
令和３年度第１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３年（2021 年）10 月５日（火）15:00～17:00 

             ■場所：毎日札幌会館５階TKP札幌ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ赤れんが前  

ホール５G（旧はまなす） 

 

【事務局】 

ただいまから、令和３年度第１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。 

皆様におかれましては、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。 

 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から、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 

【事務局】 

 本日どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日ご出席の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご出席を賜ってありがとうござ

います。 

 また、新型コロナウイルスにつきましては、患者数もだいぶ落ち着いてきているとこ

ろではございますが、まだまだ予断を許さないという状況にございます。 

こうした中、本日ご出席いただいております先生方におかれましては、それぞれの立

場でご尽力ご対応いただいておりますこと、この場をお借りしましてお礼を申し上げさ

せていただきます。 

本日の在宅医療に関しましては、地域包括ケアシステムを構築する上で、大変重要な

ものとなっておりまして、医療計画の中にも重要政策の一つして位置づけているところ

でございます。 

医療計画につきましては、例年評価というものを行っていただいているところでござ

いますけども、10 月の 20 日に地域医療専門委員会の中で全体の評価を行っていただく

わけですが、それに先立ちまして本日在宅医療に関しての評価を皆様先生方に行ってい

ただきたいと考えております。 

限られた時間ではございますけれども、忌憚ないご意見をいただきますようお願い申

し上げまして挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは本日の会議の進め方をご説明させいただきます。 

オンラインでのご参加の皆さまにつきましてはご発言以外の時は音声をミュートにし

ていただいて、ご発言の際には挙手をいただくなどの合図をしていただきまして、こち

らからご指名させていただきますので、ミュートを解除してご発言をお願いいたします。 

 続きましてお配りしております資料のご確認をさせていただきます。資料目次をご覧



ください。次第、配席図、出席者名簿、資料１、資料２、参考資料１－１、１－２、 

１－３、資料３－１、３－２、３－３、資料４、参考資料２となっております。 

 続きまして次第をご覧ください。本日は議題を５つご用意しておりますが、議題の４

北海道医療計画（Ｈ30～R５年度）在宅医療提供体制の進捗状況及び評価につきましては、

今月 20 日に開催予定としております地域医療専門委員会に報告する予定となっており

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】 

 それでは委員長の選出についてご説明させていただきます。昨年度１月に本小委員会

開催以降に総医協の委員が改選されまして、その後初めての参集による小委員会の開催

になりますので、改めて委員長と副委員長を選出することになります。 

事務局としましては、これまでの経緯も踏まえまして、委員長につきましては○○委

員、副委員長には○○委員にお願いしたいと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。

他に何かご意見がありましたらご発言をお願いいたします。 

（「異議なし」との言葉を受け） 

それでは以降の議事進行につきましては、委員長にお願いしたいと思います。委員長、

副委員長におかれましては、委員長席、副委員長席にお移りいただきますようよろしく

お願いいたします。 

 それでは委員長よろしくお願いいたします。 

 

議題（２）「北海道における在宅医療の取組について」 
 

【委員長】 

それでは次第に沿って議題の（２）から進めさせていただきます。概ね２時間程度午

後５時を目途に終了したいと思いますので、議事進行にはご協力をよろしくお願いいた

します。 

 それでは、議題（２）北海道における在宅医療の取組について事務局から説明をお願

いいたします。 

 

【事務局】 

私からは議題の（２）北海道における在宅医療の取組についてご説明させていただき

ます。 

着座にてご説明させていただきます。 

それでは資料１をご覧ください。上下に資料がわかれておりまして、上半分と下半分

それぞれ右下に番号を記載してございます。こちらの番号を資料番号としてご説明をさ

せていただきます。 

それでは資料番号の２をご覧ください。在宅医療の推進に向けた取組の進め方につい

て、こちら国の通知により示されたものとなっております。 

 内容は大きく５つありまして、（１）都道府県全体の体制整備、（２）在宅医療の取組

状況の見える化、（３）在宅医療への円滑な移行、（４）在宅医療に関する人材の確保・

育成、（５）住民への普及・啓発となってございます。 

１枚おめくりいただきまして、資料番号の３をご覧ください。こちらは令和５年度

（2023 年度）に向けた道の推進方針となっております。こちらは、昨年度１月の在宅医

療小委員会、本委員会におきましてお諮りさせていただきました内容になります。 



まず総論としまして、圏域ごとの現状分析・課題の設定をすること、次に各論としま

して提供体制の構築、こちらは在宅医療に積極的に参入していただくために、在宅医療

を実施する上での制度やノウハウといった内容について医師向けの研修会を開催するほ

か、医療介護総合確保基金を活用しました補助事業による支援を行うこととしておりま

す。 

 次に各論②としまして、各圏域等における関係者間の連携促進、人材の育成と資質向

上、普及啓発といった取組としまして、先進事例等の共有や入退院ルールについて、各

圏域や地域単位においての取組を目指すものとなっております。 

 次に各論の③としまして、人生の最終段階における、人生会議の普及・啓発などにつ

いて、医療従事者や住民に対し実施することとしております。 

こちらの推進方針に基づきまして、資料番号の４をご覧ください。道における在宅医

療の推進に向けた施策となります。道から市町村への支援、在宅医療推進支援センター

事業により、医療アドバイザーを派遣する地域支援、グループ制や診療機器整備による、

在宅医療提供体制の強化に取り組んでおります。 

１枚おめくりいただきまして、資料番号の５をご覧ください。道による主な市町村支

援についてでございますが、地域包括支援センターの機能強化、地域ケア会議の充実支

援のため、研修会や意見交換会を開催しております。 

 次に在宅医療・介護連携の促進としまして、主に道立保健所が事務局となり、二次医

療圏ごとに設置しています多職種連携協議会におきまして、各地域の医療・介護資源の

把握や研修による人材育成を行っています。 

 次に資料番号の６をご覧ください。在宅医療の推進に向けた道の主な施策となります。

左から提供体制の構築としまして、医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、看護師への

支援。多職種連携協議会の開催等による関係者間の連携促進。研修の開催等による人材

の育成と資質向上。情報提供と普及啓発としまして、人生会議の住民向けセミナーなど

について実施をしております。 

 １枚おめくりいただきまして、資料番号の７をご覧下さい。在宅医療の提供体制の構

築の支援としまして、療養中の患者が、自宅や介護施設等で在宅医療を受けられるよう、

提供体制の構築を進めるため、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するというものとなっています。 

 具体の取組としまして、（１）在宅医療を推進する体制の整備としまして、令和２年度

から設置をいたしました在宅医療推進支援センターにおきまして、コーディネーターや

医療アドバイザーが地域を訪問して相談・助言を行うことによる地域の取組を支援する

ほか、（２）訪問診療を行う医療機関の拡大としまして、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在宅医療グループを構成する場合に補助金による支

援を行うほか、訪問診療を行う医療機関が少数のためグループ制が取れない地域での休

日夜間の代替医師の費用などについて支援を行うほか、訪問診療用のポータブル機器に

ついて一定額の支援を実施しております。 

（３）としまして訪問看護を行う機関の拡大でございます。訪問看護ステーションを新

たに設置する場合におきまして、看護師の人件費等、立ち上げに要する費用を支援する

内容となってございます。 

 次の資料番号８につきましては、先ほど申し上げました補助金による支援の基準額で

すとか補助率について記載をしてございます。 

 １ページおめくりいただきまして、資料番号の９をご覧ください。在宅医療提供体制

強化事業としまして、在宅医療多職種連携ＩＣＴネットワーク構築の事業でございます。

こちらは令和３年度、今年度から始まりました新規の内容となってございます。 



内容としましては、在宅医療に関わる医療機関や訪問看護ステーションなど関係機関

におきまして、患者情報や、関係者間の情報共有や相談などを行うため、タブレット端

末ですとか、通信ソフトなどネットワークを構築するために必要となる費用について補

助を行うといった内容となっております。 

 ２段目のＩＣＴネットワーク導入アドバイザー事業につきましては、上段のネットワ

ークを構築し安定した運用が維持できるよう、ＩＣＴの専門家等によるアドバイスなど

を受けるための費用として補助するものとなっております。 

続きまして、資料番号 10 をご覧ください。先ほどの取組の中にもご説明させていただ

きました、在宅医療グループ診療運営事業についての詳細となっております。 

 訪問診療で必要となります 24 時間対応や、患者急変時の対応につきまして、在支診や

在支病の在宅医療を行っております医師が副主治医として指導役となり、主治医の訪問

診療時に同行し助言を行うほか、グループ内の主治医や副主治医同士による夜間休日不

在時の代診や、患者急変時に対応する後方支援病院に対する協力金などについて支援を

行う内容となっております。 

１ページおめくりいただきまして、資料番号 11～12 につきましては、先ほどの取組内

容にもありました多職種連携協議会の主な取組内容となってございます。 

 在宅医療と介護連携推進に係る意見交換や、多職種・専門職の研修、そのほか、高齢

者施設における看取りに関する実態調査など、各圏域における課題をもとに取り組んで

おります。 

１ページおめくりいただきまして、資料番号 13 以降につきましては参考資料となりま

すので説明は省略させていただきます。一部資料について資料が重複しておりますが、

各事業の詳細について抜粋し、参考資料としてまとめさせていただいたものとなってお

ります。 

私からは以上でございます。 

  

【委員長】 

 はい、ありがとうございます。 

ただいま、事務局より説明のあった議題（２）北海道における在宅医療の取組につい

てご意見やご質問はありますでしょうか。挙手にてお願いします。 

○○さん何かありますか。 

 

【委員】 

 訪問看護ステーションの設置促進に関して、初度設備支援という形で立ち上げ支援等

をしていただいているかなと思い、ありがたいなと思っています。 

プラスで、多分ここに出てこないだけなのかもしれないですが、大規模化に向けた支

援といったところの施設整備費が入っているんじゃないかと思うんですけれども、その

辺の周知とか基準額とかを教えていただければありがたいと思います。 

どうなっているのかなどというところをちょっと知りたいなと思っているんですけ

ど、いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 訪問看護ステーションに関しました補助金につきましては、地域医療課以外で

所管をしております内容になっておりますので、詳細につきましては確認をいた

しまして、またご報告させていただきます。  

 



【委員】  

 はい、ありがとうございます。  

ぜひ北海道の看護ステーションは５割以上が小規模というふうに聞いていま

すので、やはり経営の安定化を図っていかないとなかなか設置促進につながって

いかないかなというのもありましたので、どうぞよろしくお願いいたします。あ

りがとうございます。  

 

【委員長】  

 はい、ありがとうございます。  

その他、ご質問ありますか。よろしいでしょうか。  

それでは議題の３、令和２年度北海道在宅医療推進支援センターの活動実績に

ついて事務局から説明をお願いいたします。  

 

議題（３）「令和２年度北海道在宅医療推進支援センターの活動実

績について」 

 

【事務局】 

 はい、それでは資料の２「北海道在宅医療推進センター事業の取組実績」について、

ご説明させていただきます。右上の資料の２番をご覧ください。昨年度、令和２年度か

ら道では「北海道在宅医療推進センター事業」としまして、北海道医師会様と北海道総

合研究調査会様のコンソーシアムに委託をさせていただいて実施をしているところでご

ざいます。 

令和２年度の実績につきましては、まず資料番号２をご覧ください。１番、各医療圏

域又は地域単位の現状・課題分析としまして、国保のデータベース、こちら KDB のデー

タベースとなってございます。また、既存のデータ整理を行い、まず分析から始めると

いうことで取り組みを始めております。整理しましたデータにつきましては、参考資料

１－１としまして添付をさせていただいております。 

次に（２）北海道内の在宅医療の提供に係る実態・課題の把握でございます。こちら

保健所等へのヒアリングや医療機関へのアンケート調査を通じまして在宅医療に係る具

体的な取り組みや課題を整理するというところでございます。 

昨年度は八雲保健所と１医療機関、倶知安保健所と２医療機関、静内保健所、浦河保

健所と１医療機関、留萌保健所と１医療機関、苫小牧保健所に対して実施をしてござい

ます。 

次に２の「医療アドバイザーの派遣」ということで、保健所、多職種連携協議会、市

町村等の求めに応じまして、地域に医療アドバイザーを派遣することとしております。 

専門的な助言、フォローアップを行うということで、医療アドバイザーとしましては、

北海道医師会様、北海道家庭医療学センター様の専門的知見を有する医師ということで

設定をさせていただいております。昨年度につきましては、コロナ禍のため、中々現地

での活動ができていない状況でございますが、センター事業全般の運営や研修の企画な

どについて、ご助言をいただいおります。 

また、地域ごとの課題分析から各種研修会を企画するため、センターではコーディネ

ーターを配置しております。コーディネーターは、老蘇会静明館診療所の医療ソーシャ

ルワーカーの○○様にお願いをして配置させていただいております。 



３の「在宅医療に係る先進事例集の作成」としまして、在宅医療に先行して取り組ん

でいる事例について、今後、在宅医療に取り組もうとされている際に参考となるよう、

また在宅医療のイメージを持っていただくための、事例集を作成するものです。道内で

は余市町、新ひだか町のほか、道外の先進地域事例調査ということで、岡山県の奈義フ

ァミリークリニック様に取材を行い、作成をしております。こちらの事例集につきまし

ては、参考資料としまして１－２に添付をさせていただいております。 

 １枚おめくりいただきまして、資料番号の３、４番のですね、在宅医療に係る各種研

修会の実施としまして、（１）在宅医療推進に係る医師等に向けた研修を実施しておりま

す。こちらの研修は在宅医療への新たな参入を促すため、昨年、12 月 12 日に開催させ

ていただいております。コロナ禍でもございましたので ZOOM ウェビナーで開催をしてお

りまして、当日参加は 43 名の方がご参加いただきましたほか、後日の視聴は 116 名とな

っております。 

内容につきましては、在宅医療の基礎知識ということで、家庭医療学センターの○○

先生にお話をいただいております。 

また、地方と都市部では状況が異なりますので、都市部の取組としましては静明館診

療所の○○先生、地方部での取組として更別村国保診療所の○○先生にお話をいただい

ております。参加者アンケートでは、「在宅医療のメリットが明確に示され、新規参入の

動機付けになる内容で、各地域でも講演していただきたい」といった声があり、とても

参考になったという記載を賜っております。 

続きまして（２）在宅医療に係る同行研修でございます。在宅医療の実際を経験する

ため、在宅医療を実施する医療機関の医師とともに在宅患者宅に同行をするものでござ

います。こちらは本年２月に在宅医療に関心のある３名の医師に対し実施をしまして、

千歳市の向陽台ファミリークリニック、更別村の国保険診療所に受入をしていただいて

おります。研修を受けられた医師からは、疑問点に丁寧にご回答いただけて大変よかっ

たというお声をいただいてございます。 

続きまして（３）人生会議医療従事者向け普及セミナーを開催してございます。こち

ら人生会議（ACP）でございますが医療従事者向けの研修となってございます。こちらは

本年２月 27 日に同じく ZOOM ウェビナーで開催しまして、当日参加は 143 名、後日視聴

を含めました申込み者数は 533 名でございました。 

内容につきましては、人生会議推進に向けた急性期医療現場の取り組みと課題として

倶知安厚生病院の○○先生にお話をいただいております。 

また、事例紹介１として多職種でチームを支援する訪問看護の立場から訪問看護ステ

ーションフレンズの○○様にお話をいただき、事例紹介２で、多職種で意思決定支援を

行っていくということで、医療ソーシャルワーカーの立場から新さっぽろ脳神経外科の

○○様にお話をいただきまして、最後、皆様でパネルディスカッションをしていただい

ております 

アンケートでは、「様々な場面の例があってわかりやすかったと、同時に、患者本人の

意思も変化するということも理解しやすかった」というお声ですとか、「ACP は患者本人

がどうしたいのか？という本人の気持ちからスタートしても良いといことがわかった」

などのお声をいただいております。 

続きまして、（４）人生会議住民向け普及セミナーでございます。人生会議住民向け普

及セミナーにつきましては、高齢者の多くの参加が見込まれていましたので、対面での

実施を考えておりましたが、コロナ禍でワクチンの接種も進んでおりません時期でした

ので、対面での開催に苦慮していたところでございます。 

結果としまして令和２年度の開催予定地域としましては、中空知、日高、上川北部、



渡島檜山、根室を設定しておりましたが、やむを得ず一部開催を見送りまして、中空知

と日高地域で開催をさせていただいております。 

中空知は本年１月 16 日に砂川で開催をさせていただきまして、地域の砂川市立病院の

○○院長先生とソーシャルワーカーの○○さんにお話をいただきまして、28 名の住民の

方にご参集いただきました。こちらももちろん、コロナ対策を十分実施して開催させて

いただきましたところでございます。 

なお、日高の浦河町では本年１月 30 日に開催しておりまして、地域のむかわ町国民健

康保険穂別診療所所長の○○先生と浦河赤十字病院のソーシャルワーカーの○○さんに

お話をいただきまして、30 名の住民の方にご参集をいただいております。 

砂川、浦河それぞれご参加いただいた住民の方のアンケートでは９割以上の方が「参

考になった」とご回答をいただいておりまして、「普段から自分の最期について考え、家

族とも話し合うことが必要」といった感想を持った方が多くいらっしゃったようでござ

います。 

今年度以降につきましても、コロナの感染状況を踏まえながら進めさせていきたいと

思っております。 

続きまして（５）全道の多職種連携協議会の構成員等を対象とした研修としまして、

地域包括ケアシステム構築に向けた多職種合同研修を令和２年 10 月３日に札幌で開催

をさせていただいております。 

保健所や市町村の方を集めて実施させていただきましたが、コロナの感染が比較的収

まっている時に開催させていただきまして、参加者は 45 名で WEB による後日視聴も開催

しております。こちらにつきましては、行政説明のほか、草場先生や北見市の医療介護

連携推進支援センターの○○センター長にご講義いただきまして、「入退院支援」という

テーマで開催をさせていただきました。また帯広保健所の取組と千歳保健所の取組つい

てもご説明をさせていただいております。 

参加者アンケートでは、「事例をもとに連携の課題が分かったと、地域で連携の課題を

話し合い共有してルールを決めることが大切ということが分かった」という声が寄せら

れております。 

最後に５運営協議会等の開催としまして、在宅医療推進支援センターの円滑な運営の

ため、事業実施方針等の協議や運営状況を報告するため、協議会を設置してございます。 

さらに、定期的な運営状況の報告・確認及び情報交換を行う場として「実務者連絡会

議」を設置しております。昨年度は運営協議会を２回、実務者連絡会議を３回開催して

ございます。 

私からの説明は以上でございます。 

 

【委員長】 

 はい、ありがとうございます。 

ただいま、事務局から説明のあった議題（３）「令和２年度北海道在宅医療推進支援

センターの活動実績について」ご意見やご質問はありますでしょうか。挙手でお願いい

たします。 

 特にないようですので、議題の４に進みたいと思います。「北海道医療計画（Ｈ30～

Ｒ5 年度）【在宅医療の提供体制】の進捗状況及び評価（案）」について、事務局から

説明をお願いします。 

 

 



議題（４）「北海道医療計画（Ｈ30～Ｒ5 年度）【在宅医療の提供体

制】の進捗状況及び評価（案）について」 

 

【事務局】                                                           

 北海道医療計画の推進状況及び評価等につきまして、令和２年度の取組実績に基づき

ご説明をいたします。資料は３－１から３－３までとなりますが、資料３－２、３－３

をまとめたものが概要版として資料３として添付をさせていただいております。それで

は、まず資料３－１概要版をご覧ください。 

表紙をおめくりいただきまして、２ページ目に、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でございます。こちら大きく指標区分としまして、左側に体

制整備、機能ごとの体制等、多職種の取組確保等、実施件数等、住民の健康状態等と分

かれております。 

それではまず上から、体制整備の指標単位となります。こちら「訪問診療を実施して

いる医療機関数（人口 10 万人対）」となります。こちら計画策定時の現状値は 15.4 とな

っておりまして、令和５年度の目標値は 19.9 でございます。それに対しまして令和２年

度、こちら H30 年の国保データベースによる現状値でございます。こちらは 15.1 となっ

ておりまして、達成率は 75.9％となっております。 

なお、計画策定時はナショナルデーターベース「NDB」ですね、こちら国から提供され

ておりましたが、平成 29 年度以降国から全道値の提供がありませんので、現状値は国民

健康保険と後期高齢者医療データをまとめました国保データベース、通称「KDB」でござ

います。こちらを使用してございます。現状、提供されています最新の値は平成 30 年の

実績値となっております。令和元年度以降の KDB につきましては、現在、北大のデータ

分析センターにおきまして分析中でございまして、分析が完了しましたら提供される予

定となってございます。 

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数におきましては、計画策定時の現状値は 12 圏域、R５年度の目標

値を 21 圏域としておりますが、Ｒ２年４月の現状値は、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表の右の欄に記載してございます。 

続きまして、「機能ごとの体制等」につきまして、「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ですが、これは 21 圏域を目標値として R2 年度の現状値は 20 圏域

と計画策定時から変化がなく、未実施の圏域は南檜山圏域となってございます。 

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、目標値 21 圏域に対しまし

て、現状値は 10 圏域となっております。在宅療養後方支援病院ある圏域につきましては、

表の右の欄に記載をしてございます。 

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数につきましては、

目標値が 21 に対しまして、現状値は 19 となってございます。在宅看取りを実施する医

療機関のない圏域につきましては北渡島檜山と北空知圏域となってございます。 

次に 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ですが、目標値 21 に

対しまして現状値は 19 となっております。ない圏域は北渡島檜山、北空知圏域となって

ございます。 

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数は全圏域で確

保されておりまして、現状維持となってございます。 

次に、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ですが、



令和２年度の本計画の中間見直し時に追加となった指標でございます。目標値は 21 に対

しまして現状値は 20 となってございます。こちらの設置のない圏域は留萌圏域となって

ございます。 

続きまして、訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施する薬局にある第二次医療

圏数に関しましては全圏域で確保されておりまして、現状維持となっております。 

次に訪問診療を受けた患者数人口 10 万に対しまして、目標値の 664.9 に対し 516.0

となってございます。こちらの数値につきましては計画策定時以降、患者数は年々増加

をしてございます。 

続きまして、住民の健康状態ですが、在宅死亡率について、目標値が全国平均以上と

しておりまして、全国平均は H30 年 21.7 に対しまして、道の数値が 13.6 となっており

まして、全国値に比べますと低い状況となってございます。 

資料１枚おめくりください。評価・進捗状況・評価理由・課題とＲ３年度への取組へ

の反映状況案となってございます。左端、評価・進捗状況につきましては令和３年度の

目標値に、現時点で未達成の指標がありまして、新型コロナウイルスの影響から、研修

など実施できなかった取組がありますことから、４段階中３番目の「一部に努力を要す

る」とさせていただいております。 

右隣に移りまして、評価理由としましては、令和２年度から北海道在宅医療支援セン

ターを設置し、各医療圏域又は地域単位の現状・課題分析や在宅医療に係る先進事例集

の作成、各種研修会を実施するほか、在宅医療の提供体制や地域包括ケアシステムの構

築に向けた介護サービス提供体制を整備するための施設整備やネットワークの構築等を

促進するとともに、第二次医療圏ごとに設置する多職種連携協議会などによる各種研修

会の開催などを実施してきたところでございます。 

こうした中、訪問診療を受けている患者数は増加していますものの、訪問診療を実施

する医療機関数は目標値を下回っておりまして、引き続き、在宅医療の提供体制を構築

するため、在宅医療の実施医療機関数を増やす取組を進める必要があるものです。 

また、新型コロナウイルスの影響によりまして、多職種の合同研修など、一部予定し

ていた研修会等が中止となったことから、今後、WEB など開催可能な方法を検討しまし

て、引き続き、地域における連携促進に向けた機会を充実することが必要と考えており

ます。このような理由から、「一部に努力を要する」といった評価とさせていただいてお

ります。 

個別の施策の状況につきましては、資料３－２をご覧ください。A３横の資料となって

おりまして、まず左上の施策の展開内容の１番「地域における連携体制の構築」を目的

とした関連事業を実施しております。 

 先ほどの評価理由のとおり、主な関連事業の実績につきましては、令和２年度から北

海道在宅医療推進支援センターを設置しまして、各医療圏又は地域単位の現状・課題分

析や各種研修会等を実施してきたところでございます。 

 しかし、新型コロナウイルスの影響から、予定していました会議や研修会などを一部

中止しているといった実態にありまして、そのほか市町村に対するアドバイザーの派遣

や患者情報共有ネットワークの構築について支援を行ってございます。 

次に、施策展開の内容２でございます。在宅医療提供体制強化事業費補助金につきま

しては、資料１でもご説明いたしましたグループ制についての補助ですとか、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事業を実施してございます。そのほか

在宅医療に係る体制整備等の支援としまして、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など、各種実施しているところでございます。 

１枚おめくりいただきまして、３緩和ケア体制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会の実施を予定しておりましたが、

令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響から開催は中止しており

ます。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を実施しているところで

ございます。 

４番につきまして、在宅栄養指導、口腔ケア体制の充実につきましては、口腔ケア普

及啓発のため研修会を実施させていただいております。 

５番の訪問看護の質の向上につきましては、地域における看護職員の連携や医療機関

の訪問看護師を訪問看護ステーションに出向するといった支援を行っております。 

６番の訪問薬剤管理指導の推進につきましては、訪問薬剤管理指導を行う薬局の拡大

に向けた研修会への支援を行ってございます。 

７番、道民に対する在宅医療の理解の促進としまして、人生会議（ACP）や在宅医療に

関連する研修会等により普及啓発を行ってございます。 

最後８番としまして、災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築につきましては、

避難行動要支援者が適切に避難を受けられるよう各種制度の普及・啓発を行ってござい

ます。 

それでは資料３－１の概要の３ページ目にお戻りいただきまして、表の右端の「課題

とＲ３年度への取組への反映状況」でございます。 

黒丸の一つ目でございまして、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、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により地域ごとの課題分析を行う。とさせていただいております。 

黒丸の二つ目としまして、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、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るとしてございます。 

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とを結ぶネットワ

ークのシステムの導入や医療機関と在宅患者との間の遠隔医療に対する取組を支援する

としてございます。 

 次に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、訪問看護事業所などの相互の

連携体制の構築を目指すとさせていただいております。 

 次に医師、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であること

から、医師会、歯科医師会、薬剤師会及び看護協会等の関係団体と連携し、各専門職種

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していただいております。 

 次に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

た研修等を行うとさせていただいております。 

最後に、地域における在宅医療の推進に、地域全体で生活を支えること、支える仕組

みを作りまして、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

とが重要でありますことから、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など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のを提供させていただきながらご意見を賜りたく記載をし

てございます。 

推進状況につきまして、評価案以上でございます。 

  

 



【委員長】 

 はい、ありがとうございます。 

ただいま事務局から説明のありました議題４北海道医療計画在宅医療の提供体制の進

捗状況及び評価案について、ご意見、ご質問ありませんか。 

はい、○○委員どうぞ。 

  

【委員】 

ただいまの説明の中で、資料３－２の２ページ、施策の展開内容番号４の在宅栄養指

導、口腔ケア体制の充実のところでですね。「第二次医療圏ごとに設置している多職種連

携協議会による口腔ケアに係る研修会の実施や情報共有により市町村に対する支援を行

った。」素晴らしいなと思って聞いていました。ありがとうございます。 

このところですね、右の方に１圏域で実施ってございますけど、私こういう事業が行

われているということ知らなかったものですから、１圏域というのはどこで行われたも

のなのか。 

また、どなたが研修会を担当されたのかお教え願えますか。 

 

【事務局】 

 こちら多職種連携協議会の開催につきまして、胆振の方でございまして室蘭か苫小牧

で開催をしている内容でございます。 

ただ、手元に詳細につきまして、資料がございませんので、内容につきましてはまた

後程ご連絡をさせていただきます。申し訳ございません。 

 

【委員】 

 わかったら早急に教えていただきたいと思います。これ多分口腔ケアに対する研修会

ということで歯科衛生士か歯科医師かのどっちかだと思うんですけども、これは素晴ら

しいことなので１圏域といわず 21 圏域全部で毎年行っていただければなというふうに

思います。 

それでこれに関連してなんですけれども、いろんなところで歯科衛生士に関する事項

が出てきてですね、その度に歯科医師の私が代弁して意見を言ったり、要望を出したり

するんですけども、その度に何か違和感があるんですね。 

なぜなら、歯科衛生士に関することを歯科医師の自分が言うとなんか変だな。例えば、

看護師さんのことであれば、看護協会の代表の方が出席して発言される。本来はそうい

う形であるべきで、歯科衛生士の代表がこういう委員会にいないっていうのはちょっと

残念だなというか、説得力ある話をするという意味では、歯科衛生士の口で自らですね、

発言できる場があればいいなと思うので、ぜひいろんな委員会に歯科衛生士会の代表を

入れていただければなと、道の事務局への要望というか、ぜひお願いいたします。 

 

【事務局】 

 道庁でございます。いただきましたご意見につきましては、今後検討させていただき

たいと思います。ありがとうございます。 

 

【委員長】 

  はい、そのほか質問ありませんか。 

私、○○先生に質問したいんですけども、先ほど３－１の資料でね、多職種の取り組

み確保等のところで、上から３番目かな。訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病



院がある二次医療圏数のとき、目標が 21 の現状値が 20 で、留萌だけがない圏域になっ

てるんですけどね、これはどういう原因が考えられるんでしょうか。 

 

【委員】 

  歯科衛生士の数全体を見ると二極分化しているというか、札幌なんかの都市部にはた

くさん衛生士がいるんですけど、地方に行くとまだまだ衛生士さんが足りないんですね。 

特に留萌圏内を考えると、恐らく衛生士さんの数がほとんどいなくて、訪問衛生指導

をしたくてもできないっていうのが現状だと思います。 

 

【委員長】 

  はい、ありがとうございます。何か道庁の方から追加ありますか。 

そういう、見解だそうですね。そうするとまだ 21 にはなりそうもないということなり

ますかね。もう少し頑張らなきゃだ。 

そのほか、質問や意見ありませんか。 

 はい、○○さん。 

 

【委員】 

今の話題にちょっと関連していますが、第３章第 12 節で目標値を設定してっていうこ

とはすごく頑張っているなっていうのは理解できるのですけど、逆に、例えば機能ごと

の体制とかでは、実施している地域っていうのを載せていますが、むしろ目標に近づけ

るのであれば実施していない地域を出して、そこにどういう問題があるかっていうふう

にとらえていかないと数値って上がらないと思うのですが、どうでしょうか。 

または、何が実施ないとか地域での具体的な問題点とか見えていたりするのでしょう

か。いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

  はい、道庁でございます。先生おっしゃる通り実施できていない圏域につきましては

ですね、今後どういったところに課題があるのかというところも整理をいたしまして、

評価をしていきたいと考えております。 

ご意見については参考とさせていただきます。ありがとうございます。 

【委員】 

  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

【委員長】 

はい、○○委員どうぞ。 

 

【委員】 

関連してなんですけども、実は私、前回にも言ったのかもしれないんですが、今回の

評価の機能ごとの体制の中で、在宅看取りを実施する医療機関のある第二次医療圏の数

で、ないっていうのが北渡島と北空知なんですよね。 

そこで、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のところも同じく一

致するような形がありまして、やはり北海道で、ACP とかいろいろ進めているところが

あると思うんですけれども、在宅での看取りを強化していくというか、進めていくため

には、やはり 24 時間体制の訪問看護ステーションがあるっていうことは、重要なところ

なんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺はどんなふうに、道の方では関連



付けて考えているかお聞かせいただければありがたいです。 

 

【事務局】 

道庁でございます。確かにおっしゃられた通りでございまして、例えばその機能ごと

の体制の中で在宅の看取りの二次医療圏数として計画策定時が 20 だったんですが、現状

値 19 ということで下がっていると、もともと計画策定時 20 の段階で、北空知がなかっ

たというところで、そのあと北渡島檜山が追加されているという状況でございます。先

ほどの○○委員にもご指摘をいただきました通り、どういった課題があるのかというの

をですね、地域ごとに聞き取りしながら、今後目標値に向けて施策を考えていきたいと

思います。ありがとうございます。 

 

【委員】 

今の発言でよろしくお願いしたいというふうに思うんですが、要望としては、そこの

訪問看護ステーションって、ほんとに 10 年以上をずっとないっていうところが続いてき

ているので、そういった中で、もしかしたらちょっと強力の何か措置というか支援策み

たいなところに取り組まないと難しいのか、それともそこの圏域だけではやはりとどま

らないので、拡大した中で何とかそこに足を運べるような、何かインセンティブを作る

とかそういうことを考えていただければありがたいなというふうに思いました。よろし

くお願いいたします。以上です。 

 

【委員長】 

はい、○○委員どうぞ。 

 

【委員】 

今回初めて参加させていただきまして、いろいろ道の取り組みがですね、皆様のお話

を聞いて非常に勉強になりました。一応委員として、発言をしないと参加している意味

がないので、ちょっとコメントさせていただくんですが、私はケアマネージャーという

立場でこの委員にさせていただいてまして、たまたま日曜日に 1 人の方をご自宅で看取

る支援をさせていただきました。フィールドは札幌ですので、皆さんの意見のあるよう

な社会資源とか、たくさん比較的あるところです。私が聞きたいというか、興味を持ち

ましたのは、やっぱり在宅で亡くなる、看取るっていうふうなパーセンテージが全国か

ら比べて低いっていうところをどうにかしたいなというふうに、要は本人たちの気持ち

の中で、家で看取りたいって方はやっぱり私たちも関わる機会があるのですが、どうも

ですね、なかなかそこが踏ん切りがつかなかったり、うまくいかないところが多くて、

それは人生会議などで多分フォローしながら、意識高揚を図ってらっしゃるんだろうな

っていうふうに聞いたんですけども、どうにかそこを上げれるような、取り組みを全道

でできればいいかのなと思っております。 

具体的な意見がない中でちょっと発言をしてしまって申し訳ないんですけども、一応

委員として参加させていただいていますので、そこの部分がケアマネージャーの立場と

してですね、より効果的な方法や、また家族も含めた中での看取りを持っていけるよう

な取り組みが具体的にできればいいのかなと思ってコメントさせていただきました。以

上になります。 

 

【事務局】 

道庁でございます。ただいまいただきましたご意見、大変重要な論点だと思っており



ます。今おっしゃられたように人生会議等で道民の方に 1 人でも多くの方にご理解いた

だく、知っていただくということが重要だと考えておりますので、在宅医療推進支援セ

ンターを通じた研修会などを今後引き続きやっていきたいと思います。ありがとうござ

います。 

 

【委員長】 

はい、そのほかご質問ありませんか。 

変な意見で申し訳ないんですけど、このない圏域って出すといつも同じところしか出

ないから、マイナスイメージが出てしまうので、多分ない圏域を書くっていうのはなか

なか道庁としてはできないんじゃないかなっていうような配慮が働いているんじゃない

かというような感じがいたしました。 

いつも同じところになっちゃうんですよね、これはちょっと考えすぎかもしれません

けど。他にご意見か何かありませんか。 

○○先生、何かご意見お願いします。 

 

【委員】 

小さいことですが、先ほどの在宅の死亡率ですが、在宅の定義が、以前もこの委員会

で言ったと思いますが、医療と介護、また同じ医療の中でも定義がまちまちですよね。

これはやっぱり統一して書いたほうがいいと思います。 

それとここを見ると死亡の場所で自宅と老人ホーム合わせて在宅ですが、在宅の定義

ではもっと広くやっている場合もあるんですよね。そのあたりの在宅の定義というのも

ちょっと書いていただくといいし、できれば、ここでいう在宅、自宅・老人ホーム以外

にも、例えば介護施設あるいは病院とかも参考に書いていただくと、どこで死亡してい

るのか、その中で在宅では北海道は全国に比べてどうなのか、いろいろ比較ができ、よ

くわかると思います。先ほど他の委員も言ったとおりここのところ上げたいと思えば、

そういう資料があれば参考になるんじゃないかなと思いました。以上です。 

 

【事務局】 

道庁でございます。先生からいただきましたご意見は、医療計画の中間見直しのとき

にも先生からご意見いただきまして、中間見直しの中では記載事項を先生のご意見踏ま

えて整理をさせていただいていたところではございますけども、こういった資料の中に

もですね、皆様にわかりやすいように記載をしていきたいと考えております。ありがと

うございます。 

 

【委員】 

よろしくお願いします。 

 

【委員長】 

○○先生お願いします。 

 

 

【委員】 

３－１の訪問診療実施している医療機関数が、計画策定時よりも現状値で減ってます

よね。これは閉院したしたとかですね、あるいは在宅診療やめたとか考えられるんです

けど、どちらが多いんでしょうか。 



閉院してやめたのか、忙しくてやめちゃったとか、そこら辺の分析ってあるんでしょ

うか。 

 

【事務局】 

道庁でございますけども、分析についてはまだちょっと追いついてないものですから、

今後整理をいたしましてですね、次回の機会にでもご報告をさせていただきます。 

 

【委員】 

もう一つ、そうすると訪問診療の総数というか総回数っていうのは増えてるんですよ

ね？ 

この計画作成時と現状値の間でね。KDB からわかると思うんですけど、どうですか？ 

 

【事務局】 

この件数が増えていることについての分析をどうしていくかということでしょうか。 

 

【委員】 

増えてるということは需要が増えてるっていうことだとは思うんですけどね。 

来てくださいという人は増えてるが、やってる医療機関は減ってるということになる

なっていうことでしょうね。 

 

【事務局】 

そうですね、先生おっしゃられたように廃止されたのか、在宅辞められたのかってい

うところはあるんですが、頑張っていらっしゃる在宅の先生方の件数自体は増えている

ということだと思います。 

 

【委員】 

忙しいところは、ますます忙しくなってるのかもしれないっていうことですね。 

わかりました。どうもありがとうございます。 

 

 

【副委員長】 

在宅医療機関の減少についてですが、開業医の先生の高齢化が進んできており、在宅

医療を手がけている先生が撤退するというケースが、最近散見されるようになってきて

いるなと感じます。特に地方都市で今まで頑張って在宅をされていた先生が 80 代へ入っ

てくるとさすがに難しくなり、他の在宅医療提供機関に患者をご紹介いただくようなケ

ースも増えています。 

ですから現状としては、若い開業された先生で在宅に参入する方がそれほど多くない

状況で、今まで在宅を担ってこられた高齢の先生が退出をされることにより、現在在宅

医療を頑張っているところに患者さんが集約化されているという印象があります。 

ですから件数は増えているけども、在宅をやっている医療機関は減少するという流れ

になっていると考えています。地域による格差も非常に大きいというのが現状で、やは

り一般的な診療所の中で少しでも在宅をやっていくシステムに変えていかなければなら

ないなと感じます 

あともう１点はコロナ禍の中で、なかなか施設などに入所している家族に面会ができな

いという状況が増えてきています。ですから今まで施設療養という選択肢のハードルが



上がってきており、最期の時期を家族と一緒に過ごすことのできる在宅医療を望む方が、

札幌でも、全道的にも増えてきている印象があります。 

 

【委員】 

はい、どうもありがとうございます。 

 

【委員長】 

○○さんどうぞ。 

 

【委員】 

先ほどもお話あったんですけど、多職種連携協議会のところで、人生会議とかの研修

会の数的なものが今回４圏域でとか、医療従事者向け１回とか住民向け２回とかですね、

回数的にはそんなに多くないのが、資料３－２に載ってましたけど、この辺のところで

先ほどもありましたけど、なかなか道民全体に普及するような数には思えないんですけ

ど、今後この辺のところもっと増える、増やしていくために、どうしていくとかという

方向性って考えていらっしゃるんでしょうか。 

 

【事務局】 

はい、道庁でございます。そもそも令和２年度につきましては、コロナの影響等もあ

りましてですね、一部中止せざるを得なかったというところもございまして、数的に減

っているというところがございます。 

ただこの多職種連携の協議会につきましては、研修会などにつきまして重要なもので

ございますので、今後、集まっての会議や研修ができないとかっていう場合につきまし

て WEB でやるですとか、いろんな方法を検討しながらですね、研修会の方を充実させて

いきたいと思っております。 

 

【委員長】 

よろしいでしょうか。○○先生どうぞ。 

 

【委員】 

意見ではなく一応報告といいますか、資料の３－２になります。６番ですね、訪問薬

剤管理指導の推進の中の在宅医療推進研修会についてですが、こちら今年度も開催を予

定しておりまして、今再三話題になっております人生会議（ACP）に関する普及に関して

ですね、なかなか薬局薬剤師今まであまりこういった研修会を積極的に行われてなかっ

たんですが、いろんなところでこういった研修会が開催されてるってことで、今年度私

達北海道薬剤師会主催となりましてこの人生会議（ACP）の普及の研修を薬局でも今年度、

年明けになると思いますが、開催を予定しております。この一環でやろうと思っており

ますのでご報告させていただきます。以上です。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

 

【委員】 

この会議何年か出させていただいて最初の頃から見ると、すごくいろんな啓発活動が

進んできて、道民の方の在宅に対する意識が少しは変わってきているのかなっていう印



象がありますが、数は増えてきているっていうのは高齢者が増えてきたっていうのもあ

りますし、老々介護の状況とかですね、最近は結構とにかく病院に行きたくない、コロ

ナの関係もあって在宅になるケースが多いですね。 

あと、家族は在宅をある程度受入れますが、システム的にずっと在宅は難しい。ある

程度施設を上手く利用しながら在宅療養を希望するというふうになってきたときに、例

えばうちの田舎ですと、ケアマネージャーの数が足りない。なかなか介護申請を通って

もその次に進めないっていう現状がありまして、多分その以前は在宅をするにも色々相

談できることあったのですが、今はしたくてもなかなか難しい。 

先ほど 24 時間の訪問介護の話にも関係しますが、十勝圏にはあるのですが、足寄には

24 時間はない。じゃあ在宅の時、土日どうしてるかっていうと、土日は病院の看護師が

関わるっていう体制を協力しながら作ってというところがあります。どっかでそういう

工夫をしながら取り組んでいる地域もあると思うので、昔と違っていろいろ在宅のあり

方っていうのに関してはニーズが変わってきているところがあるのではないかなって思

います。 

これまでもきっと研修会でいろんな意見が出ていると思いますが、そういうふうに今

何が求められているかっていうことも、もう少し拾い上げていただけるとありがたいか

なと思います。 

 

【事務局】 

道庁でございます。ありがとうございます。地域ごとでそれぞれの実情というのがご

ざいますので、在宅医療支援センターの中でもですね、地域ごとの取り組みというのを

まとめた上で、好事例として、横展開を図っていくということでやっておりますので、

今後そういった事業をいろんな地域のですね、取り組みをまとめて、周知をしていきた

いと思っております。ありがとうございます。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。看護協会の（山本）○○委員どうですか。 

 

【委員】 

先ほど ACP の研修だとか会議とかの話があったかと思うんですけども、看護協会でも

その終末期倫理とか終末期医療に関する交流会みたいなものを開催していまして、結構

参加者が多かったりっていうのもありますし、今年も 10 月 16 日にコロナ時代の ACP と

いうことで、静明館診療所の○○先生にご足労いただきまして研修をやって、やっぱり

100 名ぐらいは協会の会員が出席するような形でやらせていただいてます。 

結構コロナ禍の中でも WEB を使って、300 人以上が入るような研修っていうのをやっ

て来てはいるんですが、この道の計画の中には、そういった関係団体がやったものって

いうのが含まれないのかなっていうふうに思うんですけども、もしそういう関係団体で

やっているところも、実績にして含めて全道的にそうやって展開してますよっていうふ

うに言えるんであれば、そういう形で実績っていうのもうちにもあるかなっていうふう

に思ったんで、ちょっと情報提供させていただきました。以上です、ありがとうござい

ます。 

 

【事務局】 

道庁でございます。様々な取り組みを私ども全体としてですね、各団体の取り組みを

知っておく必要もございますので、いろんな機会を捉えて、皆様方に実施状況をお伺い



して、まとめていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

【委員長】 

○○さん、ご意見をお願いします。 

 

【委員】 

前回の会議で、住民向けにも研修会をやっていただけるということだったので、私ど

もがやっている道立の消費生活センターで行われる一般の消費者向けの暮らしのセミナ

ーで、オンラインになってしまったんですけれども、講師の方を呼んで初めて ACP につ

いての研修会をしました。 

人数的にはまだオンラインを始めたばっかりだったので、約 30 名ちょっとではあった

んですけれども、もともと私どものところで、終活の講習、亡くなった後の財産のこと

であるとか、お葬式のことであるとか、一般的にタブー視されるものもずっと前からや

っているので、ただ、この亡くなるまでの間の医療サービスに関することとか、福祉の

介護サービスに関することっていうのは、ちょっと、特に医療サービスというのは専門

的な内容が多すぎて、勉強したくてもなかなかできなかった。 

それで、例えば献体をするとか、最後の延命措置はしないとかっていうところまでの

選択をして、家族に伝えている方はいたんですけど、もっと細かい色々な方法があると

いうこととか、それから病院で最期を送るのか、自宅にする場合はどういうふうにした

らいいのかというようなことを、最初だったので２時間だけのお話だったんですけれど

も、この話が聞きたかったっていう方も結構いらっしゃったので、できればコロナが済

めばもうちょっと人を入れられる、またオンラインでも並行していて、5、60 人ぐらい

参加者が多くなってきているので、多くなってきた頃にまたですね、この前がケアマネ

ージャさんの立場からのお話だったんですけれども、医師の方とかあるいは訪問看護の

立場の方とか、そういうちょっと立場の違う方からもいろいろな情報を入れての研修が

できればよりいいのかなと思っています。 

私どもの研修を受けた方は、道内各地で自分たちでまた研修会を計画する方たちも結

構見ているので、また最近だと市町村の方もオンラインなので参加されているんですね。

その方たちがやっぱり道立のセンターとやった新しい話題なればすぐやりたいっていう

声が上がるので、ぜひ、また利用させていただいて、講師を派遣していただければとい

うふうに思っています。ありがとうございました。 

 

【事務局】 

道庁でございます。ありがとうございます。 

人生会議の方もですね、極力多くの地域でやりたいところではあるんですが、集まっ

ていただく方がご高齢の方が結構多いという中でオンラインがなかなか難しいというの

もありまして、実地でお集まりいただくというほうがよろしいのではないかということ

で、感染状況配慮しながらやってはいたんですけども、今後落ち着きましたら、少しず

つ広げていきたいなと考えているところでございます。ありがとうございます。 

 

【委員長】 

よろしいでしょうか。この医療計画の案について、他にご質問ありませんか。 

なければ次に移りたいと思います。議題の（５）「令和３年度北海道在宅医療推進支援

センターの活動予定について」事務局より説明をお願いいたします。 

 



議題（５）「令和３年度北海道在宅医療推進支援センターの活動予定につ

いて」 
 

【事務局】 

令和３年度北海道在宅医療推進支援センター事業の取組につきまして、資料４により

ご説明させていただきます。 

資料４、資料番号２をご覧ください。今年度２年目となります北海道在宅医療推進支

援センターにおきましては、昨年度に引き続き、道内の在宅医療推進に向けた各種取組

を実施してまいります。 

こちらの取組につきましては、３つの視点に基づいておりまして、一つ目としまして、

在宅医療の担い手となる医師への支援、こちらは医療アドバイザーですとか、コーディ

ネーターによるアドバイスやフォローアップになります。 

 二つ目としまして、在宅医療サービスの受け手である住民の支援、人生会議などの普

及啓発に向けた研修会等を実施してまいります。 

 三つ目としまして、多職種連携協議会に対する支援になりまして、研修会などにより

医療・介護連携を促進できる支援を展開することとしてございます。 

各取組につきましては、単発でバラバラに実施をして終わりということではなく、ま

ず基礎的な情報の整理を行いまして、各圏域・地域単位の現状・課題分析を行いまして、

現地調査やヒアリングにより先行事例を拾い出し、事例集を作成いたします。 

その後に在宅医療推進に係る医師向け研修を行い、道内医師の事例による体験談など

を含めまして、この研修を受講された方から実際の在宅医療の現場に同行する同行研修

に参加をしていただきまして、同行研修に参加された医師が活動されている地域に対し

アドバイザーによる在宅医療の推進に向けたアドバイス等を行い、フォローアップも行

っていくといったより実効性のある形で、まずは在宅医療を提供していただける医師に

参入をしていただくことを考えてございます。 

そのため、調査や事例集などは昨年度の実績を活用するなど、支援センターで蓄積さ

れたものを今後も活用していくということにしてございます。 

資料１枚おめくりいただきまして、資料番号３をご覧ください。１番としまして、ま

ずは、各医療圏域又は地域単位の現状・課題分析としまして、（１）医療圏域・地域単位

等による在宅医療整備・実施状況の把握と整理としまして、各種統計データを収集・整

理しまして、在宅医療の整備・実施状況を概観できる資料を作成することとしてござい

ます。 

 次に（２）北海道内の在宅医療の提供に係る実態・課題の把握としまして、統計のデ

ータでは把握できない実態や課題について把握することを目的としまして、保健所及び

医療機関に対して実地でのヒアリング調査を実施することとしてございます。 

次に、２医療アドバイザーの派遣としまして、各圏域等における在宅医療の推進を支

援することを目的としまして、在宅医療の推進に向けたアドバイスやフォローアップを

行うこととしてございます。 

 令和３年度につきましては、複数回医療コーディネーターを派遣しまして、在宅医療

を推進するモデル地区を設定することを検討してございます。今年度は羊蹄地区、苫小

牧地区とすることを現在検討中でございます。 

 当該地域の保健所等に対するヒアリング・データ整理により地域の課題を把握しまし

て、その結果を踏まえ地域の取組に対する支援を検討し調整を行います。おおむね３回

程度医療アドバイザーを派遣することとしまして、アドバイス等を行うほか、電話やメ



ール等で進捗確認を行うなど、伴走的に支援することとしてございます。 

資料番号４をご覧ください。３番としまして在宅医療に係る先進事例集の作成でござ

います。保健所や医療機関へヒアリング調査を実施しまして、事例集を作成することと

してございます。 

 新型コロナウイルスの感染状況等も含めまして、事例集に対する取材等は Web 等も含

めまして実施をしてございます。 

４在宅医療に係る各種研修会の実施でございます。こちら（１）在宅医療推進に係る

医師等に向けた研修を実施いたします。こちらは、在宅医療に従事又は従事しようとし

ている医師等の在宅医療に対する「心理的なハードル」を下げまして、在宅医療への新

規参入を促す、制度ですとか、診療報酬に関する知識の習得を目的としたものです。今

年度につきましては、テーマ別にオンライン研修として実施を予定してございます。 

１枚おめくりいただきまして、資料番号５をご覧ください。研修事業の続きとなって

ございます。（２）としまして、在宅医療に係る同行研修でございます。在宅医療に関心

のある医師、在宅医療を開始しようとしている医師が、実際に経験する「同行研修」を

実施いたします。実際に在宅医療を実施されています６医療機関に受け入れ先として予

定をしてございます。 

（３）在宅医療及び人生会議（ACP）に関する医療従事者向けの研修としまして、患者

からの相談に適切に対応できる体制を強化するため、こちらのテーマ別にオンラインで

実施を予定してございます。 

次に（４）在宅医療及び人生会議に係る住民向けの研修としまして、道民の皆様向け

に在宅医療への理解や ACP の普及・啓発を目的として実施をいたします。緊急事態宣言

の延長が９月にございまして、予定しておりました八雲町での開催はですね、現在延期

をしてございます。今後感染対策を含め、開催時期については検討を進めて参ります。 

 また、先ほど斎藤委員からもご発言をいただきました札幌に関しましては、北海道消

費協会様がですね、指定管理者を務められております道立の消費生活センターについて

開催をしてございます。こちら北海道消費者協会様からご依頼をいただきまして、講師

につきましてはご紹介派遣させていただいております。 

（５）に関しまして、全道の多職種連携協議会の構成員を対象とした研修としまして、

各圏域共通の課題や先進的取組の共有を目的として開催を予定してございます。 

１枚おめくりいただきまして、こちら A４横の業務スケジュールとなってございます。

新型コロナウイルスの感染拡大等もございますのでスケジュール等につきましては、若

干遅れ気味というところもございますが、感染拡大の状況も踏まえまして取り組みの方

を進めて参りたいと考えております。私からは以上でございます。                                                                

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

ただいま事務局から説明のありました議題の（５）「令和３年度北海道在宅医療推進支

援センターの活動予定について」ご意見や、ご質問ありますでしょうか。 

○○さんは、このような内容で、今回申し入れがあったということでよろしいですか。 

 

【委員】 

 今回私も勘違いしていた部分もあるんですけれども、お願いしたらこのテーマで講座

をしていただけるっていうイメージがあって、センターで行う事業が、こちらで企画立

案する事業なものですから、そういうのにちょっと利用させていただいたっていうイメ

ージでだったんですけれども、多分道内も中堅都市には消費生活センターがありますし、



そういうところでは、結構頻繁にこういう研修会があるんですけれども、いずれもやっ

ぱり企画立案して、講師をお願いするっていうやり方なので、在宅医療推進支援センタ

ーさんの方で企画立案して、ここでやりませんかっていうのももちろん続けていくやり

方の一つとしてあるとは思うんですけれども、もう少しコロナが収まってからでないと

なかなか医療現場の方が来ていただくっていうのは難しいというのは承知しているの

で、もうちょっと落ち着いてあるいは、オンラインと併用しながらでいいので、このテ

ーマで話を聞きたいから来てほしいっていうのに対応していただけるような体制をして

いただけると住民側の勉強会とか、高齢者の方から今高校生とか、消費者教育あるいは

自主的に勉強される方がすごく多いので、とても関心があるテーマであると思いますし、

今まであまり機会がなかったので、ぜひこちら側からすると使いやすい何か体制にして

いただけると、もっと希望が出てくるかとは思うんですが、数が多くなりすぎるとなか

なか大変っていうんであれば、その辺りの調整は必要だと思うんですけれども、もう少

し気軽に話を聞けるようなやり方というかそういうのがあるといいなっていうふうに思

いました。 

また、高齢者の方はなかなかオンラインでやるのは厳しいと思うのでということだっ

たんですけど、確かに一方で全くさわれないっていう方もいるんですが、スマホからパ

ソコンとかそういうものを十分に活用されて、今センターの方でやっている暮らしのセ

ミナーも平均年齢 60 代から 70 代の方が結構いらっしゃいますので、その辺りは使って

いる方、60 代以降の方も十分いらっしゃるので、この辺りは高齢者向けの話題なので対

面でっていうのももちろん一理あるとは思うんですけれども、むしろ少し動けるぐらい

の年代の方、あるいはライフプランを立てる勉強をするのって高校生ぐらいの家庭科か

らやるんですね。その時に最後の最後にちゃんと自分の一生をどうするかっていう中に

組み込んでもいいと思うんで、特に高齢者あるいは高齢者見る立場の人たちだけすれば

良いっていうのではなく、幅広くと考えていただいた方がより広く道民の方に伝わるん

じゃないかなというふうに思います。以上です。 

 

【事務局】 

道庁でございます。ただいまいただいたご意見の通り、やはり高齢者だけでなくです

ね、若い年代の方にもこういうことに興味を持ってお話を聞いていただくということは

必要なことだと考えております。 

今いただきましたご意見につきましてですね、こちらでも検討させていただきまして、

効果的な研修を実施していきたいと考えております。ありがとうございます。 

 

【委員長】 

○○先生どうぞ。 

 

【委員】 

先ほどの令和２年度の実績のところでもあったんですけど、ZOOM を用いた研修会の場

合に、後で聞きたいっていう人が多いんですね。その現地っていうかリアルで聞くより

もあとで聞きたいっていう人が多かったような数だったと思うんですけど、その場合や

っぱり ZOOM 持ってないと聞けないとかあるいは１週間以内なら聞けるとかね、ZOOM の

録画の仕組みによるとは思うんですけど、その辺はどうなってるんでしょうか？ずっと

後まで聞けるのかどうか。 

 

 



【事務局】 

研修会の動画に関しましては、終了後約 1 ヶ月程度を公開期間としまして、ご覧いた

だけるようにさせていただいてございます。 

 

【委員】 

それは ZOOM 持ってないと聞けないんですか？ 

それこそスマホから簡単に聞けるとかね、そういう仕組みには今のところになってな

い？YouTube に上げるとか、そこまではやってないんですよね？ 

 

【事務局】 

インターネットのブラウザー画面からご覧いただけるようになっておりますので、

ZOOM からでなくても、ご覧いただけるようにはなってございます。 

 

【委員】 

はい、いい話が多いと思うので、今年も何回もやるようですから、簡単に後からでも

見れるようにぜひお願いしたいと思います。以上です。 

 

【委員長】 

それをホームページからですか？ 

 

【事務局】 

視聴用の URL がございまして、URL から視聴していただく形になってございます。 

 

【委員】 

そうすると全道の住民の方が簡単に見れるっていうものではないということになりま

すね。その URL を知らないと見れないという話ですよね？ 

 

【事務局】 

道庁でございます。今のところはそういう形になろうかと思うんですけども、今国の

方でもいろんな制度概要の説明ですとか、YouTube で見れるようになっておりますので、

そういったいろんな動きを見ながらですね、どういったことが一番いいのかということ

も検討させていただきたいと思います。 

 

【委員】 

わかりました、よろしくお願いします。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。ほかにご質問や意見ありませんか。 

では、ないようですので全体的にですね、副委員長から何かご意見をいただきたいと

思うんですが。 

 

【副委員長】 

今年度ももう上半期が終わりつつありますが、私自身はこの在宅医療推進支援センタ

ーの医療アドバイザーという形で、少しずつ働かせて頂いています。その中で、苫小牧

とか羊蹄のように、地域から在宅普及のニーズが出てくる動きがここ 1 年で見られたの



が非常にいい流れだと思っています。 

あと地域の医療資源、介護資源が非常に少ないところで、何とか在宅医療を展開され

ている先生の具体的な取り組みの状況なども見えてきていますので、こういった形で毎

年少しずつ地域の探索を進めていきながら、好事例を共有するということを続けていき

たいと考えています。先ほどの北檜山や北空知など在宅普及が非常に厳しい地域にも、

少しでも在宅医療を展開できるように、その芽を見つけていくのが今年度のポイントに

なるかなと思っています。多くの先生方のたくさんのご協力いただきながら進めていく

ことになるかなと思っています。 

 

 

【委員長】 

ありがとうございます。 

委員の皆様、最後に何か絶対言っておきたいということは、ありませんか。 

○○先生どうですか。何かありませんか。 

 

【委員】 

はい、今後こういった事例集っていうのもうまくまとめていただいて、いろんな先生

とかにも目に通していただけるような形にもなっていただけると大変いいかなっていう

ふうに思いますし、いいことだけじゃなくて、困っていることとか、問題点とかをもう

ちょっと堀り下げていけるといいかなっていうふうに思います。 

ありがとうございます。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

○○先生、ご意見ありませんか。 

 

【委員】 

すみません、特にないんですが、今聞いててわかったことはコロナになって、我々色々

大変だったんですが、在宅で仕事をやるとか、このような WEB 会議が非常に発達して、

先ほど消費者協会の方が言ったようにお年寄りでもですね、必要に迫られて結構今やっ

てる方は確かに多いなと感じました。 

このようなことも活用しながらですね、広めていければなと思いました。以上でござ

います。 

 

【委員長】 

ありがとうございます。 

○○先生、何か最後に。 

 

【委員】 

ありがとうございました。先ほどちょっとお話させていただいたんですけど、総医協

の中の各いろんな委員会の中に、ぜひ歯科衛生士の委員をですね、入れていただければ

なというふうに最後にお願いいたします。 

 

 

 



【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

○○先生どうですか。 

 

【委員】 

はい、ありがとうございます。薬局の方はですね今年の 8 月から認定薬局制度という

のが始まりまして、地域包括ケアシステムの中で入退院を連携する薬局としてですね、

地域連携薬局という制度が新しく始まってます。今はまだ件数少ないんですが、今後こ

ういった地域医療の中で在宅に中心的になってく薬局は多分この認定を受けた薬局にな

っていくと思いますので、そのあたりの薬局の情報も薬剤師会の方からも逐一情報提供

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

はい、○○さん何か最後に一言お願いします。 

 

【委員】 

先ほどの情報提供で言い忘れたんですけど、実は 10 月 16 日に ACP の基調講演含めて、

実践報告が 8 事例ありまして、訪問看護介護保健施設、通所の介護施設、グループホー

ムっていう形でかなり幅広く看護師の方からの好事例の報告ありますので、もしよろし

かったらそういう情報収集をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

 

【委員長】 

はい、○○さんはいらっしゃいますか。ちょっと中座されてるのかな。 

○○さん、お願いします。 

 

【委員】 

今日全然そんな話にはなってないんですけど、在宅の方で最近リハビリテーション関

連のところでは非常に装具ですとか、義足ですとかそれらを使ってる方がなかなか病院

でフォローされない。その在宅にいるとそのままのフォローされるところ相談するとこ

ろがなくて、長いことそのままこういうような状況があるような情報がこちらにはたく

さんあるんですけど、ぜひこの辺のところを今後どうにかしたいなというふうに考えて

おりまして、ご協力いただけることがあればお願いしたいと思います。以上です。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

○○さん、最後に一言お願いします。 

 

【委員】 

初めて皆様とこうして参加させていただきまして、このような活動されてるっていう

のは、大変勉強になりました。 

やはり先ほどもコメントさせていただいたようにですね、我々ケアマネージャー、地

域包括ケアの基ですね、在宅でやっぱり最期まで居れると、その本人たちの意向とか思

いがあればっていうことでしょうけれども、それを実現できるように全道単位にできる

ということが大事なんだなあと改めて思いました。ですから、こういった活動をして私



がやっぱり感じるのは、私たち福祉職っていうのは、本人たちがどうしたいのかってや

っぱ第 1 優先で考えなくちゃいけないところになるもんですから、その人生会議という

んでしょうかね。ですから、その自宅で亡くなるということが一つの選択肢として、自

由に出せるようなそういった土壌を作っていくってことなんだろうなっていうことを改

めて思ったところであります。 

本当に医療職の先生方に、協力を私達福祉職はいただかないといけないと思うんです

けども、私たちもやっぱりケアマネージャーとしてですね、そういった在宅で可能な限

り居れるように支えていけるようなマネジメント力を備えていきたいなと思って改めて

思いました。 

どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

ありがとうございます。 

○○さん。 

 

【委員】 

皆さん専門的な現場での進捗状況等を聞かせていただいていたんですけれども、今ぐ

らいだとやっと住民も知る努力をする必要がある時期に来たのかなと思っているので、

是非何かこちらの方でできることがあれば引き続き協力させていただきたいのと、それ

から一つ、講座をやった時に、国が作ったものなのではないかなと思うんですが、動画

をちょっと見せていただいたんですけど、私たちが知りたい核心が全然ない、ちょっと

イメービデオに近いんですけど、すごく具体的なものがあんまりない感じに思えたんで

すね。もし、予算のかかることなんですけれども、もっと広く住民にってなる時に、そ

ういった短い動画が、例えば YouTube とかそういうところで見られる程度の短いもので

もいいので、少し具体的な流れというかそういうのがあると、こういうことを決めなき

ゃいけないんだとか、こういう話ができるんだっていうことがよりで具体的になってい

いのかなっていうふうに思います。特別タレントさんを使う必要とかないんですけど、

研修会に行く前に最初のきっかけになるようなものができればいいかなというふうに思

っているので、もし機会がありましたらご検討いただけるとありがたいなと思います。

以上です。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

○○先生、最後の最後の最後ですが、何かご意見ありませんか。発言ありませんか。 

 

【委員】 

いえ、やっぱり ZOOM とか、今も出ましたけど、高齢者でも結構使えるということが、

私も思います。テレビなんかでも、最近テレビ買い換えたら YouTube のチャンネルあっ

てすぐ YouTube 見れるんですよね。だからそういうものを少し活用して、どこにいても

情報にアクセスできるというようなことを少しやっていかなきゃならないかなと思いま

した。以上です。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

最後にその他として事務局から何かありますか。 



【事務局】 

特にございません。 

 

【委員長】 

はい、以上をもちまして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】 

皆様長時間お疲れ様でした。ありがとうございました。皆様にご意見いただいたもの

につきまして、まだご回答できていないものにつきましては追ってご回答させていただ

きます。 

次回の在宅医療小委員会の日程でございますが、後日また追って事務局の方からご案

内とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

はい、それでは地域医療専門委員会在宅医療小委員会を閉会したいと思います。 

本日は円滑な会議の進行にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

 


