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資料１

北海道における在宅医療の推進に向けた取組
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（１）都道府県全体の体制整備
●本庁の医療政策部局と介護保険部局の連携の推進
都道府県の医療政策担当部局と介護保険担当部局との間で連携し、医療・介護の連携に関わる取組を一層
促進する。
●年間スケジュールの策定
課題解決に向けたロードマップ等の作成が必要

●在宅医療の充実に向けた市町村支援
地域の実情に応じて支援が必要な事項を把握し、取り組んでいくことが必要

（２）在宅医療の取組状況の見える化（データ分析）
●市町村単位等での在宅医療の提供体制について、データを用いて把握することが必要
●KDBシステムのデータを活用し、詳細な分析に取り組んでいる都道府県の事例を参考にする必要。

（３）在宅医療への円滑な移行
●病院等と在宅の間で、療養の場が円滑に移行できるよう、在宅医療圏ごとに必要な入退院ルールを策定す
ることが重要であり、都道府県がその支援を行うことが必要

（４）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

（５）住民への普及・啓発
●人生の最終段階において、本人が希望した医療・ケアを受けられるよう意思決定支援を行うとともに、地域
住民に普及・啓発を行うことが重要。

●在宅医療や介護に関する地域住民への効率的・効果的な普及啓発の実施に努めることが重要
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令和５年度（2023年度）に向けた推進方針

〇先進事例等の共有
各圏域等における取組状況（市町村の在宅医療介護連携推進事業含む）の精査を進め、「地域の医療資源の状況に応じた取組」

や「先進事例」について、事例集の作成や全道研修会の開催を通じて、広く関係者で共有。
〇入退院ルール等の取組の推進
連絡窓口の共有、入退院時の連携ルール、情報共有の取組など連携を促進するために重要と考えられる取組（各圏域・地域単位

版ルールの共有等）について、全道的に取組が進められることを目指す。

各論②：関係者間の連携促進、人材の育成と資質向上、普及啓発

各論①：提供体制の構築

〇在宅医療に関する医師等向け研修会の開催
・ 訪問診療等の実施に際しての「心理的なハードル」を下げ、医師等が在宅医療に参入してもらうため、在宅医療に
関する研修会（制度、診療報酬、２４時間対応等在宅医療を実施する上でのノウハウ）を開催。

・ 道内外の医療機関の在宅医療実施の先進事例（ICTの活用例など含）を集め、ホームページ、保健所の多職種連携
協議会等で情報提供する。

〇効果的な補助事業
医療介護総合確保基金を活用した補助事業（医療機関の連携体制、後方支援体制の確保に対する支援など）を実施。

〇医療従事者向け・住民への普及啓発
医療従事者等向けに「人生会議（ＡＣＰ）」に関する研修会を実施するとともに、「人生会議」の住民向け普及啓発（セミナー

の実施等）も実施していく。

R3.1.22地域医療専門委員会
在宅医療小委員会資料一部修正

総論：圏域ごとの課題設定

〇現状分析・課題設定
在宅医療の提供体制を検討するために引き続き「地域単位」ごとに現状分析・課題設定を実施し、R５年度（2023年度）までに

実施することを地域の関係者間で共有。
併せて、地域ごとの課題に応じて、在宅医療推進支援センター等により支援を行う。

各論③：人生の最終段階における医療・ケア、急変時対応の推進
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○地域包括支援センターの機能強化に向けた
市町村支援
○在宅医療・介護連携の推進に向けた市町村
支援（多職種連携協議会の運営）

○在宅医療推進支援センター事業による各圏
域単位の研修、医療アドバイザー派遣等の地
域支援
○補助事業等の実施
（グループ制導入、診療機器整備など） 等

道における在宅医療の推進に向けた施策（現状）

道
市町村

○地域包括支援センターの運営
（ケア会議による個別ケースの検討など）

○在宅医療・介護連携推進事業
（関係者間の連携促進、人材育成、普及啓発など）

○認知症総合支援事業

○生活支援体制整備事業 等

薬局
歯科診療所

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

医療・介護の
一体的なサービス提供

地域支援事業(介護保険法)

在宅医療の推進に向け、道と市町村が連携しながら、①提供体制の構築、②関係者間の連携促進、③人
材の育成と資質向上、④情報提供・普及啓発に取り組んでいる。

市町村支援
（広域調整など）

病院 在支診・在支病

在宅医療提供体制
の強化
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道による主な市町村支援

○ 医療・介護などの専門職が協働し、地域に応じた在宅医療の提供体制を構築するため、第二次医療（21圏域）ごとに設置し、
市町村の取組を支援（事務局：道立保健所等）
※ 協議会の中には、テーマごとの部会を設置しているものもある（情報共有、退院調整、多職種連携など）

○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー、リハビリテーション専門職、市町村職員など、
在宅医療に関わる多職種で構成
※ 協議会の中には、上記のほか、介護施設の事務長・事務職員、患者家族会、消防等が構成員として参加しているものもある

＜実施内容＞
・ 地域の医療・介護資源や機能等の把握 ・ 連携上の課題の抽出とその対応策の検討

・ テーマ別学習会・症例検討などの人材育成（多職種合同、職種ごと） ・ 地域住民への普及啓発

（１） 地域包括支援センターの機能強化

＜実施内容＞
・ 職員を対象とした研修会や意見交換会の開催

・ 介護予防事業に対する支援（市町村からの支援要請に基づき支援・助言等）

（２） 地域ケア会議の充実支援

＜実施内容＞
・ 広域支援派遣（振興局職員を派遣し、設置運営など個別支援）

・ 専門家派遣（困難事例等の解決を図るため、弁護士や専門医等を派遣）

・ 司会者養成研修（地域ケア個別会議の充実のため、市町村職員や地域包括支援センター職員向け研修会の開催）

地域包括支援センターの機能強化

在宅医療・介護連携の促進(多職種連携協議会の運営)
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道による在宅医療の推進に向けた主な施策（現状）

提供体制の構築 関係者間の連携促進 人材の育成と資質向上 情報提供・普及啓発

【医師】
○在支病・診の医師を指導役とした
グループ診療の運営支援

○訪問診療用ポータブル機器の整備
の支援

【歯科医師・歯科衛生士】
○在宅歯科医療連携室の運営支援

【薬剤師】
○健康サポート薬局及び北海道健康
づくり支援薬局制度の実施

【看護師】
○訪問看護ステーションの設置や大
規模化の支援

○看護小規模多機能型居宅介護事業
所の設置の支援

【施設・設備整備】
〇病床削減等に伴い在宅診療や訪問
看護ステーションの整備や訪問用
車両の購入への支援

【その他】
〇医療アドバイザーの地域派遣によ
る地域の体制づくりに係る課題に
対する助言等

＜全道単位＞
○全道研修会の開催
・全道の取組状況の共有

・先進的な取組の紹介

・次年度の施策(事業や取
組方針等)の説明

・各機関等の取組の紹介

・資源に係るデータ分析 等

＜圏域単位＞
○多職種連携協議会の開催
・取組状況や課題の共有
＊全道研修会(前年度開催)の
内容の共有

＊在宅医療・介護連携推進事
業の取組状況の共有

・市町村の取組の支援 等

【その他】
〇多職種連携によるICT
ネットワークの構築への
支援

【医師】
○グループ診療の運営支援
○医師等向け研修会

【歯科医師・歯科衛生士】
○認知症対応力向上研修
〇食・口腔機能改善専門職
等要請事業

【薬剤師】
○認知症対応力向上研修
○訪問薬剤管理指導の知
識・技術向上を図る研修
会の開催

【看護師】
○看護職員出向応援事業
○訪問看護の知識・技術向
上を図る研修会の開催

○訪問看護人材確協議会の
開催

【ＯＴ・ＰＴ】
〇地域リハビリテーション
指導者養成等事業

【医療従事者全般】
〇人生会議（ACP）研修

＜講演会等の開催＞
○多職種連携協議会において、
市町村と連携しつつ、住民
等への在宅医療や人生会議
に関する講演会等を開催

○人生会議（ACP）住民向け
セミナー

＜医療・介護情報の提供＞
○ガイドブックの配布、ホー
ムページや広報への掲載等
による周知

6



〇 療養生活を送る患者に、在宅医療（自宅、介護施設や居住系サービスへの訪問診療等）の選択肢を提供できるよう、
在宅医療の提供体制の構築を進めていく必要。

〇 このため、訪問診療や訪問看護を行う医療機関等の拡大に向け、ハード・ソフトの両面から支援を実施。

○ 在宅療養支援病院・診療所を中心に、「在宅医療グループ」を構成する場合、以下の取組に対し一定額を支援

① 急変時対応(後方支援)を行った医療機関

② 医師不在時（学会・研修等）に代診を行った医療機関

③ 在宅療養支援病院・診療所が行う主治医養成のための指導・研修・勉強会

※ 訪問診療を行う医療機関が少数の地域については、

「在宅医療グループ」を構成しない場合も、①・②の支援を実施
※ 訪問診療用のポータブル機器の整備整備への支援
※ 地域の医療機関の機能・規模の変更と併せて、訪問診療等を行う
医療機関を整備する際、ハード整備について一定の補助を実施(スライド.○○～○○参照)

(2)訪問診療を行う医療機関の拡大（在宅医療グループ診療運営事業・在宅医療体制支援事業・訪問診療用ポータブル機器等整備事業）

在宅医療の提供体制の構築への支援

○ 新たに設置した在宅医療推進支援センターにおいて、地域の現状についてきめ細かく分析し、課題解決に向けてセンター所
属のコーディネーター（MSW）が地域を訪問して相談・助言を行うなど、地域の取組を支援

〔主な業務内容〕
・コーディネーター（MSW）や医療アドバイザー（Dr）による地域支援
・データ分析、ヒアリング調査、アンケート調査による現状把握、先進事例集の作成
・各種研修会の実施（医師向け、住民向け、多職種連携協議会構成員向けの各研修会、ACPの普及に向けた研修会など）

(1)在宅医療を推進する体制の整備

医療機関
(訪問診療実施)

医療機関
(訪問診療実施)①

②

病院等
（後方支援）

③

○ 訪問看護を提供する機関が無い（又は少数の）圏域において訪問看護ステーションを新たに設置する場合、立上げに要する
費用（看護師の人件費等）を支援

※ 地域の医療機関の機能・規模の変更と併せて、訪問看護を新たに開始する際、ハード整備について一定の補助を実施

(3)訪問看護を行う機関の拡大（在宅医療推進事業）
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市町村が行う介護保険制度における「在宅医療・介護連携推進事業」への支援等により、 地域における
在宅医療提供体制の強化を図る。

在宅医療提供体制強化事業

メニュー 内容 実施主体 補助率

在宅医療支
援グループ
の運営等

○ 在宅医療を実施する医療機関や地区医師会等が事務局となり、「在宅医」や「在宅医療未
経験の医師」、「急変時の受入を行う医療機関」によるグループを編成し、主治医・副主治
医制、休日夜間等不在時の代診制、受入病床の確保を通じて、新たな在宅医を養成

○ カンファレンスの実施、看取り・緩和ケア・リハビリなどテーマ別研修に要する費用に対
し補助

【基準額】6,030千円（経費項目ごとにも基準額有）
※開始時期、従事時間、代診・急変受入の実績により異なる。

医療機関
郡市医師会
市町村

10/10

グループ制
がとれない
地域での在
宅医療体制
の支援

○ 在宅医療を担う医療機関が少ない地域（※）において、在宅医療を新たに、又は拡充して
実施する際に要する次の費用に対し補助

・休日夜間等不在時の代替医師にかかる費用
・受入病床の確保費用
・半径16kmを越えた訪問診療（診療報酬算定不可）に要する経費
※ 在支診・在支病の合計数が３以下の市町村

【基準額】2,430千円（経費項目ごとに基準額有）
※開始時期等により異なる。

医療機関
郡市医師会
市町村

10/10

訪問診療用
ポータブル
機器整備

○ エコー、心電図など訪問診療の充実に資する医療機器購入経費に対し補助
【基準額】医療機関300万円、郡市医師会600万円

医療機関
郡市医師会

1/2

訪問看護ス
テ－ション
設置促進等

○ 訪問看護ステーション不足地域におけるステーション設置等に対する立ち上げ支援
【基準額】設備（初度のみ）130万円 運営300万円
〇 看取り・緩和ケア・認知症・リハビリテーションなど在宅医療に関する研修実施への支援
【基準額】研修 100万円

市町村 1/2
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在宅医療提供体制強化事業

メニュー 内容 実施主体 補助率

在宅医療多
職種連携
ICTネット
ワーク構築

〇在宅医療に関わる多職種間におけるICTを活用した情報共有ネットワーク構築のための
設備整備に補助

【基準額】１医療機関等あたり2,150千円（経費項目ごとにも基準額有）

※医療機関間等における電子カルテ情報（CT等の画像情報含む）の共有を行うものは、地
域医療情報連携ネットワーク構築事業

市町村
医療機関
医師会

1/2

在宅医療多
職種連携
ICTネット
ワーク導入
アドバイ
ザー

○地域にふさわしい継続性のある在宅医療多職種連携ICTネットワーク導入に向けてICT専
門家からアドバイスを受ける費用を補助
（委託費、報償費等）

【基準額】１医療機関等あたり 2,710千円

※導入前、導入年、導入後のいづれか2年間限定

市町村
医療機関
医師会

10/10
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①在支診・在支病等が実施～郡市医師会や市町村と調整・共有の上、グループ編成、副主治医・調整担当者を配置
②郡市医師会が実施～市町村と調整・共有の上、グループ編成、調整担当者を配置し事務局機能を担い、①の中から副主治医を指定
③市町村が在宅医療・介護連携推進事業（ウ）を踏まえ実施～郡市医師会と調整・共有の上、調整担当者を配置し事務局機能を担い、①の中から副主
治医を指定、または①②に委託

必
要
に
応
じ

訪問診療 訪問診療

訪
問
診
療

訪問診療

後方支援病床

グループ内の急
変患者を受け入
れた場合、1日1

万円の協力金を
支給（2日間限
り）

在宅
医療
支援
機関

訪 問
看 護

介護職

歯科医

薬剤師

リハ職

市町村

急変時
入院

在宅
復帰

在宅医療グループ診療運営事業

主治医Ａ
（例：在支診）

主治医Ｂ
（例：在医総管）

主治医Ｃ
（例：在宅未経験）

副主治医による助言 夜間休日不在時の代診 24時間：3万円 12時間：1.5万円

グループ（メンバー数は問わないが在支診・病のみのグループは不可）

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
参
加
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副主治医（指導役）～在支診・在支病
①日常の訪問診療・往診に係る指導・助言、検査機器使用・診療報酬請
求等助言、主治医の訪問診療等に同行（またはその逆）など

兼 ②カンファレンス開催（退院時・ケアカンファレンス）
務 ③看取り・緩和ケア、リハビリ等テーマ別学習会開催
可 ※同一機関内であれば複数指定可、複数機関の医師の指定は不可

調整担当者～在支診・在支病or郡市医師会or市町村
①副主治医のサポート、夜間休日不在時の代診・後方病床との調整

②代診医・後方病床へ協力金支出、活動記録整備

この事業では、Ａ～Ｃの医師が、自ら在宅医療を実施できるように指導役の医師が様々なｻﾎﾟｰ
ﾄをする位置づけとしていることから、指導役を副主治医、Ａ～Ｃを主治医と表現しています。



多職種連携協議会の主な取組（Ｒ２）
■医療・介護などの専門職が協働し、地域の実情に応じた在宅医療の提供体制を構築するため、道立保健所等を事務局とし、概
ね第二次医療圏ごとに設置。医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー、リハビリ専門職、市
町村職員など在宅医療に関わる多職種で構成運営。

■①地域の医療・介護資源及び機能等の把握、連携上の課題の抽出及びその対応策の検討、②在宅医療従事者の負担軽減と
効率的な医療提供に向けた取組、③多職種合同研修のほか、テーマ別学習会・症例検討などの人材育成、④地域住民への普及
啓発

1 会議等

二次医療圏 所管保健所 内容

後志 倶知安・岩内 【在宅医療と介護連携推進に係る意見交換会】
北後志在宅医療と介護連携推進に係る意見交換会

・参加職種 町村職員（医療と介護担当）、地域包括支援センター職員（看護師、保健師、社会福祉
士、ケアマネ、事務）

・内 容 ①余市協会病院と北後志5町村の入退院連携について
②北後志地域の在宅医療・介護連携について

中空知 滝川 【在宅医療領域検討会議】
参加者 検討会議構成員（市町、歯科医師会）
内 容 ①在宅医療介護連携推進事業の取組状況②高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る取組

③在宅歯科の取組と地域との連携について

十勝 帯広 【在宅医療専門部会兼多職種連携協議会】
〇出席者 25名（部会委員17名、事務局8名）その他19市町村に資料送付
〇主な内容 「十勝地域における入退院時連携ルールの改定について」

「十勝地域のこれまでの在宅医療の取組の成果」
「在宅医療に係る十勝管内医療機関実態調査結果」

釧路 釧路 【多職種連携協議会市町村担当者会議】
参加職種：市町村地域包括(保健師、ケアマネ、事務等）
内 容：①行政報告②医療、介護関係者の情報共有③釧路地域における退院調整ルールについて

11
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２ 多職種・専門職の研修

二次医療圏 所管保健所 内容

北渡島檜山 八雲

多職種連携の効果を実感する
①説明「北渡島檜山地域で目指す在宅医療のかたち」
説明者 八雲保健所企画総務課保健師
講義「在宅医療の実際と多職種連携の必要性 “できない理由より どうやってできるか考えよう”」
講師 今金町国保病院 副院長 浦田 浩一氏

②説明 「北渡島檜山地域で目指す在宅医療のかたち」
説明者 八雲保健所企画総務課保健師
症例検討「多職種連携の可能性を見出そう！」
意見交換 フリートーク 「いろいろな職種とつながろう！」「事例についてもう一度整理しよう！」

北空知 深川

オンライン多職種合同研修会「多職種支援」
○話題提供①「北空知入退院支援に係る実態調査の結果から」 話題提供者：深川保健所
○話題提供②「ICT きたそらりんくを活用した多職種支援の事例」 話題提供者：深川市
○グループワーク テーマ：多職種支援

富良野 富良野

「望む生活を支える意思決定支援 ～事例から学ぶACP【実践編】～ 」
○講義 意思決定支援のプロセス～支援者はどうかかわるのか～
講師 北海道医療大学看護福祉学部看護学科講師 川添 恵理子 氏

○実践報告 報告者 ①富良野協会病院 地域医療福祉連携室主任
②SONPOケア富良野居宅介護支援 介護支援専門員
③老健ふらの訪問看護ステーション 所長

３ その他

南渡島 渡島 高齢者施設における看取りに関する実態調査（高齢者施設９３ヶ所対象）

南空知 岩見沢

実態調査の実施「南空知地域の在宅医療の提供体制に関する実態調査」
対象：南空知地域（夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町）の

病院、診療所 計８６施設
調査内容：「直近１年から現在の実施状況」「定期的な訪問診療の可否」、「今後の取組状況」「在宅医

療の連絡窓口」「調査公表の可否」等

中空知 滝川
「高齢者施設の看取りに関する実態調査訪問看護に関する実態調査」の実施
対象：管内高齢者施設計71施設 回答65施設(91.5％) 12



以下参考資料
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市町村が行う介護保険制度における「在宅医療・介護連携推進事業」への支援等により、
地域における在宅医療提供体制の強化を図る。

在宅医療提供体制強化事業

メニュー 内容 実施主体 補助率

在宅医療支
援グループ
の運営等

○ 在宅医療を実施する医療機関や地区医師会等が事務局となり、「在宅医」や「在宅
医療未経験の医師」、「急変時の受入を行う医療機関」によるグループを編成し、主
治医・副主治医制、休日夜間等不在時の代診制、受入病床の確保を通じて、新たな在
宅医を養成

○ カンファレンスの実施、看取り・緩和ケア・リハビリなどテーマ別研修に要する費
用に対し補助

【基準額】6,030千円（経費項目ごとにも基準額有）
※開始時期、従事時間、代診・急変受入の実績により異なる。

医療機関
郡市医師会
市町村

10/10

グループ制
がとれない
地域での在
宅医療体制
の支援

○ 在宅医療を担う医療機関が少ない地域（※）において、在宅医療を新たに、又は拡
充して実施する際に要する次の費用に対し補助

・休日夜間等不在時の代替医師にかかる費用
・受入病床の確保費用
・半径16kmを越えた訪問診療（診療報酬算定不可）に要する経費
※ 在支診・在支病の合計数が３以下の市町村

【基準額】2,430千円（経費項目ごとに基準額有）
※開始時期等により異なる。

医療機関
郡市医師会
市町村

10/10

訪問診療用
ポータブル
機器整備

○ エコー、心電図など訪問診療の充実に資する医療機器購入経費に対し補助
【基準額】医療機関300万円、郡市医師会600万円

医療機関
郡市医師会

1/2

訪問看護ス
テ－ション
設置促進等

○ 訪問看護ステーション不足地域におけるステーション設置等に対する立ち上げ支援
【基準額】設備（初度のみ）130万円 運営300万円
〇 看取り・緩和ケア・認知症・リハビリテーションなど在宅医療に関する研修実施へ
の支援

【基準額】研修 100万円

市町村 1/2
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在宅医療提供体制強化事業

メニュー 内容 実施主体 補助率

在宅医療多
職種連携
ICTネット
ワーク構築

〇在宅医療に関わる多職種間におけるICTを活用した情報共有ネットワーク構築のための
設備整備に補助

【基準額】１医療機関等あたり2,150千円（経費項目ごとにも基準額有）

※医療機関間等における電子カルテ情報（CT等の画像情報含む）の共有を行うものは、地
域医療情報連携ネットワーク構築事業

市町村
医療機関
医師会

1/2

在宅医療多
職種連携
ICTネット
ワーク導入
アドバイ
ザー

○地域にふさわしい継続性のある在宅医療多職種連携ICTネットワーク導入に向けてICT専
門家からアドバイスを受ける費用を補助
（委託費、報償費等）

【基準額】１医療機関等あたり 2,710千円

※導入前、導入年、導入後のいづれか2年間限定

市町村
医療機関
医師会

10/10
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※地域医療情報連携ネットワーク構築事業から移行



①在支診・在支病等が実施～郡市医師会や市町村と調整・共有の上、グループ編成、副主治医・調整担当者を配置
②郡市医師会が実施～市町村と調整・共有の上、グループ編成、調整担当者を配置し事務局機能を担い、①の中から副主治医を指定
③市町村が在宅医療・介護連携推進事業（ウ）を踏まえ実施～郡市医師会と調整・共有の上、調整担当者を配置し事務局機能を担い、①の中から副主
治医を指定、または①②に委託

必
要
に
応
じ

訪問診療 訪問診療

訪
問
診
療

訪問診療

後方支援病床

グループ内の急
変患者を受け入
れた場合、1日1

万円の協力金を
支給（2日間限
り）

在宅
医療
支援
機関

訪 問
看 護

介護職

歯科医

薬剤師

リハ職

市町村

急変時
入院

在宅
復帰

在宅医療グループ診療運営事業

主治医Ａ
（例：在支診）

主治医Ｂ
（例：在医総管）

主治医Ｃ
（例：在宅未経験）

副主治医による助言 夜間休日不在時の代診 24時間：3万円 12時間：1.5万円

グループ（メンバー数は問わないが在支診・病のみのグループは不可）

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
参
加
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副主治医（指導役）～在支診・在支病
①日常の訪問診療・往診に係る指導・助言、検査機器使用・診療報酬請
求等助言、主治医の訪問診療等に同行（またはその逆）など

兼 ②カンファレンス開催（退院時・ケアカンファレンス）
務 ③看取り・緩和ケア、リハビリ等テーマ別学習会開催
可 ※同一機関内であれば複数指定可、複数機関の医師の指定は不可

調整担当者～在支診・在支病or郡市医師会or市町村
①副主治医のサポート、夜間休日不在時の代診・後方病床との調整

②代診医・後方病床へ協力金支出、活動記録整備

この事業では、Ａ～Ｃの医師が、自ら在宅医療を実施できるように指導役の医師が様々なｻﾎﾟｰ
ﾄをする位置づけとしていることから、指導役を副主治医、Ａ～Ｃを主治医と表現しています。



看護職員の地域偏在に対応するため、未就業者から「地域応援ナース」を発掘し、地方への就業（就業地域に
短期間滞在）に至るまでの支援システムを構築する。

事業の目的

事業の概要

地域応援看護師
確保対策検討会議

北海道医師会

行 政

学識経験者

短期間滞在就業
（1ヶ月～1年未満）

都市部

地 方

★ 期待される成果 ★
・ 地域偏在の緩和 ・ 再就業支援の強化
・ スタッフの業務量の軽減
・ スタッフへの教育的支援が可能（長期研修への派遣） など

【検討内容】
・ 地域応援ナースの選考等
・ 地域応援ナース就業支援の評価・改善

地域応援ナース

看護職員としての豊富な
経験を持つ退職（離職）者

・マッチング
・受入条件調整
・就業中のフォロー
・施設同行訪問
・就業促進再研修
・地域応援ナース発掘

応援要請施設（不足地域）
●看護師・助産師
根室・日高・宗谷・南檜山・後志・留萌
・南空知・遠紋・富良野・十勝圏域の病院

●保健師
１万人未満の１２１市町村北海道看護協会

地域応援ナース
コーディネーター
（看護職）

北海道ナースセンター 登録

看護職員出向応援事業（地域応援ナース）

17



健康サポート薬局、北海道健康づくり支援薬局

かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、地域住民による
主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局

① 医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言

② 地域住民の身近な存在として健康の維持・増進に関する相談を
幅広く受け付け、適切な専門職種や関係機関に紹介

③ 率先して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情
報発信、取組支援も実施

北海道健康づくり支援薬局健康サポート薬局

道内

８１施設 １２１施設

令和元年12月末時点
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・ 要指導医薬品等を適切に選択できるような供給機能
や助言の体制

・健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹介 等

・専門機関と連携し抗がん剤の副作用対応や抗
HIV薬の選択などを支援 等

かかりつけ薬剤師・薬局

☆ 副作用や効果の継続的な確認

☆ 多剤・重複投薬や相互作用の防止 ・ 24時間の対応

・ 在宅患者への薬学的管理・服薬指導

☆ 夜間・休日、在宅医療への対応

☆ 国民の病気の予防や健康サポートに貢献 ☆ 高度な薬学的管理ニーズへの対応

☆ 副作用・服薬状況
のフィードバック

 ＩＣＴ（電子版お薬手帳等）を活用し、

・ 患者がかかる全ての医療機関の処方情報を把握

・ 一般用医薬品等を含めた服薬情報を一元的・継続
的に把握し、薬学的管理・指導

☆ 医療機関への
受診勧奨

☆ 処方内容の照会・
処方提案

☆ 医薬品等に関する相談
や健康相談への対応

※ 地域の薬局・地区薬剤師会との連携のほか、へき地等
では、相談受付等に当たり地域包括支援センター等と
の連携も可能

医療機関等との連携

24時間対応・在宅対応
服薬情報の一元的・継続的把握と
それに基づく薬学的管理・指導

健康サポート機能 高度薬学管理機能
健康サポート薬局

☆ 医療情報連携ネット
ワークでの情報共有

平成27年10月23日公表

「患者のための薬局ビジョン」～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～
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