
北海道の在宅医療の現状
（地域の状況）

資料４

令和3年（2021年）1月22日（金）
北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課
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日高（地域単位）の状況①（在宅医療提供体制）
市町村：浦河町、様似町、えりも町、日高町、平取町、新冠町、新ひだか町

在宅患者訪問診療料を算定(H30年度）

在支診
在支病

左記
以外

合計
在宅医療機関
（人口10万対）

（全道15.1）

患者数【月平均】
（人口10万人対）

（全道516.3)

4 14 18 26.5 805.6

人口：67,908人（65歳以上22,283人)（高齢化率32.8%)

在支診・病 左記以外

A医療機関【浦河町】78.7（同建物外26.6 同建物52.0)
B医療機関【新ひだか町】81.7（同建物外28.4同建物 53.3)
C医療機関【日高町】48.0（同建物外29.2 同一建物18.8)
D医療機関【新ひだか町】46.7（同建物外26.5 同一建物20.2)

E医療機関【新ひだか町】65.1（同建物外6.8 同建物58.3)
F医療機関【浦河町】63.7(同建物外36.3 同建物27.4)
G医療機関【浦河町】55.8（同建物外3.3同建物52.5)
H医療機関【平取町】30.2（同建物外17.2 同建物13.0)
I医療機関【日高町】10.2（同建物外10.2同建物0)

H30年度在宅患者訪問診療料（KDB）算定上位５医療機関（（ ）内は月平均患者数）

在宅療養後方支援病院(R2.4.30) 総合病院浦河赤十字病院【浦河町】

訪問看護ST（介護）

事業所数（H30.4.30) 利用者数【月平均】
（65歳以上人口１万人対）

（全道18.3)メイン サブ 65歳以上人口１万人対
（全道3.45）

7 1 25.1 11.3 様似町

えりも町

浦河町

新ひだか町
新冠町

日高町

日高町

平取町

平取町－えりも町 約130km
浦河町－新ひだか町 約42km
日高町ー新ひだか町 約33km
浦河町－苫小牧市 約127km

Ａ

B

D

C

E

F
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H

I

※掲載外の訪問診療実施医療機関は

二次医療圏：日高
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日高（地域単位）の状況②（訪問診療実施医療機関の体制・患者数が多い理由）

1 訪問診療実施医療機関が多く、後方ベットが確保されている。
○浦河保健所管内（H30KDBデータ 訪問診療実施医療機関 浦河町4、様似町1、えりも町1）

在支診の「A医療機関」（在宅担当医は１名）は午前中は外来、午後は訪問と積極的に訪問診療を実施、看取り等も対応。
「F医療機関」は精神科を中心に訪問診療を実施し、患者の看取りも対応し、様似町、えりも町にも訪問診
療を実施している。G医療機関希望者があれば対応している状況。現在は浦河町の１医療機関や様似町の医療機関も実施している。

○静内保健所管内（H30KDBデータ訪問診療実施医療機関 日高町3、平取町1、新冠町1、新ひだか町7）
訪問診療を実施している医療機関が多数有り。新ひだか町内の後方ベット機関は「新ひだか町立静内病院」、「日高徳州会病

院」などのほか「新冠町立病院」などとも連携。苫小牧市など都市部に入院した患者が地域に戻ってくる際、一度「新ひだか町
静内病院」に戻してそれから在宅に繋げている。

※保健所からのヒアリングや医療機関へのヒアリング情報から記載したもの。

2 医療と介護等関係機関の連携がある。

3 課題

4 今後の在宅医療推進のためには

○訪問看護や訪問介護事業所を積極的に活用。
○在宅医療・介護連携事業が積極的に行われている自治体もある（顔の見える関係性づくりが行わている。）
○一部自治体によっては情報共有にＩＣＴツールを導入。
○保健所の多職種連携協議会で実施している研修会なども参加者多数。

○各医療機関1人体制で訪問診療を実施している機関が多く、医師が高齢化している医療機関もあり、今後の地域の在宅医療の担い
手確保が課題

○訪問看護事業所及び訪問介護事業所のヘルパーの人材不足で老々介護が必要な場合など自宅に戻せない場合がある。
○医療機関関係者・住民の在宅医療（看取りも含め）に対する理解不足。

○若い医師に研修医時代に都市型・地方型の両方の在宅医療の経験をしてもらうと、従事する医師は増える可能性がある。
○地域の医療機関間、訪問看護、介護事業所との連携が必要。
○既存の在宅医療未実施医療機関にはまず1～2名から在宅医療に関わってもらうと負担感が無くて良い。
○住民の在宅医療（看取りも含め）に対する学ぶ記載が必要
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駒木クリニック（北海道新ひだか町）
在宅医療・介護の積極的な連携体制構築による在宅医療の実践

日高（地域単位）の状況③（在宅医療の取組1事例（案））
（北海道在宅医療推進支援センターによるヒアリング資料）

●医療法人社団 駒木クリニック（北海道新ひだか町）

院長 駒木 裕之 先生
・在宅療養支援診療所（従来型）
・無床診療所
・常勤医師1名（令和2年10月現在）

●新ひだか町の概要
・人口：23,231人
・世帯数：10,443世帯
・高齢化率：32.0％
（H27国勢調査より）

【在宅医療を始めたきっかけ】
・平成14年頃、急性期病院勤務から独立する際、以前から興味のあった在宅医療を行うため「往診専門医」として1年ほど活動していた。
・平成15年4月から現クリニックを立上げ、外来と在宅医療をスタート。父親が医師であり、スキーを履いて往診に出かけていた思い出があり、
そこが原点。
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駒木クリニックにおける在宅医療の実施体制（令和2年10月現在）

【訪問診療の実績（令和元年4月～令和2年3月までの1年間】
・訪問診療実施実人数：43人（延べ訪問回数980回） ・往診実施実人数：31人（延べ訪問回数36回）
・看取りを行った患者数：2人

駒木
クリニック

苫小牧市、帯広市、札幌市など
（三次救急医療機関）

患者
急変時
の搬送 訪問診療・往診の

実施
訪問看護の実施

連携

北海道総合在宅ケア事業団

新ひだか地域
訪問看護ステーション

（24時間対応）

協力依頼

日高徳洲会病院
（救急告示、

一般110床、療養
89床）

新ひだか町立
静内病院

（一般58床）

新冠町立
国保診療所

（一般3床、療養
15床）

連携
相談

後方ベッド
必要時の入院

訪問看護の実施

地域連携室
在宅医療・介護
連携に関する相
談支援の実施 新ひだか町立静内病院の地域連携室が中心となった

町内医療・介護関係者の連携体制
都市部の医療機関と調整

都市部からの
退院患者を
一旦受入れ

在宅へ

二次医療圏：日高
地域単位：日高



駒木クリニックにおける在宅医療の実践・継続のポイント

・医師一人の診療所であるが、町内の訪問看護事業所等と積極的に連携し、在宅医療を実践。
・「新ひだか町立静内病院」の地域連携室が中心となり、年に1回、町内の医療や介護事業者が一堂
に会する研修会・懇親会が開催され、かなりの機関が参加する。ここで顔の見える関係づくりが
できる。

・サービス担当者会議は、診療に都合がつく限り必ず参加する。在宅医療を実施する以上、介護に
関わる関係者との情報共有が必須。

１ 訪問看護事業所等の活用、町内の多職種との連携

３ 都市部の医療機関からの退院患者を在宅に戻す工夫

・都市部の三次救急医療機関などから退院してくる患者について、直接在宅に戻さず、一旦「新ひだか町立静内病
院」で受け入れている。

・入院している間に患者の状況を見極め、関係者で情報を共有し、在宅復帰に必要なサービスを検討・調整すること
ができる。

・「新ひだか町立静内病院」の地域連携室が、よく機能している。
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２ 後方ベッドの確保

医師一人で在宅医療に取り組もうと
思っても続かない！

・後方ベッドとして、町内の「新ひだか町立静内病院」「日高徳洲会病院」のほか、
「新冠町立国保診療所」にも協力をお願いしており、スムーズに受け入れてもらっている。

ワンクッションあることで、患者の在
宅復帰に向けた関係者の調整がスムー
ズになる！

北海道在宅医療推進支援センター作成資料



【参考】日高（地域単位）の状況③（医療・介護連携等の取組）

２ 市町村（主な取組（R１））※保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金評価指標該当状況調査より抜粋

①地域の医療・医療関係者が参画す
る会議において、在宅医療・介護連
携に関する課題を検討、対応策を具
体化し、必要となる具体的取組の実
施。

・地域包括ケア推進会議アンケート集計結果を報告・協議（日高町）
・在宅医療介護連携推進会議（浦河町）
・在宅医療介護連携推進会議・多職種学習会（ACP）（様似町）
・多職種学習会（ACP関係）（えりも町）
・アンケート調査・介護関係者の医療・医療関係者の介護に関する研修会（新ひだか町）
・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、医療と福祉の情報誌発行（新冠町）

②医療・介護連携の情報共有ツール
の整備・普及

・日高町ささえあい手帳（地域連携パス）の交付（日高町）
・入退院シート作成し、町立病院や各事業所と情報共有を実施（平取町）
・「医療・介護サービスブック」と「入退院調整ルールの手引き」の更新（新ひだか町）
・地域連携パス（マイカルテ）を作成・運用（新冠町）
・浦河赤十字病院は、入退院支援に関して地域で統一した様式を作成。

③地域の医療・介護関係者、地域包
括支援センター等からの相談窓口の
設置（相談内容を医療関係団体との
会議での報告）

・地域包括ワーキング会議（日高町）、・在宅医療介護連携推進会議（浦河町）
・地域包括支援センター運営協議会（平取町）、・地域ケア会議（えりも町）
・医療連携推進部会（新ひだか町）、在宅医療・介護連携推進会議（新冠町）

④多職種が合同で参加するグループ
ワーク、事例検討等の研修開催

・介護医療合同研修会（薬の知識）（日高町）、在宅医療介護連携推進会議（浦河町）
・多職種合同学習会（ACPガイドラインについて）（えりも町）
・医療・介護・障がい福祉関係者等の研修会（防災時のための機関マップづくり）（新ひだか町）
・在宅医療・介護連携推進会議における事例検討（新冠町）

１ 道：多職種連携協議会（日高保健医療福祉圏域連携推進会議 在宅医療専門部会として実施）【R1実績】

①会議 〇年2回 ・構成員 在宅医療専門部会委員及びオブザーバー、町職員
・内容 日高圏域における在宅医療・介護連携推進事業の実施状況の共有、取組報告・次年度の計画

（関係機関の人材育成、住民への普及啓発）
〇住民への普及啓発ワーキング :住民向け普及啓発用チラシ「日高管内在宅医療だより」の検討

②研修 〇「多職種連携。顔の見える関係から、その先を目指す」（参加者67名）
・実践報告：在宅医療における取組：薬剤師、歯科衛生士、ホームヘルパー
・グループワーク：地域における効果的な連携方法を考える

③普及啓発 一般住民向けに「日高管内在宅医療だより」を作成し（町広報誌に折り込み全戸配布）
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留萌（地域単位）の状況①（在宅医療提供体制）

市町村：留萌市、増毛町、小平町、苫前町、 羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町

在宅患者訪問診療料を算定(H30年度）

在支診
在支病

左記
以外

合計
在宅医療機関
（人口10万対）

（全道15.1）

患者数【月平均】
（人口10万人対）

（全道516.3)

3 10 13 27.8 738.6

人 口：46,720人（65歳以上17,735人)（高齢化率38.0%)

在支診・病 左記以外

A医療機関【留萌市】25.6 （同建物外0.3 同建物25.3）
Ｂ医療機関【留萌市】2（同建物外2 同建物0）
Ｃ医療機関【増毛町】25.6（同建物外4.5 同建物21.1)

Ｄ医療機関【留萌市】183.5(同建物外78.7 同建物104.8)
Ｅ医療機関【留萌市】12.9（同建物外4.9 同建物8)
Ｆ医療機関【苫前町】26.1(同建物外6.5 同建物19.6)
Ｇ医療機関【羽幌町】47.3(同建物外5.1 同建物42.2) 
H医療機関【天塩町】10.5(同建物外8.3 同建物2.2)

H30年度在宅患者訪問診療料算定上位５医療機関（（ ）内は月平均患者数）

在宅療養後方支援病院(R2.4.30) 無

天塩町

遠別町

初山別村

羽幌町

苫前町

小平町

留萌市

増毛町

訪問看護ST（介護）

事業所数（H30.4.30) 利用者数【月平均】
（65歳以上人口１万人対）

（全道18.3)メイン サブ 65歳以上人口１万人対
（全道3.45）

4 6 5.64 13.4 Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

留萌市－天塩町 約112km
留萌市－羽幌町 約50km
留萌市ー増毛町 約17km

※掲載外の訪問診療実施医療機関は

二次医療圏：留萌
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留萌（地域単位）の状況②(訪問診療実施医療機関の体制・患者数が多い理由）

1 個別の医療機関による多くの訪問診療実施
訪問診療を実施している医療機関(H30KDB 留萌市4 増毛町1 苫前町2 羽幌町3 遠別町1 天塩町1）
○留萌市内の状況
・「医療機関Ｄ」（医師1名）は、施設入所者の体調管理をメインとしてかなり頻回に訪問診療を行っている。訪問診療・往診の
頻度は多いが、医療機関単独で行っており、医師一人で行く場合と自院の看護を同伴していく場合がある。有料老人ホーム、グ
ループホーム、特定施設など複数の施設に対応している。

・「医療機関Ａ」と「医療機関Ｂ」は、いずれも同法人系列の居宅介護支援事業所と訪問看護事業所を有しており、在宅看取りに
も対応している。内部でチームを組んで在宅医療を実践。「医療機関Ｂ」では数名の医師が訪問診療に関わっている模様。

・市内の1訪問看護ＳＴで、3年間で15件程度の看取りに対応している。管内での在宅医療実践の要として動いている。

※各種データや保健所からのヒアリング情報等から記載

2 医療と介護の連携等関係機関の連携がある。

3 課題

4 今後の在宅医療推進のためには

○羽幌町
・「医療機関G」は連携室、地域包括支援Ｃ、訪問看護ＳＴがチームとして在宅医療を展開しており、町内の特別養護老人ホーム
では、「医療機関G」の関わりにより施設での看取りが行われている。

・地域ケア会議のケース検討によりそれぞれの機関の役割を確認することができチームによる在宅看取り支援に繋がっている。
○保健所
留萌圏域全体版の「入退院支援ルール・シート」を作成し、医療と介護の連携ツールとして活用されている。管内医療機関や介
護保険居宅介護支援事業所を含め共通のツールとして全体に浸透している。利用状況などは保健所で年1回利用状況を調査し、
多職種連携協議会で報告している。

○在宅での療養に関して、「訪問介護」が追い付かないということが課題。土日を支援してくれる訪問介護、看取りに近い人への訪問介護へ
の対応が難しいというのは課題。

○留萌市では、市内の居宅介護・訪看事業所それぞれが個別に在宅看取りに対応しており、今後は、行政も含め市全体の取組に位置付けと地
域ケア会議の活用による看取り支援に対する質の向上が課題。

○各市町村における地域ケア会議の個別事例検討などが行われてる市町村は在宅医療の推進にも積極的であるため、市町村の地域
ケア会議の実施状況や在宅医療介護連携推進事業の実施状況が重要

○住民の在宅医療（看取りも含め）に関する学ぶ機会が必要 8



【参考】留萌（地域単位）の状況②（医療・介護連携等の取組）

２ 市町村（主な取組）※保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金評価指標該当状況調査（Ｒ１の取組）より抜粋

①地域の医療・医療関係者が参画す
る会議において、在宅医療・介護連
携に関する課題を検討、対応策を具
体化し、必要となる具体的取組の実
施。

○医療と介護を知る講演会（羽幌町）
○在宅医療介護連携推進検討会、ACP講演会及びグループワーク、在宅医療・救急医療部会による

ACPの取組検討（遠別町）
○町立病院内で在宅医療介護の提供体制に向けた学習会の開催（天塩町）

②医療・介護連携の情報共有ツール
の整備・普及

留萌圏域全体版の「入退院支援ルール・シート」を作成し、医療と介護の連携ツールとして活用され
ている。管内医療機関や介護保険居宅介護支援事業所を含め共通のツールとして全体に浸透している。
利用状況などは保健所で年1回利用状況を調査し、多職種連携協議会で報告している。

③地域の医療・介護関係者、地域包
括支援センター等からの相談窓口の
設置（相談内容を医療関係団体との
会議での報告）

○地域包括支援センター運営協議会（羽幌町）
○町立病院内に医療介護連携窓口の設置（遠別町）

④多職種が合同で参加するグループ
ワーク、事例検討等の研修開催

○「多職種間の機能と役割を知る」介護従事者から医療従事者へ、「道立病院の看取りの現場を知り、
患者・家族家族支援について考える」のほか全7回開催（羽幌町）

○ALSについての学習会（初山別村）
○「人生の最終段階の在宅医療・介護の支援」検討会（遠別町）

１ 道：多職種連携協議会（留萌保健医療福祉圏域連携推進会議 在宅医療専門部会として実施）

①会議 ① 在宅医療・ケア専門部会 年２回
［第1回］ 医療と介護の連携のための「入退院時連携ｼｰﾄ」のルール改定(案)について等
［第2回］ 留萌管内における医療と介護の連携に関するアンケート調査結果等
② 連絡調整委員会：医療と介護の連携研修会の企画、評価 他

②研修 在宅療養支援と多職種連携（参加者93名）
【実践報告①②】「その人らしい生活を支えるために～①訪問介護から②訪問看護から～」

③普及啓発 管内医療介護福祉事業所一覧の更新（HP掲載、年1回更新）
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余市（地域単位）の状況①（在宅医療提供体制）

在宅患者訪問診療料を算定(H30年度）

在支診
在支病

左記
以外

合計
在宅医療機関
（人口10万対）

（全道15.1）

患者数【月平均】
（人口10万人対）

（全道516.3)

5 4 9 30.9 481.1

在支診・病 左記以外

Ａ医療機関【仁木町】74.2（同建物外54.8 同建物19.4)
Ｂ医療機関【余市町】25.9（同建物外10.2 同建物15.8)
Ｃ医療機関【余市町】11.3（同建物外2.5 同建物8.8)
Ｄ医療機関【余市町】3（同建物外3 同建物0)
Ｅ医療機関【余市町】0.1（同建物外0.1 同建物0)

Ｆ医療機関【余市町】20.5（同建物外20.5 同建物0)
Ｇ医療機関【余市町】3.5（同建物外0 同建物3.5)
Ｈ医療機関【積丹町】1（同建物外1 同建物0)
Ｇ医療機関【余市町】0.2（同建物外0.2 同建物0)

H30年度在宅患者訪問診療料（KDB）算定上位５医療機関（（ ）内は月平均患者数）

在宅療養後方支援病院(R2.4.30) 無

訪問看護ST（介護）

事業所数（H30.4.30） 利用者数【月平均】
（65歳以上人口１万人対）

（全道18.3)メイン サブ 65歳以上人口１万人対
（全道3.45)

3 0 2.64 18.2

積丹町

古平町

仁木町
赤井川村

余市町

余市町－積丹町 約22km
余市町－赤井川村 約15km
余市町－古平町 約16Km
余市町－小樽市 約20.7km

Ｃ
B

Ａ

Ｈ

E

Ｄ
Ｆ

ＧＦ

市町村：積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
人 口：29,120人（65歳以上11,351人)（高齢化率38.9%)

二次医療圏：後志
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余市（地域単位）の状況②（訪問診療実施医療機関の体制・患者数が多い理由）

1 患者のニーズ増への対応、後方ベッド等の確保

○訪問診療実施医療機関（余市町7、仁木町1、積丹町1）
・Ａ医療機関（医師2名体制）、Ｂ医療機関（医師1名体制）は共に通院できなくなった患者への訪問診療対応や介護支
援専門院からの依頼に対応しているうちに患者数が増えている。
・Ａ医療機関は有床診療所であるため後方ベッドの心配は無く、自法人で短期入所療養介護施設、特養老人ホーム、グ
ループホームを設置しており、必要に応じ小樽市、札幌市内の医療機関との対応も可能とし、患者のニーズや状況に応
じて対応してる。また、Ｂ医療機関は町内の病院と連携し後方ベッドを確保、自法人で介護医療院も設置して、患者の
ニーズに対応。

※保健所からのヒアリングや医療機関へのヒアリング情報から記載

2 訪問看護ステーション、介護支援専門員との連携

3 課題

4 今後の在宅医療推進のために

○24時間対応訪問看護ＳＴ（3カ所）と積極的に連携している。
○訪問看護や訪問介護事業所を積極的に活用。

○医師が高齢化しているところもあり、若手医師に在宅医療に従事してもらわなければ、今後地域で在宅医療継続が不可
となる。

○訪問看護事業所及び訪問介護事業所のヘルパーの人で不足
○患者宅への距離が遠いので対応した場合にインセンティブが必要。
○医療機関関係者・住民の在宅医療（看取りも含め）に対する理解不足。

○既存の在宅医療未実施医療機関にはまず1～2名から在宅医療に関わってもらうと負担感が無くて良い。
○医療従事者、住民の在宅医療（看取りも含め）に関する学ぶ機会の確保が必要

11



中島内科（北海道余市町）
訪問看護との緊密な連携・活用により「一人医師」体制で在宅医療を実践

●医療法人滋恒会 中島内科（北海道余市町）

院長 中島 恒子 先生
・在宅療養支援診療所（従来型）
・無床診療所
・常勤医師1名（令和2年10月現在）

●余市町の概要
・人口：19,607人
・世帯数：8,769世帯
・高齢化率：36.4％
（H27国勢調査より）

【在宅医療を始めたきっかけ】
・15年ほど前、外来にかかっていた患者家族の「家で看取りたい」という希望に対応したことがきっかけ。数名から増えていった。
・同時期に、看取りに積極的に取り組む訪問看護ステーションが町内に設立され（恵泉マリア訪問看護ステーション）、
訪問看護と連携しながら在宅医療・看取りを行う体制ができた。

12

中島内科における在宅医療の実施体制（令和2年10月現在）

【訪問診療の実績（令和元年4月～令和2年3月までの1年間】
・訪問診療実施実人数：50人（延べ訪問回数1,038回）
・往診実施実人数：14人（延べ訪問回数28回）
・看取りを行った患者数：4人

中島内科

小樽市、札幌市
（三次救急医療機関）

後方ベッド
必要時の入院

患者急変時
の搬送

訪問診療・
往診の実施

訪問看護の実施

連携余市協会病院
（二次救急医療機関）

（一般60床、医療療養45床）

訪問看護ST
（24時間対応、町内に3ヵ所）

恵泉
マリア

ﾌﾙｰﾂ・ｼｬ
ﾄｰよいち

勤医協
余市

協力依頼
(病院長が先輩医師）

併設
介護医療院

介護者の
レスパイト的入院

看取りステーション

ふるびら和み

看取りに積極的に
関わる訪問介護事業所

訪問介護の実施

→24時間対応の訪看がない地域にある

ケアプラン
事業所

古平和み

二次医療圏：後志
地域単位：余市

余市（地域単位）の状況③（在宅医療の取組1事例（案））
（北海道在宅医療推進支援センターによるヒアリング資料）



中島内科における在宅医療の実践・継続のポイント

・在宅医療や看取りに熱心な訪問看護ステーションと訪問介護事業所があり、積極的に連携している。
・医師の役割は、訪問診療と往診。看護指示をしておけば、看取りも最期の時に行くだけでよい。
・看取り時は、医師の携帯に直接電話をもらって、時間外に一人で患者宅に伺って対応。
→自院の看護師の同行はない

・患者に「他人を家に入れたくない」という心理的な抵抗がある場合、介護サービス
と一緒に入ることで患者側のハードルが下がる。介護との連携は重要。

１ 訪問看護・訪問介護の活用と連携

３ 介護支援専門員や地域福祉関係者との連携・情報交換の工夫

・地域の介護支援専門員と情報交換している。
・介護支援専門員が当院で在宅医療に対応していることを知っているので、「在宅で」という希望があった場合
に、当院につないでくれる。

・日中は外来があり電話対応が難しいので、各事業所からはファックスで連絡をもらい、手がすいたときに必要
な指示を電話で入れる。

・退院して最初の訪問診療時に担当者会議・退院時カンファレンスを行うことにしている。
・「写メとケータイ」を活用。「気管切開の部分がただれている」という場合に写真を送ってもらい、電話で指
示。 13

２ 後方ベッドの確保と急変に備えた準備

医師一人で在宅医療に取り組もうと
思っても続かない！

・後方ベッドとして「余市協会病院」に協力してもらっている。院長が先輩医師であり、直接依頼する。
・在宅で最期まで看取ることができるか迷っている家族がいる場合は、「余市協会病院」に
一度受診してもらい、病院にカルテをつくっておいてもらう。

在宅で介護する家族の気持ちは「揺れ
る」。準備しておいた方がスムーズ！



【参考】余市（地域単位）の状況③（医療・介護連携等の取組）

２ 市町村（主な取組（R１））※保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金評価指標該当状況調査より抜粋

①地域の医療・医療関係者が参画す
る会議において、在宅医療・介護連
携に関する課題を検討、対応策を具
体化し、必要となる具体的取組の実
施。

○北後志地域包括支援センター等意見交換会（北後志5カ町村、後志振興局主催）
北後志5カ町村、余市協会病院の間で情報の共有方法について課題があると共通の認識があり、ス

ムーズな情報共有の為、情報共有ツール・連携の推進・入退院時のマニュアルを策定することで具体
的な対応策を検討。
○在宅医療介護連携ガイド作成（仁木町）

②医療・介護連携の情報共有ツール
の整備・普及

○町内の在宅医療・介護連携について、地域課題の共有のための「高齢者等の在宅生活継続と地域医
療についての意見交換会」を開催（古平町）

○余市町医療・介護連携推進協議会（余市町）
町内医療・介護資源マップについて歯科・薬局の基本情報の統一的フォーマット作成

③地域の医療・介護関係者、地域包
括支援センター等からの相談窓口の
設置（相談内容を医療関係団体との
会議での報告）

○地域ケア会議の開催（仁木町）
○余市町医療・介護連携推進協議会（余市町）
地域の医療・介護関係者によるグループワーク等により地域課題の抽出し、町内3師会に報告。

④多職種が合同で参加するグループ
ワーク、事例検討等の研修開催

○上記①と同様
○北後志ケア連絡会研修会「多職種連携について」

１ 道：多職種連携協議会（後志保健医療福祉圏域連携推進会議 在宅医療専門部会として実施）【R1実績】
※余市（地域単位）関係のみ抜粋

①会議 ○在宅医療と介護連携推進に係る意見交換会【地域単位毎で各1回実施】
後志地域推進方針、在宅医療専門部会の活動、各地域単位毎の在宅医療及び医療と介護の連携における現状と課題について

②研修 ○多職種事例検討会（パーキンソン病患者の事例）
1 講義「パーキンソン病およびその類似疾患」 2 事例検討「疾患による症状と生活の困難さの関連を考える」

③普及啓発 －
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北渡島檜山（地域単位）の状況（在宅医療提供体制）

在宅患者訪問診療料を算定(H30年度）

在支診
在支病

左記
以外

合計
在宅医療機関
（人口10万対）

（全道15.2）

患者数【月平均】
（人口10万人対）

（全道512.8)

０ ９ 9 24.9 518.7

在支診・病 左記以外

無

A医療機関【八雲町】88.8（同建物外31.3 同建物57.5)
B医療機関【せたな町】27.9（同建物外26.8 同建物1.1)
C医療機関【八雲町】26.8（同建物外0 同建物26.8)
D医療機関【今金町】16.4（同建物外2.3 同建物14.1)
E医療機関【せたな町】7.6（同建物外7.6 同建物0)

H30年度在宅患者訪問診療料（KDB）算定上位５医療機関（（ ）内は月平均患者数）

在宅療養後方支援病院(R2.4.30) 無

訪問看護ST（介護）

事業所数（H30.4.30） 利用者数【月平均】
（65歳以上人口１万人対）

（全道18.3)メイン サブ 65歳以上人口１万人対
（全道3.45)

1 0 0.74 3.9

八雲町－函館市 約81km
八雲町－せたな町 約49km
八雲町－長万部町 約31Km
八雲町－今金町 約42km

A

市町村：八雲町、長万部町、今金町、せたな町
人 口：36,116人（65歳以上13,543)（高齢化率37.5%)

二次医療圏：北渡島檜山

せたな町

今金町
長万部町

八雲町

Ｃ

B

Ｄ

E

※掲載外の訪問診療実施医療機関は 15



地域のヒアリングによる在宅医療推進のポイント・課題

（1）医療機関間の連携・医師の高齢化

各医療機関が個人の医師の熱意（努力）により訪問診療が行われている地域が多い。今回のヒアリング地域も訪問診療
に携わっている医師の高齢化の問題も抱えており、今後は地域で郡市医師会に協力の下、各医療機関が連携し、地域で在
宅医療を実施できる体制整備が必要。また、若手医師に在宅医療に従事してもらわなければ、今後地域で在宅医療継続が
難しくなる可能性有り。

（1） 訪問看護ステーション等多職種連携が行われている。

（3）市町村・郡市医師会の在宅医療推進に対する関わり

在宅医療を実施するためには訪問看護との連携は必須であり、そのほか、居宅介護支援事業所（ケアマネ）、訪問介護事
業所等の福祉関係者との連携が行われている。

在宅医療の推進には、訪問看護事業所や居宅介護支援事業所（ケアマネ）等福祉関係事業所との連携が不可欠であるが、
24時間対応の訪問看護ステーションの不足や訪問介護事業所のヘルパー人材不足が顕著。

医療従事者、住民の在宅医療（看取りも含め）に関する学ぶ機会の確保が必要

（2） 後方ベッド、ショートステイ先の確保

急変時の対応のため後方ベッドの確保や家族のレスパイトも含めショートステイ先の確保が必要

市町村の地域ケア会議などで事例検討、課題検討などが積極的に行われいる市町村は、在宅医療介護連携推進事業の活
動が積極的で在宅医療介護連携が行われており、訪問診療患者数が多い。
また、郡市医師会が在宅医療の関心が高い地域は訪問診療患者数が多い。

1 在宅医療推進のポイント

2 課題

（2）訪問看護ステーション・訪問介護事業所等の人材不足

（3）在宅医療や人生会議などに関する普及啓発
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