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平成３０年度第４回北網保健医療福祉圏域連携推進会議 議事録 

日 時：平成 31年 3月 19日（火）18:30～19:30 

場 所：端野町公民館 多目的ホール 

出席者：別添「出席者名簿」のとおり 

議 事：別添「次第」のとおり 

 

１ 議 事 

（１）北海道医療計画北網地域推進方針の推進状況について 

杉本企画総務課長（北見地域保健室） 

  さきほど、今野会長からの挨拶にもありましたが、新たな北海道医療計画に基づく北網地域

推進方針につきましては、委員の皆様から多大なご協力を賜りまして、昨年１０月に作成した

ところでございます。皆様には、この場をお借りして、厚くお礼申し上げます。 

さて、北海道医療計画に基づく地域推進方針につきましては、毎年度、本会議におきまして、

施策の取組実績と課題等を踏まえた、今後の対応方針などについて協議させていただいている

ところでございますが、本年度より、新たな推進方針に基づく取組状況の把握と、評価を行う

こととなりますので、引き続きご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

着席して説明させていただきます。 

それでは資料１をご覧願います。 

この推進状況表につきましては、道の取組のほかに、市町・関係機関等からご報告いただい

た内容も踏まえながら作成したものとなっております。 

表の構成ですが、推進方針において、指標と数値目標を設定している５疾病５事業及び在宅

医療の提供体制については、１番目の「推進状況及び評価」として、数値目標の達成状況、２

番目の「主な取組の内容等」として、取組の実績、課題、今後の方向性を記載しておりまして、

数値目標等を設定していない難病対策と歯科保健医療対策につきましては、「主な取組の内容等」

のみ記載しております。 

なお、推進方針を作成してまだ間もないため、数値目標の達成状況に関しては、最新の統計

データが公表されていない項目が多数ありまして、また、取組内容につきましても、未実施の

ものもございますので、ご了承願います。 

また、この推進状況表につきましては、毎年度、道本庁へ報告し、道本庁においては、北海

道医療計画の進行管理の一部として、北海道総合保健医療協議会に報告するとともに、ホーム

ページにより道民に周知することとなっております。 

時間の都合もございますので、各事業の主な事項を中心に説明させていただきます。 

 【01がんの医療連携体制】 

はじめに、がんの医療連携体制です。 

１番の推進状況及び評価の部分の数値目標の達成状況ですが、一つ目の、市町村実施のがん

検診受診者の割合ですが、推進方針で現状値としました平成２７年度のデータと、平成３０年

度の実績欄に記載している数値、これは、平成２８年度のデータなのですが、比較すると軒並

み下がっていますが、これは、割合の算出方法が変更され、母数とする対象者の範囲が大きく
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なったため、割合が下がってしまったものでありまして、割合ではなく検診受診者数で比較し

ますと、胃がんは増加、その他は、ほぼ同等という状況ということですので、平成３０年度の

欄に記載した実績数値をベースに推移を見ていく事になるかと考えております。 

二つ目の特定健診における喫煙率につきましては、記載のとおり、推進方針で現状値としま

した平成２８年度の１７．１％に対し、平成２９年度は１６．３％と、若干ですが減少してお

ります。 

三つめのがんの標準化死亡比については、最新データが公表されておりません。 

次に、２番の主な取組の内容等ですが、①から③はがん予防の推進、④と⑤が早期発見、次

の２ページ目の⑥から⑪が医療連携体制の整備、⑫が、がん登録に係る取組となっておりまし

て、小学校での未成年喫煙防止講座の実施や、医療機関における市民公開講座における普及啓

発、がん診療連携拠点病院である、北見赤十字病院における取組実績や課題などを記載してお

りますが、今後におきましても、引き続き、がん検診受診率向上に向けた普及啓発・受診勧奨

への支援、切れ目のない適切な医療が提供できる連携体制の整備に取り組んでいきたいと考え

ております。 

  次に、２番の主な取組の内容等ですが、①から③はがん予防の推進、④と⑤が早期発見、次

の２ページ目の⑥から⑪が医療連携体制の整備、⑫が、がん登録に係る取組となっておりまし

て、小学校での未成年喫煙防止講座の実施や、医療機関における市民公開講座における普及啓

発、がん診療連携拠点病院である、北見赤十字病院における取組実績や課題などを記載してお

りますが、今後におきましても、引き続き、がん検診受診率向上に向けた普及啓発・受診勧奨

への支援、切れ目のない適切な医療が提供できる連携体制の整備に取り組んでいきたいと考え

ております。 

 【02脳卒中の医療連携体制】 

次に、３ページをご覧下さい。脳卒中の医療連携体制です。 

数値目標ですが、特定健診受診率、在宅復帰患者の割合、脳血管疾患のＳＭＲを設定してお

りますが、いずれの項目もデータ更新なしと記載していますが、特定健診受診率は、２８．４％

という最新数値が出ておりましたので、訂正させていただきます。 

主な取組の内容等ですが、①から⑤が予防対策、⑥が医療連携体制の充実に係る取組となっ

ておりまして、予防対策につきましては、がんのほか、心筋梗塞、糖尿病とも共通した取組と

なりますが、発症リスクのある住民への保健指導や健康教育等を通じた生活習慣改善と、早期

発見・対応についての知識の普及、再発予防のための治療中断者への指導などの取組が行われ

ております。 

今後におきましても、引き続き、早期発見と再発予防に向けた普及啓発や、急性期から回復

期、維持期の医療と、地域関係機関が連携を図りながら取組を進めていきたいと考えておりま

す。 

 【03心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制】 

次に、４ページをご覧下さい。心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制です。 

数値目標ですが、こちらも特定健診受診率は２８．４％に訂正させていただきます。虚血性

心疾患のＳＭＲについては、データが更新されておりません。 

主な取組の内容等ですが、①から③が予防対策、④が医療連携体制の充実、⑤と⑥が疾病管
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理・再発予防に係る取組となっておりまして、④の医療連携体制の充実の実績で、地域連携ク

リティカルパスにつきましては、急性期医療を担う公表医療機関のうち、北見赤十字病院で３

３件のパスが発行され、心不全手帳も５７件発行し活用されております。 

また、⑤の慢性心不全患者に対する体力改善や、再入院防止に関する多職種による多面的・

包括的なリハビリテーションについては、北見赤十字病院、道立北見病院において実施されて

おりまして、⑥の慢性心不全患者の疾病管理に関する正しい知識の普及啓発に関しましても、

北見赤十字病院において、地域住民や関係者向けの講演会や研修会が実施されております。 

今後におきましても、脳卒中同様、急性期から回復期、維持期の医療と関係機関の連携の充

実を図っていきたいと考えております。 

【04糖尿病の医療連携体制】 

次に、５ページをご覧願います。糖尿病の医療連携体制です。 

数値目標ですが、３つ目の地域医療連携クリティカルパス導入医療機関数につきましては、

現状値とした平成２９年度の１１医療機関に対し、本年度は１５の医療機関に増加しておりま

すが、その他の特定健診受診率などについては、若干増減がありますが、横ばいとなっており

ます。 

主な取組の内容等ですが、①から③が予防対策、④と⑤が早期発見・重症化予防、⑥から⑧

が医療連携体制の充実に係る取組となっておりまして、②の生活習慣の改善に係る運動の普及

につきましては、清里町と訓子府町の２町で、ウォーキングなど推進するためのすこやかロー

ドが認定されております。また、次の６ページ目の⑦の患者の受療動向に応じた医療連携体制

の充実に関しまして、糖尿病連携手帳について、糖尿病公表該当医療機関４１機関のうち７８％

の３２機関が配布しており、また、クリティカルパスとしての活用につきましては、３６．６％

の１５機関で活用されておりまして、昨年と比べましても増加している状況でございます。 

今後におきましても、引き続き連携を図りながら、早期発見・重症化予防に向けた取組を進

めていきたいと考えております。 

【06救急医療体制】 

次に、１２ページをご覧願います。救急医療体制です。 

数値目標ですが、在宅当番医制等初期救急確保市町村割合が１００％、病院群輪番制、救急

法等講習会を実施という事で、いずれも現状維持の目標を達成しています。 

主な取組の内容等ですが、①から次の１３ページの④までが、初期から三次までの救急医療

体制の充実、⑤と⑥が救急搬送体制の充実、１４ページの⑦から⑨までが住民への情報提供や

普及啓発に係る取組となっておりまして、１２ページに戻りますが、①の実績に記載のとおり、

各医師会により在宅当番医制が実施され、また、北見市で休日夜間急病センター、網走市で休

日内科急病センターが運営されております。 

１３ページの⑤の救急搬送体制の確立と充実では、昨年度のドクターヘリの受入は道北から

１件、道東から３件、ドクターカーの運航実績は、周産期以外を含めまして、５件となってお

ります。 

また、１４ページの⑦以降の住民に対する普及啓発につきましても、これまで同様、道、市

町、関係機関において、広報やパンフレットなどによる周知や救急法の講習会等を実施してい

ます。 
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今後におきましても、引き続き、医療機関と消防機関等の関係機関の連携推進と、住民に対

する適切な救急車の利用などの普及啓発に努めていきたいと考えております。 

 【07災害医療体制】 

次に、１５ページをご覧願います。災害医療体制です。 

数値目標ですが、災害拠点病院とＤＭＡＴ指定医療機関数は、それぞれ北見赤十字病院と網

走厚生病院の２病院は現状維持しておりまして、災害拠点病院における業務継続計画につきま

しても、全災害拠点病院で策定済みとなっております。 

主な取組の内容等ですが、①が災害拠点病院の強化、②から⑤までが災害医療の連携体制の

構築や体制の強化、⑥がＤＭＡＴの整備、⑦がＥＭＩＳの円滑な運用に係る取組となっており

まして、災害拠点病院におきましては、災害時に備えてＤＭＡＴ実働訓練に参加するなど、体

制の強化が図られているほか、⑥と⑦の実績に記載しておりますが、局地災害対応訓練や大量

患者受入訓練、ＥＭＩＳ入力訓練を実施しております。 

今後におきましても、災害医療体制の充実強化に取り組んでいきたいと考えております。 

【08へき地医療体制】  

次に、１７ページをご覧願います。へき地医療体制です。 

数値目標ですが、へき地医療拠点病院は、北見赤十字病院１箇所現状維持しております。 

主な取組の内容等ですが、①がへき地における保健指導、②から⑦までが、へき地における

診療の機能、⑧から次の１８ページの⑫までが、へき地の医療を支援する医療の機能、⑬が行

政機関におけるへき地医療への支援に係る取組となっておりまして、１７ページに戻りまして、

③の常勤医・代診医の確保につきましては、ドクターバンク事業からの紹介斡旋や、道内医育

大学に設置する地域医療支援センターからの医師派遣、実施されております。 

引き続き、へき地拠点病院の支援活動や、患者輸送事業を実施する市町への助成を実施する

など、関係機関が連携しながら、へき地での診療の確保などに取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

【09周産期医療体制】 

次に、１９ページをご覧願います。周産期医療体制です。 

数値目標ですが、周産期母子医療センター数は、北見赤十字病院と網走厚生病院の２病院を

現状維持しております。 

主な取組の内容等ですが、①が産婦人科・小児科医師の確保、②が産婦人科医療体制の充実、

③が周産期における災害対策に係る取り組みとなっておりまして、オホーツク圏域では、総合

周産期センターとしまして北見赤十字病院、地域周産期センターとしまして網走厚生病院、遠

軽厚生病院、広域紋別病院と、管内の関係医療機関が連携を図りながら周産期医療体制の確保・

充実に努めているところでございますが、今後とも、ハイリスク妊婦の早めの照会対応を行う

など、センター病院と地域の産科医が連携した取組を進めていきたいと考えております。 

【10小児医療体制】 

次に２０ページをご覧願います。小児医療体制についてです。 

数値目標ですが、小児二次救急医療体制につきましては、北海道小児地域医療センターに選

定されている北見赤十字病院が、小児救急医療支援事業に参加しており、また、網走厚生病院

については、北海道小児地域支援病院に選定され、体制が整備されております。 
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小児科医療を行う医師数につきましては、出典元が隔年の調査のため、最新の平成３０年度

の調査結果が現時点で公表されておりません。 

主な取組の内容等ですが、①が相談支援体制等、②と③が一般の小児医療及び初期小児救急

医療体制、④が入院小児救急医療体制、⑤が小児医療の重点化の推進、⑥が災害時の小児医療

体制に係る取り組みとなっておりまして、①の相談支援体制等につきましては、これまで同様、

救命講習会の開催や、「こどもの救急」の冊子配布、２４時間健康相談ダイヤルの周知などを行

っており、②以降の小児救急医療体制につきましては、北見赤十字病院と網走厚生病院が、い

ずれも災害拠点病院でもありますので、災害時も含めた小児医療体制が整備されているところ

でございます。 

今後におきましても、引き続き、子どもの急病時の対処方法や適切な医療機関の利用につい

て、地域住民への普及啓発に努めるとともに、地域の小児医療体制の整備に努めていきたいと

考えております。 

 【11在宅医療の提供体制】 

次に２１ページをご覧願います。在宅医療の提供体制です。 

数値目標ですが、大半がデータ更新されておりません。いくつか直近のデータとなっている

ものもございますが、いずれも数値は変動しておりません。 

次の２２ページ以降が主な取組の内容等となりますが、アの地域の医療連携体制の構築につ

いてですが、在宅医療専門部会のほか、北見地域と網走地域の多職種連携チーム会議において、

連携体制づくりの検討を行いながら、取組を進めております。 

次の２３ページのイの在宅医療を担う医療機関の整備等についてですが、入退院連携の取り

組みについては、北見市をはじめとする各市町の入退院連携ルールが定着し、医療と介護の連

携も充実してきており、患者や家族のニーズに応じた日常の療養支援や、重症化予防と急変時

の適切な対応の備えにもつながっていると考えております。 

次のウの緩和ケア・看取りケア体制の充実ですが、在宅緩和ケアの推進に係る関係機関等の

連携や在宅療養患者に対する相談支援体制の整備、チーム医療による適切な服薬管理、患者が

望む場所で看取りを行うことができる医療・介護の連携の充実についての取り組みとなります

が、在宅ケア緩和体制の充実に関しては、緩和ケア病床を有する病院と在支診、訪問看護や調

剤薬局、介護との連携によるチームケアの事例が集積されてきており、また、北見赤十字病院

が開催している緩和ケアに関する市民講座や研修会などにより、関係者の知識向上も図られて

きていると考えております。看取りケア体制の充実に関しましては、保健所や市町において、

人生の最終段階における医療やケアに関する意思決定支援、アドバンスケアプランニング（Ａ

ＣＰ）・人生会議に関する市民講座や多職種合同研修会が開催されており、また、各市町で看取

りケアの実践事例について多職種で振り返りがされるなど、在宅医療を担う関係機関と介護施

設等における看取りケアの質の向上につながっているものと考えております。 

今後におきましても、引き続き、関係機関と協力しながら、取組を進めますとともに、各市

町が実施します在宅医療介護連携推進事業が円滑に実施できるよう、多職種連携による支援を

行っていきたいと考えております。 

【13歯科保健医療対策】 

次に、２６ページをご覧願います。歯科保健医療体制です。 
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主な取組の内容等ですが、①が生涯にわたる歯と口腔の健康づくりとして保育所・学校にお

けるフッ化物洗口の推進や、高齢者等への口腔ケア提供体制の整備と住民への普及啓発、②が

障がい者歯科医療の確保、③が関係機関との連携体制に係る取り組みとなっておりまして、こ

れまで同様、市町、歯科医師会、関係者等の協力をいただきながら取り組んでいるところであ

りますが、本年度の新たな取り組みとしましては、①の部分では、道の取り組みの４つめに記

載していますが、学校歯科保健における歯科健康診査結果調査の実施、関係機関の取り組みで

は、歯科衛生士会による地域ケア会議で適切に対応できる歯科衛生士の養成研修が実施されて

おり、②の部分では、実績の一番下に記載しておりますが、歯科医師会において、障がい者施

設の実態調査及び歯科検診を実施しております。 

  今後におきましても、歯科医師会をはじめとする関係機関等との連携を図りながら、歯科保

健対策に取り組んでいきたいと考えております。 

私からの説明は以上です。 

引き続き、精神疾患の医療連携体制及び難病対策について、担当課長から説明させていただ

きます。 

 水口健康推進課長（北見地域保健室） 

 【05精神疾患の医療連携体制】 

  精神疾患の医療連携体制では、４つの指標を掲げております。全ての目標について目標値を

達成しております。 

  新たな計画においては、精神障がい者にも対応した地域包括ケアの構築をめざし、人材育成、

医療・保健・福祉・就労・教育等の地域支援機関連携推進・強化、また、地域を単位とした重層

的な支援システムの構築を目指した内容について各疾患別に記載した内容となっております。 

記載内容を抜粋し報告します。 

取り組み内容の①～③は、かかりつけ医と精神科医療機関との連携促進及び一般医療機関の

コメディカルスタッフや相談支援者の支援スキルアップを目的とした研修会や人材育成につい

て記載しております。 

このことにつきましては、全道圏域で開催しております「うつ病対応力向上研修会」「認知症

対応力向上研修会」の研修案内を実施した他、当圏域として、自殺対策や依存症に関する研修

会を開催しました。また、技術支援の位置づけで、北見保健所では、今年度新規事業として自

殺予防対策コンサルテーション事業を立ち上げました。 

これらにつきましては、今後も継続して連携促進・資質向上を図って参りたいと考えており

ます。 

精神障がい者にも対応した地域包括ケアの構築について、取り組み内容の④と⑤をご参照下

さい。平成 31年 1月 1日現在時点で、各市町における地域包括ケアの構築状況について調査

を実施しました。その結果、北網圏域では、協議中３市町、設置済み・既存の協議会を活用が、

７町となっております。 

各市町においては、障がい者福祉計画に基づき、包括的な地域支援体制整備を図っていると

ころですが、道としましては、管内の事業者に、精神障がい者地域支援事業を委託し実施して

おります、この事業では、長期入院患者も含む入院中の精神障がい者が退院し、スムーズな地

域生活が可能となるよう北網圏域地域生活移行支援協議会を設置し、精神科医療機関をはじめ、
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市町の高齢・障がい福祉関係者、サービス事業者等と実際の個別支援を行いながら地域課題の

明確化、解決に向けた協議を行っておりますので、市町の協議会と連携しながら地域包括ケア

が推進されるよう引き続き取り組みを進めて参りたいと考えております。 

認知症対策につきましては、内科医等のかかりつけ医の認知症対応力向上を図る他、かかり

つけ医に助言等を行う認知症サポート医の養成を図ることが必要であり、（ウ）に記載しており

ますが、平成 29年度末で 14名の医師が研修を終了し登録されております。 

また、認知症疾患医療センターとして、北見赤十字病院、道立向陽ヶ丘病院を指定させてい

ただいておりますが、平成 29 年度の診断・相談件数は、表に記載のとおりで多くの診断・相

談を担っていただいております。 

各市町における認知症初期集中支援チームと連携し、早期診断の他、適切な支援やサービス

の提供など、ネットワークが構築されている状況です。 

また、管内市町全てにおいて認知症高齢者等ＳＯＳネットワークが構築されておりますが、

早期の診断などの専門医療提供のほか、在宅医療支援を担当する地域包括支援センターや介護

サービス事業者等と連携し、地域支援体制整備の強化が図られるよう取り組みを進めて参りた

いと考えております。 

  精神科救急につきましては、相談・診療件数は、資料に記載したとおりですが、この数字は、

自院の患者対応は含まれておりませんので、さらに多くの患者に対応いただいているところで

す。 

今後も引き続きオホーツクブロックの精神科救急医療体制のスムーズな運用が図られるよう

年 1回開催しております調整会議を継続開催しながら、精神科医療機関や消防署、警察署など

の関係機関との連携強化を図って参りたいと考えております。 

自殺対策基本法に基づき市町村においても自殺対策計画策定が義務づけられました。管内市

町では、30年度作成予定が８市町、31年度予定が２町となっておりますが、市町村自殺対策

計画に基づいた対策の推進が図られるよう、道がこれまでに実施してきた対策を継続しながら、

重層的な取り組みの推進を図って参りたいと考えております。 

【12難病対策】 

  難病対策の課題としては、専門医の不足と難病や療養支援に対する知識や技術の不足からく

る療養生活の負担が大きいこと等があげられます。 

施策の方向性としましては、大きく３点の取り組みをあげています。 

今年度の取り組みとしましては、北網圏域難病対策地域協議会に「専門医療」と「医療的ケ

アを要する方のレスパイト」の２つのワーキンググループを設置し、それぞれ、アンケート調

査による実態把握及び現状・課題の整理、取り組みの方向性について協議したところです。 

この結果につきましては、平成 31年１月 22日に開催しました協議会において報告しまし

た。 

また、そのほかの取り組みとして、医療従事者やヘルパーを対象に２回、研修会を開催した

ところです。 

今後も、患者、家族、医療従事者や支援関係者を対象とした学習の機会を設けていくこと、

専門医療機関従事者と一般医療機関従事者やサービス支援提供者等が顔を合わせた連携促進の

場を設けることとしております。 
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また、地域の情報を集約することについても現在協議を進めているところです。 

 

 （質疑・意見） 

 今野会長（北見医師会） 

  5 ページの糖尿病の医療連携体制の「１推進状況及び評価」のうち、HbA1ｃが 6.5%以上

の者の割合の、目標数値の考え方の部分で、現状より減少ですよね。 

 影山企画主幹（北見地域保健室） 

  そのとおりです。 

 今野会長（北見医師会） 

  もう一つ、現在のガイドラインでいくと、6.5%という数字が一人歩きしていて、今後この数

字を使うことはない。おそらくガイドライン遵守されている別の方法に置き換えられる。今回

はやむを得ないが、変えていかなければならない。 

  10 ページの精神科救急、身体合併症の実績のところでオホーツクブロックという言葉が出

てくるのですが、これはオホーツク圏域と同じですか。何か特別な意味があるのでしょうか。 

 水口健康推進課長（北見地域保健室） 

  精神科救急の圏域の分け方として、ブロックという表現の仕方を使っているが、網走保健所・

北見保健所・紋別保健所の管内を指します。 

 金川委員（網走医師会） 

  がんの医療連携体制のところで、子宮頸がんワクチン、HPVワクチンは厚労省の方では積極

的な推奨はしないという文言が出ているが、まだ定期接種になっている。唯一一次予防できる

がんだと思うが、今どれだけ接種されているのか、今後実績の値を国の方でも取るようなこと

を言っていますので、それに子宮頸がんワクチンをいれてどのような整理になるのか、以前は

言われていたが、今はまったく言われていない状況。ただ、まだ定期接種であるのは間違いな

い。大きな視点から見る必要があると思う。 

 今野会長（北見医師会） 

  記憶が確かではないが、去年の末頃から積極的に接種した方が良いという話が出てまして、

国の方も進みそうかなと。何か情報ありますか。 

 杉本企画総務課長（北見地域保健室） 

  その辺の情報はない。 

 今野会長（北見医師会） 

  防げるがんなので。 

  ひとつ気になるのが、救急医療の 12 ページ、在宅当番医制等初期救急医療の確保市町割合

100％と良いですが、詳しく細かく見ていくと、例えば大晦日に当番医がいないことや、時間

帯によって、午後 5時、６時を過ぎて７時までの間に、医療機関がどこも空いてないこと。一

次救急を診た後に、ちょっと診てほしい時に二次医療機関ではなくいきなり三次医療機関に行

ってしまうという問題がだんだん出てきてしまっている。 

松田委員（北見赤十字病院） 

  当院の診療時間は、午前 11 時に予約での診療、受付が終わるが、終わった後に他院からの

急病の患者さんは、先生同士の連絡で依頼があった場合は受けるようにと、院長からの指示で
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受けているのが現状。夜間については消防の救急の方から連絡をいただいて、当番の医師が対

応している状況。 

 今野会長（北見医師会） 

  救急車が夜間急病センターを経由せずに、北見赤十字病院に運ばれるという状況で、年間

8000件となる。このままでは何か考えないといけない。 

   

（２）各専門部会の開催結果について 

 ア 歯科保健医療専門部会の開催結果について        

 岡田委員（北見歯科医師会） 

  平成 31年 2月 20日に歯科保健医療専門部会を開催いたしました。 

まず、報告事項が２点ありました。１点目は「平成 30 年度歯科保健事業について」という

ことで保健所の歯科保健事業について報告がありました。 

   ２点目は「北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例」に基づき、平成３０年度からの

５年間を計画期間として策定された「北海道歯科保健医療推進計画」の概要について報告があ

りました。 

  「フッ化物洗口の推進について」意見交換しました。事務局から「学校歯科保健における歯

科健康診査結果調査」について報告があり、本調査を経年的に実施して学童の歯科保健のデー

タを取ることで、フッ化物洗口の効果を評価し関係機関に示すことにより、実施施設の拡大に

努めることとしました。さらに現在のフッ化物洗口の普及状況や今後の方針について報告があ

り、関係機関が連携し情報を共有ながら推進することとしました。 

「障がい者歯科医療ネットワークの充実について」意見交換しました。保健所が実施した「障

がい者（児）歯科保健医療連携推進事業」の報告、歯科医師会が実施した「障がい者（児）の歯

科保健医療に関するアンケート調査報告」を受けて、障がい者が歯科保健医療サービスを利用

しやすくなるための意見交換を行いました。 

   歯科医師、歯科衛生士および後方支援機関である口腔保健センター等が連携して受け皿の充

実に努めることとしました。 

協議事項として、北海道医療計画北網地域推進方針進行管理の「歯科保健医療対策」（案）に

ついて、案のとおり承認されました。 

以上、歯科保健医療専門部会の開催結果について、報告いたしました。 

 

イ 在宅医療専門部会の開催結果について 

今野会長（北見医師会） 

  在宅医療専門部会の開催状況ですが、平成 26 年に設置しております。北網圏域の在宅医療

に関係する機関の代表者により、地域の課題共有と解決策の検討を行っております。平成 30

年度は、多職種連携チーム委員や市町担当者等、参集範囲を拡大し、北海道医療計画北網地域 

推進方針の策定や進捗管理に関する協議を中心に実施しています。第１回目は 7月 8日出席者 

28名、第２回目は３月 18日 28名の出席をいただきました。北見保健所管内の取組状況で 

すが、平成 26年 2月に、在宅医療専門部会のワーキングチームとして、北見地域多職種連携 

チームを設置し、在宅医療や介護に従事する多様な関係職種間のネットワークの中核的な役割 
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を担う組織として、課題の抽出と解決策の検討と事業企画を行い、市町や職能団体等と連携し、 

実施しております。 

 また、平成 28年 1月からは、在宅医療介護連携を推進するにあたり、各市町単独では対応 

が困難な事項について広域的な連携等を検討するため、市町担当者を参集する、在宅医療介護 

連携推進に係る情報交換会において課題解決のための方策を検討し、多職種の協力を得ながら 

取組をすすめている。 

 北見地域の多職種連携チーム会議については、昨年５月７日、11 月 1 日に実施しておりま

す。主な活動内容については、北見地域在宅医療市民講座の企画開催「最期まで、自分らしく

いきる・・・大切な人と、話し合おう、伝え合おう」昨年７月に開催。今年３月９日には「最期

まで、自分らしくいきる。を支える・・・～あなたもやっているアドハンス・ケア・プランニン

グ～」ということで、参加者 428名と大変多くの方にご参加いただきました。また、北見地域

の訪問看護マップの更新と作成。入退院連絡窓口一覧の作成と配布。在宅医療専門部会の、北

海道医療計画北網地域推進方針-在宅医療提供体制の整備-に関する協議への参加をしておりま

す。北見地域在宅医療介護連携推進に係る情報交換会は、昨年 9月 3日、12月 26日に開催

しております。主な活動内容は、北見地域の高齢者施設における看取りに関する実態調査（平

成 30 年度版）の実施に向けた検討、集計結果の分析、考察、まとめの検討。北見保健所管内

入退院連携窓口一覧、北見地域多職種連携チームが主催する、在宅医療市民講座・多職種合同

研修への共催、事前準備、当日の運営等を行っています。 

 網走保健所管内の取組状況ですが、これまで、網走地域の在宅医療に係る協議を行ってきた

網走地域自治体病院等広域化・連携構想検討会議が解消されたのに伴い、検討会議の下部組織

である医療・介護等連携強化連絡会議（平成 25度設置）が分離独立し、「北網保健医療福祉圏

域連携推進会議在宅医療専門部会 網走地域多職種連携チーム」と名称を変更するとともに、

より多くの職種を構成員に加え、新たに取り組みを開始しております。そこに図があるとおり、 

在宅医療連携体制の構築の推進ということで、医療・介護関係者等の情報共有・協議に対する

支援、現状把握・課題抽出・対応策・評価指標の検討、医療・介護関係者等の人材育成、地域住

民への普及啓発の推進、網走地域及び二次医療圏の連携への支援、顔の見える関係づくりをす

すめています。 

 網走地域多職種連携チーム会議は、昨年 6月 21日、本年 2月 26日に開催しております。 

主な活動内容としましては、合同研修会を実施しています。ＡＣＰに関する「最期まで自分

らしく」を支える多職種連携といったことを実施しています。 

その後ろの方に各講座のパンフレットを付けております。 

  

ウ 難病対策専門部会の開催結果について 

水口健康推進課長（北見地域保健室）          

  難病対策専門部会の活動を報告させていただきます。専門部会は今年１月２２日に、端野町

公民館で開催いたしました。出席者は委員 18名、事務局 9名となっております。内容としま

しては、昨年度からワーキンググループを設置しておりまして、２つのワーキンググループの

報告及び協議を行ったところです。報告事項としては、協議会として実施した活動報告、この

時は難病医療講演会について、資料の下に書いてありますが、これを報告したことと、北海道
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医療計画北網地域推進方針の難病対策について、報告をしたところです。その他としましては、

大規模停電災害における課題についてというところで、委員の皆様からの意見をまとめて、現

状を共有したところです。２点目としましては、この専門部会に２つのワーキンググループを

設置し、その活動をお伝えしているところです。１つはレスパイトケアということで、北見保

健所が担当しました。また、専門医療については網走保健所が担当しています。会議について

はそれぞれ２回開催しておりますが、昨年度末にも１回開催しておりますので、合わせて３回

開催しております。出席者については、ご参照ください。中身としましては、それぞれアンケ

ート調査を実施しておりまして、その目的確認と内容の検討というところと、アンケート調査

から見えた現状、課題の整理、今後の方向性について検討をしたところです。そのことについ

ては、今後の会議等で報告し、今後の取組について協議したいところです。３点目としまして

は、難病医療講演会を開催いたしました。昨年 9月 28日に北見市総合福祉会館において、内

容としては、北網圏域における難病療養者の状況ということで報告させていただいたのと、北

海道大学医学部神経内科学講座教授の佐々木秀直氏をお招きして、神経難病の病態理解・筋萎

縮性側索硬化症と多系統萎縮症についてということで、ご講演いただきました。出席者は当事

者・家族の他、医療機関の医師・看護師・リハビリ職員・MSW、管内の事業所や市町などから

48名の出席をいただきました。 

今野会長（北見医師会） 

  皆様ご質問等ありませんでしょうか。 

  在宅医療専門部会の中でいきますと、看取りを実施しているかという調査で、報告書を作っ

ていただきました。非常に大変な作業だったと思いますが、そこから見えてきているのは、こ

の地域でも施設での看取りが確実にすすんでいること。かなり時間もかかるとは思いますが、

今後も進んでいくことが分かる資料です。興味のある方は北見保健所に聞いていただければと

思います。 

  難病対策専門部会ですが、北見赤十字病院の吉田院長に部会長をしていただいておりまして、

非常に積極的、精力的に問題に取り組んでいただいております。問題というのは浮き彫りにな

っているんですが、神経内科の先生が北星記念病院さんに１人いるだけで、足りない状況で、

専門医不足をどうにかしてほしいというのが一つと、患者さんからの要望としてはレスパイト

の受け入れ先について、レスパイトとなりますと、通常は医療機関に入れないのですが、そう

いった問題が話し合われています。今後どのような方向になるのか、注目されます。患者さん

にとっては、非常に問題解決してほしいなと思います。 


