宅療養支援診療所届出数です

とか在宅療養支援病院の届出数につきましては、データを更新させていただきたいと考えて

おります。 

 続きまして、４ページでございます。訪問看護ステーションのサテライト事業所も含む数

でございますが、こちらにつきましてもデータを更新させていただきたいと思っております。

179 市町村のうち 60 市町村が、訪問看護ステーションが設置されていないという状況でござ

います。訪問看護ステーションは増えておりますが、ない市町村につきましては、それほど

変わらないという状況になっております。  

次に在宅患者への訪問による薬剤管理指導を実施している薬局数でございますが、これに

つきましてもデータを更新させていただいております。年々増加しているところにつきまし

ては変わらない状況でございます。  

次のがんなどの疼痛緩和に必要な医療用麻薬の調剤や患者宅での保管管理・廃棄等の指導

に対応できる麻薬免許を有する薬局数につきましては、こちらのデータを更新させていただ

きたいと思っております。データにつきましては、年々増加傾向にあるということでござい

ます。２の課題のところでございますが、こちらにつきましては、中間見直しについて、今

年度見直しを行いますので削除ということで考えております。 

 続きまして、５ページ目ご覧ください。需要推計の更新につきましては、再推計というこ

とになっておりますので、後ほど資料６で説明をさせていただきますが、改めて再推計が必

要でございますので更新後にこちらの表も更新させていただきたいと考えております。 

 続きまして、６ページ目です。在宅医療を担う医療機関等の充実、緩和ケア、在宅栄養指

導ですとか口腔ケア、訪問看護の質の向上、訪問看護薬剤管理指導、道民に対する在宅医療

の理解の促進、災害を見据えた在宅医療の提供体制の構築におきましては、こちらの文言に

つきましては基本的には今回指針に基づいた指標の見直しということが中心でございますの

で、こちらの文言で十分対応可能だと思っておりますので、このまま文言につきましては現

状維持ということで考えております。 

 ７ページをご覧ください。必要な医療機能でございますが、円滑な在宅医療移行に向けて

の退院支援が可能な体制、日常の療養支援が可能な体制、急変時の対応、看取りが可能な体

制につきましては、そのまま据え置きということにさせていただきたいと思っております。
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４の数値目標につきましては、これから皆様にご意見をいただいた上で、指標の項目ですと

か目標値が決定後、こちらを更新させていただきたいと考えております。 

 次に８ページ、数値目標等を達成するために必要な施策、地域における連携体制の構築で

すとか、９ページになってしまいますが、在宅医療を担う医療機関の整備、緩和ケア体制の

整備、在宅栄養指導、口腔ケア体制の充実、訪問看護の質の向上、訪問薬剤管理指導の推進、

道民に対する普及啓発、災害につきましてはこちらの文言のまま記載をさせていただきたい

と考えております。  

以下 10 ページでございますが、医療圏の設定ですとか、歯科医療機関の役割、11 ページ

の薬局の役割、訪問看護ステーションの役割ということでご記載をさせていただいておりま

すが、こちらの役割につきましては変更がないと思いますので、このまま引き継いで変更な

しということにしたいと考えております。北海度医療計画の中間見直しのア~ウにつきまし

ては以上です。                                                                  

 

【委員長】 

ありがとうございます。質問ご意見は一つ一つお聞きしていきますのでよろしくお願いし

ます。  

まず、アの医療計画骨子については報告事項になりますが、ご質問やご意見はありますで

しょうか。  

ありませんか、では次にイの指標の追加・見直し（案）について、ありますでしょうか。 

 

【○○委員】 

 まず一つ確認したいのですけども、資料４のスライド 10 のところで、医療計画の見直しに

向けた国の動きの中で、２の在宅歯科医療の提供体制について、近年、口腔ケア（口腔健康

管理）が誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔の健康と全身の健康関係について指摘

されており、在宅歯科医療をより推進するための指標例を追加してはどうかとありますけど、

これは道がこういう指標を示したということでしょうか、それとも国からおりてきたという

ことでしょうか。 

 

【事務局】 

  これにつきましては、国の計画の見直しの考え方を議論するワーキンググループや検討会

の中でこのようなご意見が出ていたということです。 

 

【○○委員】 

ありがとうございます。この件に関しては、ずっと何年も前から我々歯科医師会が対外的

にアピールしてきたことなのですけど、ようやくですね。国から指針がでてくるということ

は、とてもうれしく思います。  

これに基づいて指針の見直しということなのですけれども、次のページの 11 のスライド

で、現状の医療計画に入っている歯科に関する指標では、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が、現状目標値が 21 に対して達成しているのですね。21/21 でこれ

は現状維持をそのまま続けるということでそのままでよろしいと思います。  

先ほど事務局から説明のあった、国の指針で示された追加指標の現状値の状況というとこ

ろで、訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院がある第二次医療圏域数を加えたらど

うかということでした。現在値が 20 であと１つ達成すれば、目標達成になるのですよね。目

標達成間近の数値ということで、入れるのは構わないと思います。ただ、在宅で活動する栄



15 

 

養サポートチームと連携する歯科医療機関がある第二次医療圏数の現状値が９です。21 圏域

あるうちの９しかまだ達成していません。最終的に我々が目指すところは、在宅も含めて最

後まで口から食べて人生全うしていただく、それを支援するのが我々の役目だと思っていま

す。そういう意味で、NST（栄養サポートチーム）への我々の支援というのはとても大事な

部分と認識しております。 

NST に関して、切っても切り離せないのが摂食嚥下リハビリテーションに関する部分だと

思っています。摂食嚥下リハビリテーションに関しては、ST（言語聴覚士）の方々がエキス

パートだと思っているので、この前懇談をもったのです。我々と ST の方々が協力して何が

できるかという話し合いをしたのですが、どうもかみ合いませんでした。なぜかなと思って

色々突き詰めていくと、ST の方と我々が何かをやろうと思っても、ほとんどボランティアみ

たいな形になる。なぜなら、診療報酬の中に評価がないのです。何かを行動を起こして、ボ

ランティアもとても大事ですけど、実際こういう場で活動するときには、やはりそれに見合

った診療報酬がないと推進力にならないような、そういう実感を持ちました。  

現状の診療報酬の中に全く点数がないわけではないのですよね。我々が NST に協力して計

画を立てて指導した場合に、設定されている点数が１か月に 80 点という点数です。我々が全

然評価されていないというか、ST の方々と懇談をもった時にも思ったのが、末端の北海道の

こういうところでですね、自分たちと ST の方が話してもその部分に関しては、もっと根本

的な国のマターなので、どうもなんか力不足というか無力感を感じたというのが現状です。

どうにかならないものかと思っていますが、最終的にはこの NST に深くかかわって、最後ま

で口から食べられる支援をするというのが我々の目的なので、この現在値９のところを 21

にもっていけるような動きがほしいなと感じます。 

 

【委員長】 

ありがとうございます。そもそも全圏域に在宅で活躍する NST はあるのですか。歯科医は

いるけどそういうチーム自体がなければ協力しようがないと思います。 

 

【○○委員】 

たまたま室蘭で、北海道栄養士会でこの事業をやっている方がいらっしゃって、我々の診

療所とたまたま提携しているので、色々な情報をもらえるのですけども、北海道栄養士会さ

んの方でもこういった在宅の拠点のステーションを作って、各地域に設置をしていこうとい

う事業を一昨年くらいから始めたということころで、まだまだそういう状況になっていない

ようです。  

栄養士さんはやはり病院で活動されているのがほとんどですので、在宅でやるとなると、

どれぐらい需要があるのかと、そういった形で働いて生計を成り立たせるくらいの件数があ

るのかとかですね、なかなか難しいところがあるようで、北海道栄養士会さんも努力はされ

ているようですけども、たぶん栄養士側の問題が大きいかなという感じはしていました。  

 

【委員長】 

その他にありますでしょうか。○○委員どうぞ。 

 

【○○委員】 

資料４のスライドの７、８のところになります。小児在宅は、非常に薬に関する問題が多

くありまして、よく一般的に言われているのが、小児に適応な治験がなかなかできないとい

うことで、小児に適応のある薬剤がなかなか使えないことです。  
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結果成人の錠剤を粉砕することや、カプセルを変えて出す脱カプセルといった、結構手間

がかかる手技が多くなっていて、その結果すごく薬の量が膨大になってしまうことがありま

す。一説には実際に在宅で使われている中で、小児に適応がある薬は３、４割くらいという

ような話もあります。よって、薬局の場でも負担ですが、実は保護者の方が処方箋で薬局に

行っても、ものすごく時間がかかり、30 分、40 分当たり前で時間がかかるということになっ

ているため、そのあたりを改善するためにも、薬局の薬剤師が直接在宅をやっているところ

に訪問して、薬をセットしていくことが重要な部分にと思っております。  

今後この委員会でも小児在宅について検討していただけるということであれば、スライド

８のところに、訪問診療を実施している医療機関と訪問看護ということで２つは出ているの

ですが、薬局の数値がないということで、一つ提案ですが、薬局の場合は、前々回の改定か

ら在宅における乳幼児加算、６歳未満限定ですが、乳幼児の方への在宅を薬局がやった場合

は加算がつくというふうになっている点数がありますので、それを NDB か何かで圏域ごとで

在宅の加算をとっている薬局が各二次医療圏でどのぐらいあるのか。おそらくこの２年間で

少しずつ増えていると思いますので、そういったものも指標で出していただけると薬局の小

児在宅の提供体制みたいなものも指標として見えてくるのかなと思います。もし可能であれ

ばそういった数値も出していただけると助かりますし、保護者の方もそういった提供体制が

ある方が必ずいいと思いますので、そのあたりもご検討いただきたいと思います。 

 

【委員長】 

○○委員どうぞ。 

 

【○○委員】 

資料４の 19 ページ目、資料５の 1 ページを併せてご覧ください。まず資料４の 19 ページ

ですが在宅死亡率というようになっております。右の現状値では死亡の場所が、自宅と老人

ホームとなっています。在宅死亡率はおそらく自宅と老人ホームを合わせた数だと思います

が、老人ホームの定義があやふやだと思います。 

資料５の１ページ、中間見直し（案）の左のページの赤字の最後、「自宅で最期」となっ

ております。その下は「本道では在宅等」になっています。右のページにいくと、１現状の

二つ目の丸のところは、自宅等となっています。上の方では自宅等と説明されています。と

いうことで、自宅、自宅等、在宅等が混じり合って出てくると混乱するので、どこかで統一

していただきたいのと、定義づけもしっかりしてもらいたいと思います。 

今回の場合、在宅死亡率というのは、自宅と老人ホームということをきちっとどこかに書

くとか、例えば資料５でせっかく自宅での死亡率が書いてあるのであれば、在宅等よりも自

宅の死亡率を書いた方が分かりやすいと思います。そのあたり事務局で、整理して出してい

ただきたいと思います。 

 

【事務局】 

  ご意見いただきましたので、言葉の整理等をさせていただきたいと思います。 

 

【委員長】 

○○委員どうぞ。 

 

【○○委員】 

北海道医療計画の第３章第 12 節の進捗率について、在宅療養後方支援病院のある第二次医
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療圏数が目標に対して 47％、機能強化型の在宅療養支援診療所又は病院については 57％、こ

れは北海道の特徴なのでしょうか。それとも全国的に比べられるような指標があるのでしょ

うか。 

 

【事務局】 

  在宅療養後方支援病院の全国的なデータを手元に持ち合わせていませんが、全国的な数字

は出ていると思いますので、確認をさせていただき、整理をさせていただきたいと思います。 

 

【○○委員】 

指標として、北海道に特徴的なのか、あるいは全国的にみてもそれぐらいになるのか教え

ていただければと思います。目安となると思いますのでよろしくお願いします。 

 

【委員長】 

先ほどの○○委員の件ですが、老健も自宅等になるのでしょうか。老健で看取り等をやっ

ても自宅等ではないのでしょうか。 

 

【事務局】 

老健は入らないです。  

 

【委員長】 

わかりました。 

質問ですが、NDB が一部公表されないというのは、なぜそのような公表ルールで公表され

ないのですか。 

 

【事務局】 

基本的に NDB は市町村単位で情報提供があります。市町村単位で少ない数字の場合はアス

タリスクといって医療機関の場合３以下になるのですが、逆算してくと２次医療圏の数字も

出てきます。例えば８市町村ぐらいしかなく、７市町村の数字がでていて、１市町村だけア

スタリスクがついていると、２次医療圏の数字を出すと逆算して数字が見えてしまうとか、

そういったものあるようです。 

それでアスタリスクが色々なところについているのですが、そうすると全道値も出ないと

いう状況です。先ほど副委員長からお話がありましたけども、やはりそういった数字をきち

っと出してくれないと、なかなか各都道府県を含めて現状値がどうなのか足元がどうなのか

というのと、毎年の評価という意味でなかなか厳しいということで、なんとか数字を出して

いただけないか国に要望を出しているところでございます。 

 

【委員長】 

訪問診療について、札幌では訪問診療は非常に経済的にいいということでどんどんやって

いるところもあるのだけど、訪問歯科診療というのはそういうことは無いのでしょうか。 

 

【○○委員】 

ありますが、開業医が訪問しようと思うと、自分が行くことになると昼休みに行くとか、

診療終わって夜に行くとか現実としては、そうなのです。行けば経済的には成り立つので、

訪問を専門にやっている方もいます。ただ、やはり訪問歯科衛生指導で先ほどお話しました
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けれども、衛生士が足りないのでなかなか日中衛生士を派遣して衛生指導をさせることが

中々現状難しいです。 

 

【○○委員】 

資料４のスライド８、先ほど小児の在宅医療が話題になりましたけども、小児訪問診療は

なかなか数字的に伸びてないなと感じるのですが、医療機関はまず７が８になって目標値は

21 いう形になっているのですが、このときは NDB で算定しているときの根拠というか、何

を見て数値を出しているのか教えていただきたい。 

 

【事務局】 

NDB のデータ上では、15 歳未満在宅患者訪問診療料を算定した医療機関数ということに

なっております。 

 

【○○委員】 

病院から往診や訪問診療みたいな形で小児のお宅に行っている小児科の先生の活動という

のは入っていないのでしょうか。 

 

 【事務局】 

  病院も入っています。 

 

【○○委員】 

わかりました。であれば了解です。病院から行かれているケースも結構多いので、それが

入っているかどうか気になりました。 

 

【委員長】 

他に意見を持っている方いませんか。 

 

【○○委員】 

訪問看護ステーションの指標になりますが、平成 27 年の時から、北渡島檜山と北空知には

ないということで、今までずっと 19 カ所で 21 を目指すところで、それはそれでよろしいの

かと思います。  

ずっと変わらない状態が続いてきている状況がございまして、そういう中で訪問看護ステ

ーションが増えない地域に対してどのような取り組みをするかというところで、具体的な方

策が示されているところですが、訪問看護ステージョンの数としては増えてきているけれど

も、実際稼働できている数というのが指定の状況と稼働の状況って若干ずれがあるのではな

いかなというところがあります。そこはなぜかというとところの詳細な分析が必要になって

くるのかなというところと、実際訪問看護ステーションは 3.5 人くらいで運営してはいくの

かなというところはあるのですけれども、北海道の場合５人未満のステージョンがとても多

くてなかなか大規模化していかないというところで、経営の基盤が不安定なところが多いと

いうふうにお聞きしている状況であります。  

訪問看護師さんの年齢も 50 歳以上の方が半数を占めるような状況がありまして、なかなか

若い人が就業しづらい場所なのかなというところでもあります。そういう状況の中で 24 時間

のステーションをどうやって増やしていくのかというふうに考えた時に、多分これからの看

護師の確保の状況をみても若い人を引き込まないと、新卒の看護師とか 20 代、30 代の若い
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看護師さん達をなんとか就業に結び付けるような体制をとらないと、中々そこの数が増えて

いかないことが想定されていて、そのために、教育的な体制整備はすごく重要と思っていま

す。  

そこを何かの事業を使って単純にやるということではなく、訪問看護ステーションをきち

んと大規模化するなり、新卒の看護師さんを確保するなりというところを丁寧にやらないと

なかなか難しい状況じゃないかなと感じているところです。そこら辺は道の考え方として整

理されているので、検討いただけるのかと思います。  

もし方策として 19 の数を 21 に増やすといったところで、どうされるのか見込みみたいな

ものがございましたら、ご意見いただければと思います。 

 

【事務局】 

  地域医療課では、在宅医療提供体制強化事業で訪問看護ステーションが不足している市町

村の運営費の補助を実施しており、市町村によっては事業を活用されて訪問看護ステーショ

ンをやられているところもございます。 

 

【○○委員】 

 多分道の事業だと思うのですけれど、北海道看護協会さんがされている訪問看護ステーシ

ョンと病院の看護師さんを交換して、実際に病院の若いナースに訪問看護ステーションで働

いていただき、また戻るという事業をされているというので私も評価委員に入らせていただ

いているのですが、そういった形で現場を見ることがないと全く想像ができない、病院の中

でずっと看護をやっていても見えてきませんので、そういう事業を結構丁寧に各地で進めて

いくということが一つの突破口なのかなと個人的には考えていました。 

 

【○○委員】 

  出向支援事業という形で、6 施設 11 人ぐらいの方に使っていただいて、やっているところ

ではあるのですけども、経営基盤のところでは小規模なところというのがなかなか浮かび上

がってこないというところで、やはり運営費補助とか手厚くしていただければありがたいと 

思ったところです。 

 

【委員長】 

最後の素案（たたき台）（案）について、どなたかご質問、ご意見ありませんか。大体数

字の見直しだけのような感じでもあるのですけども、意見やご質問ありませんか。なければ、

議題（４）のエ「在宅医療（訪問診療）の需要の推計方法（案）について」事務局より説明

をお願いします。 

 

議題（４）のエ「在宅医療（訪問診療）の需要の推計方法（案）に

ついて」 
 

【事務局】 

 続きまして、資料６在宅医療（訪問診療）の需要推計の方法につきまして、ご説明させて

いただきます。２つテーマがございます。在宅医療の需要の推計の考え方をご説明させてい

ただいた後に医療計画の中間見直しにおける在宅医療（訪問診療）の需要の再推計方法につ

いて、ご議論いただきたいと思います。 
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 まず、スライドの３をご覧ください。在宅医療の整備目標の設定プロセスということで

2025 年に向けて在宅医療の需要は、「高齢化の進展」や「地域医療構想による病床の機能分

化・連携」に伴い、大きく増加することが見込まれております。スライド３の黄色の部分と

矢印の部分が高齢化の影響による増額見込みで、全国で 2025 年に約 100 万人、北海道におき

ましては、42,766 人見込まれています。上の病床の機能分化・連携に伴い生じる介護施設や

在宅医療等の新たなサービス必要量につきましては、全国におきましては約 30 万人、道内に

おいては 23,461 人が見込まれています。 

 続きまして、在宅医療の需要の考え方は、下の高齢化の影響と病床の機能分化によって増

えていくというところでございます。スライド５をご覧ください。スライド３の上の山のと

ころがどういう内訳かというと、療養病床の中で医療区分の 70％、地域差解消分と一般病床

で C３未満のところが在宅医療と介護の需要になるのではないかということで国の考えで示

されております。三角のところの①と②の部分が介護医療院、老健、特別養護老人ホームの

介護施設、③の部分が在宅医療部分になります。 

 次に、この内訳をどう考えていくかということですが、介護施設の部分は医療療養病床及

び介護療養病床の将来の転換意向調査をやっておりますので、それを活用しましょうという

ことで国から示されております。②、③の在宅と介護のところをどう分けるかというところ

でございますが、各種データを用いて按分比を出して、在宅医療の部分を出してくださいと

いうことで考えが示されております。この考えに基づいて、計画を作成した時のフローがス

ライドの８になります。 

 平成 25 年の時に、療養病床入院患者数医療区分１の 70％、地域差の解消、一般病床で C

３基準未満の患者数ということで、平成 37 年（令和７年）ですが、新たなサービス必要量を

国が単純推計したのが 23,461 人で、その内、医療区分１の 70％と地域差の解消分を合わせ

て 16,731 人となっております。平成 29 年度療養病床がある医療機関への転換意向調査によ

り介護医療院等に転換するのが 2,778.3 人で、その残りの 3,957 人を在宅と介護で按分すると

いうような状況で作成しておりました。ここの按分比をどのように出したのかといいますと、

当時は病床機能報告で出てきた在宅医療を必要とする患者数と介護施設に出ていく割合を計

算しまして、40.5％と 59.5％ということで分けさせていただいて、平成 37 年（令和 7 年）は

8,302 人と計算をさせていただいたところでございます。 

 続きまして、スライド９以降でございます。今までは平成 29 年度の計画はどういうふうに

考えていたかというところですが、スライド９は医療計画の中間見直しにおける在宅医療の

需要の再推計方法でございます。スライド 10 に移りまして在宅医療の需要の再推計につい

て、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

宅医療の体制整備の状況などを踏まえまして、中間年の見直しにおいて再推計することとさ

れております。同じく今年度、第８期介護保険事業計画の策定作業が進められていますから、

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の需要の再推計を行うことにな

っています。  

２の在宅医療の需要の再推計方法につきましては、在宅医療の新たなサービス必要量は、

国から示された令和７年の機械的試算を基に推計された、訪問診療、介護施設で対応する需

要 16,731 人分についての在宅医療の需要分を再推計します。在宅医療の需要の再推計につき

ましては、高齢化の影響による増加見込みは、スライド３の黄色のところと青の矢印のとこ

ろがすでに決定しております。上の右上に流れていく山の部分の新たなサービス必要量を今

回再推計する必要があります。 

 スライド 11 をご覧ください。平成 29 年度に作ったものに今年度の内容を適用しますと、

療養病床から介護医療院等へ移行によるものは現在調査中ということで、介護医療院等への
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意向を除いた部分の介護施設と在宅医療の割合について、どのように按分していくか今回議

論をしていただきたいところでございます。 

 スライド 13 をご覧ください。按分方法につきまして、選択肢としては３つございまして、

患者調査の活用、国保データベースの活用、病床機能報告の活用が挙げられます。  

患者調査につきましては、３年に一度９月の一か月分だけを抜き出して、そこで推計値を

出している状況でございます。国保データベースにつきましては、医療療養病床の区分１の

退院患者に限定した集計が可能である、サービスごとの利用量を把握できる。あとは、国保・

後期高齢者の以外の被保険者は把握できないというデメリットはあります。病床機能報告の

活用につきましては、全医療機関の調査であり、毎年調査をされているということです。ま

た、退院後に在宅医療の提供を受ける予定の患者数を把握できるということでございます。

ただ、デメリットとしましては、医療区分１に限定されているものではないということと、

退院した後にどのサービスを使うかということの利用量は分からないところでございます。  

国の資料がスライド 14 についておりますが、細かい部分を見ますと、医療区分１の退院患

者に限定した集計が可能ということと、サービスごとの利用料を把握できるということで

KDB が優れているのではないかということが示されております。 

 続きましてスライド 15 でございます。病床機能報告の結果はどうなのかですが、平成 30

年度の病床機能報告の結果を整理させていただくと、介護施設の方に行く場合は 41.5％、退

院後１か月以内に在宅医療を使う予定であるというのが 58.5％ということであります。質問

事項が「在宅医療を必要するか否かについてのご判断の上、退院後１か月以内に在宅医療の

実施予定について記載してください」ということでこの数字が出ております。これにつきま

しては前回 29 年度の作成した病床機能報告を活用させていただいた割合と差がないという

状況でございます。  

KDB における在宅医療患者に係る移行状況ということで、療養病棟及び療養病棟（医療区

分１）の患者における在宅医療を受ける患者と介護施設を利用する患者の割合を出している

状況であります。KDB の留意事項につきましては、国保・後期高齢者以外の被保険者は把握

できないですとか、レセプトが電子化されていないものは把握できないことになっておりま

す。 

 スライド 19 に移りますが、KDB を使った場合の割合はどれくらいなのかということです

が、訪問診療を受ける割合が 16.9％、介護施設サービスを受けた方が 83.1％ということで、

病床機能報告と全然違うような数字になっております。1 対 4.9 くらいの割合で介護施設に

入っている人の方が多いという状況でございます。 

 スライド 20 になりますが、ここで KDB を使うか病床機能報告を使うかというところの議

論ですけども、KDB のデータにつきましては、療養病床の区分 1 の退院患者のサービス利用

状況を表しているが、過去の訪問診療と介護の利用割合でありまして、在宅医療の提供体制

が不十分な地域では、ニーズに基づいた訪問診療を受けられていない可能性があるのではな

いか。ニーズに基づいたというよりは、どちらかといえば現状の在宅医療の提供体制がない

がゆえに施設に入っている方というのも含まれるのではないかということです。病床機能報

告では、療養病床から退院した患者の退院後の在宅医療を必要とする患者数を表しているこ

とから、在宅医療のニーズを表しているのではないかということで考えております。在宅医

療の需要の推計を行う上では、現状の在宅医療の提供体制における、利用状況ではなく、在

宅医療のニーズと見込まれるものを反映させる必要があるのではないかと考えておりまし

て、今後特段国から KDB を使うよう指示がない限りは、現計画と同様に、病床機能報告の

データを活用することが良いのではないかということで考えております。この資料につきま

してご説明は以上とさせていただきます。 
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【委員長】 

 ただいま、事務局から説明のあった議題（４）のエ「在宅医療（訪問診療）の需要の推計

方法（案）について」ご意見やご質問はありませんでしょうか。 

 

【○○委員】 

医療圏ごとでつくるのですよね。 

 

【事務局】 

 全体数字としては、まずどういう割り振りで考えるかというのを決めた上でそれに基づい

て圏域ごとに分けていくというような形になります。 

 

【○○委員】 

 否定的な意見で申し訳ないのですが、北海道をよく見ると札幌のような色々なサービスが

あるところと、医療圏によってはほとんどないところでは全く違うので、それを分けて出し

て、例えばほとんどサービスのない医療圏で在宅医療をやろうと思って、無理やりあてはめ

ても意味がないと思います。そのあたりは、北海道全体ではつくりやすいと思いますが、単

純に機械的に振り分けてもまたできなかったとなるだけなので、なにか工夫した方がいいの

ではないかなと思います。 

最初に北海道全体としてどのように出すかというのは、説明にあった例えば国保データベ

ース等でも結論が出せると思いますが、国が言う通り圏域に機械的に当てはめるのではなく

て、北海道独自で地域のサービス量等の実情を見ながら変更して出すということができない

のかなと個人的に思っております。 

 

【委員長】 

 ありがとうございます。札幌とか旭川、函館とかは 4 対 6 でいいかもしれないけど、他の

ところは 1 対 9 で、地域によって違うのではないかと思います。それを人口割りでベタにし

てしまうか、地域ごとに分けて考えるかという、何か基準がいるのではないかと僕は思いま

す。 

 

【○○委員】 

 おっしゃる通りで、圏域で相当実状が違うということがありますので、難しいと思います。

ただ、確認をしたいのですが高齢化で増えていく分と、移行することで増える分とで分けて

議論をしていて、高齢化で増える分に関しては、別の形で機械的に数字が割り振られるとい

うことですか。 

 

【事務局】 

 高齢化の影響につきましては、国が機械的に出しているところでございますので、そこは

自動的に決まってしまうという状況でございます。 

 

【○○委員】 

そもそもの在宅の患者数が 3 ページのところに高齢化の影響による増加の見込みと、病床

の機能分化・連携に伴い生じる増加の見込みで、今の議論は上の 30 万人だけの議論をしてい

るということがあるので、西澤委員のご指摘のあった 100 万と 30 万足して 130 万全体の数字
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の議論になってくるというのがありましたので、今回の議論というよりはもっと大きな議論

になるのかなと個人的には思いました。 

 ですから 30 万だけを圏域ごとに細かく、移行はどうだ、こうだというのをやるのはかなり

大変な話になるので、どちらかというと 130 万の増加をどう吸収するかということを圏域で

どう考えるかという議論に、その次のステップで考えたらいいのかなと思いながら聞いてい

ました。 

 

【事務局】 

 その当たりの大きな議論につきましては、中間見直しというよりは、これからまた国から

改めて示されれば別ですが、8 次計画に向けて議論していくというような、国に提案も含め

て議論していく必要があると考えております。副委員長がおっしゃられたとおり、上の全体

的な考え方というよりは転換の部分の割り振りをどうしようかということですので、西澤先

生がおっしゃられたとおりで全体的な考え方というのは、そもそも論の視点いうところがあ

ると思います。 

 

【委員長】  

○○委員ご意見ありませんか。 

 

【○○委員】 

今の話を聞いていて、地域的に都市部とどんどん離れていくと過疎で高齢化率が 50％超え

ているところもあるし、施策としては全体で考えていかなければならないと思っております。 

受ける側の患者さんの意識が随分これから変わってくるのだろうなと思います。そうする

とこれから計画を立てていくことと、かい離していく懸念があるのかなと思いながら聞いて

いました。いずれにしても北海道は都市部に人口が集中して来ている中で在宅医療は大事な

部分だと思います。 

 

【委員長】  

ありがとうございます。  

今日は皆様から意見をいただくということでよろしいですか。  

 

【事務局】 

事務局としましては、需要推計を考えるにあたって、現状の体制の介護にはたくさん行く

という考え方をするよりは、需要なので前向きな数字を出していく方がいいのではないかと

考えております。  

病床機能報告につきましては、医療区分１ではないですが、病院を出るときはこれぐらい

の在宅医療を必要とする患者がいるというか出ていますので、そこがニーズなのではないか

と考えております。KDB はあくまで実績なので、どうなのかなということで皆さんからご意

見をいただきたく思っております。 

 

【委員長】 

目標ということからいうと、病床機能報告のデータを活用することでどうかなとい

うことですが、どうでしょうか。  

 

【○○委員】  
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医療計画というものがどういうものなのかという議論になると思いますが、他のところの

目標も 21 圏域という形で設定をしたいです。現実的には無理だから 12 圏域でいいとはでき

ないし、やはりあらゆる地域で在宅を希望される方が選べるようにというのが、今回の趣旨

だと思います。皆様が在宅というのは現実中々難しい。計画のトーンの流れの中で考えると、

今回は希望というところで設定するのが一貫性のある計画書になるのかなと思います。ここ

だけは過去の実績だけですという形になると、他はどうなるのという話になりますので、そ

ういう意味では一貫性を持たせた方がいいと思います。  

 

【委員長】  

○○委員ご意見ないでしょうか。 

 

【○○委員】 

資料 5 の 3 ページのグラフですが、人口 1 万対の訪問診療実施状況で、日高とか留萌とか

多いですよね。これはただそこで訪問診療されている先生、している医療機関が何件かある

と考えてよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

 留萌・日高につきましては、積極的にやられている医療機関・先生がいらっしゃる状況で

ございます。 

 ここにつきましては、在宅医療推進支援センター事業でヒアリングを行い、どう一生懸命

やっているのか、なぜこんなに数字がいいのかというところを実際に行ってお話を聞いて、

それを在宅医療小委員会で報告させていただいて、皆様にご意見伺いながら次の施策を考え

ていく必要あると考えております。 

 

【○○委員】 

そういう地域がどうしていいのかというのは、他の地域の参考になると考えていたもので

すから。まだ、しっかりとは把握はされていないということですね。これからそれをやって

いこうということですね。よろしくお願いします。 

 

【委員長】  

では、そろそろお時間にもなってきましたので議題（４）エについてはこの辺にしたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 最後に、その他として、事務局から何かありましたらお願いします。  

 

【事務局】  

特に事務局の方からはございません。  

 

【委員長】  

それでは以上で本日の議事をすべて終了いたしました。  

事務局から次回の開催案内をお願いいたします。  

 

【事務局】  

皆さま長時間にわたりまして、ありがとうございました。  

次回の小委員会の開催日程につきましては、また目途が立ち次第ご連絡させていただきた
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いと思います。よろしくお願いいたします。  

 

【委員長】  

それでは、地域医療専門委員会在宅医療小委員会を閉会いたします。  

本日はご協力ありがとうございました。  


