
令和３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４年（2022 年）３月 24 日（木）18:00～20:00 

             ■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５H（旧チューリップ） 

 

【事務局】 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから、令和３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。 

皆様方におかれましては、年度末の大変ご多忙のところご出席いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 

本日の小委員会ですが、総数 16 名のうち、15 名の方々にご出席をいただいております。 

 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】 

 本日年度末のお忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 また新型コロナウイルス感染症につきましては先日、蔓延等の重点措置が解除されたところ

ではありますけども、全道での新規感染者数につきましては、下げ止まりというような状態が

続いております。 

こうした中これまでの対応含めまして、それぞれの立場で日々ご尽力いただいております皆

様方に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。 

こうしたコロナの中ではございますが、在宅医療というものが改めて道民の皆様に認識をさ

れているところでございまして、本日の委員会におきましては、今年度、在宅医療推進支援セ

ンター事業として実施をしました各種研修会等の報告、また、在宅医療の推進に係る今後の取

り組み等についてご協議をいただきたいと考えております。 

限られた時間ではございますが、忌憚のないご意見をいただきますようよろしくお願いいた

します。 

 

【事務局】 

 それでは議事に入ります前に、お配りしております資料の確認をさせていただきます。 

本日は議題を４つご用意させていただいております。議題（１）「北海道における在宅医療推

進関連事業について」は資料１、議題（２）「在宅医療推進に係る各種研修会について」は資料

２、議題（３）「令和４年度診療報酬改定について（在宅医療関連）」につきましては、資料３

と参考資料、議題（４）「在宅医療推進に係る今後の取組について」ということで、資料４をご

用意させていただいております。追加資料としまして、在宅歯科医療連携室のリーフレットを

お配りしております。 

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。先生よろし

くお願いいたします。 



議題（１）「北海道における在宅医療推進関連事業について」 

 

【委員長】 

 皆さん、こんばんは。 

それでは次第に沿って議題の（１）から進めさせていただきますが、概ね２時間程度を目途

に終了したいと思いますので、議事進行にご協力をお願いしたいと思います。 

議題の１「北海道における在宅医療推進関連事業について」事務局より説明をお願いいたし

ます。 

 
【事務局（白石主査）】 

資料１「北海道における在宅医療推進関連事業について」ご説明させていただきます。 

画面共有をさせていただきます。 

スライド２でございます。在宅医療推進に係る関連事業につきましては、保健福祉部関係各

課により、各種事業を実施してございます。補助金のほか、医療介護従事者の団体の皆様にご

協力いただきながら、研修事業なども実施をしてございます。本会議では、報告事項としまし

て、在宅医療推進関連事業の主な事業につきまして、制度や事業概要のほか、今年度の実績見

込みなどについて、ご説明をいたします。 

スライド３でございます。病床機能分化連携促進基盤整備事業でございます。こちらは急性

期から回復期、在宅に至るまで切れ目のないサービスを地域において確保するために、病床の

機能分化連携を推進することを目的としてございます。地域に必要な回復期病床に転換するな

どのため、施設の新設、増改築改修を行う場合に、年間病床数や面積に応じた補助金が受けら

れるものです。設備整備としまして、病床回復期に転換し、在宅医療にも取り組まれる場合は、

訪問診療用の車両の購入費用につきましても補助対象になりまして、令和３年度の実績につき

ましては、上川中部の医療機関にて訪問診療用の車両３台分の購入にご活用いただいておりま

す。 

スライド４でございます。地域医療情報連携ネットワーク構築事業でございます。ICT を活

用し、主に電子カルテ等の患者情報を共有することで、関係者間の連携の推進、救急医療等の

効率化等を図ることを目的としております。ネットワーク構築のための設備整備と ICT の専門

家からアドバイスを受けるための経費を対象としております。令和３年度の申請状況としまし

ては、上川北部におきまして、アドバイザー事業の申請を受けております。ネットワーク構築

につきましては、令和２年度に補助対象となってございまして、市内３病院、２診療所、１調

剤薬局の情報及び患者の介護・生活情報を一元的に参照し、医療機関・介護事業所間で情報共

有できることにすることで、住民の皆様の医療介護情報を集約し、在宅医療支援体制の ICT 基

盤になったとご報告をいただいております。 

スライド５でございます。在宅医療グループ診療運営事業でございます。こちらは在宅医療

を実施されています医師を指導役としまして、在宅医療の未経験の医師や急変時の受け入れを

行う医療機関によるグループを編成し、日常の訪問診療・往診に係る指導、助言、カンファレ

ンスや学習会の開催について、補助の対象としているものでございます。グループ内で休日夜

間不在時の代診に係る経費についても対象になっております。グループ内で在宅医療担う医師

の養成をしていただくとともに、24 時間の在宅医療提供体制を構築することを目的に実施して

おりまして、令和３年度の申請状況としましては、７事業所から計 16 グループについて申請を

いただいております。こちらは前年度と比較して２グループ増加をしております。 

スライド６でございます。先ほどご説明いたしました事業の概要図となってございます。 

続きましてスライド７でございます。在宅医療体制支援事業になります。こちらは医療資源

が少ない地域で在宅医療を提供されている医療機関が 24 時間の在宅医療提供体制を構築する

ための支援内容となってございます。先ほどのグループ制が確保できない地域を対象としてい

まして、要件としましては、在支診・在支病の合計数が３ヶ所以下の市町村地域としてござい

ます。令和３年度の実績見込みとしましては、日高圏域におきまして、休日夜間等代診にかか

る経費について申請をいただいております。 

続きまして、スライドの８、在宅医療推進事業でございます。こちらは市町村を対象とした

補助金となっておりまして、内容は大きく二つに分かれまして、訪問看護ステーションに対す



る支援と在宅医療の推進に資する取り組みに対する支援となっております。訪問看護ステーシ

ョンの立ち上げや運営に対し支援を行っておりますほか、地域における在宅医療の推進につき

まして、研修会開催等の経費を対象としてございます。令和３年度の申請状況としましては、

計８市町村から申請をいただいておりまして、訪問看護ステーションの運営費につきましては

６市町村となっております。こちらは前年度から清水町が増加をしております。 

スライドの９でございます。訪問診療用ポータブル機器等整備事業でございます。その訪問

診療に使用するポータブルの医療機器について補助対象としております。令和３年度の申請状

況としましては、ポータブルエックス線撮影装置や、輸液ポンプなど 44 事業所から申請をいた

だいております。 

スライド 10でございます。在宅医療多職種連携 ICTネットワーク導入支援事業でございます。

こちらは先ほどご説明いたしました。地域医療情報連携ネットワーク構築事業の在宅医療に特

化した内容となってございまして、先ほどの事業と異なる点につきましては、電子カルテ情報

以外に、例えば介護サービス等で、患者さんの状態を見て、気になる点などの情報を登録しま

して、それを医師や看護師は確認をして、情報共有し多職種間のネットワークを構築すること

を目的としてございます。 

続きましてスライド 11、在宅歯科医療連携室整備事業でございます。こちら北海道歯科医師

会が実施されておりまして、道は補助金により支援をさせていただいているものでございます。

寝たきり等で通院が困難な方を対象に、在宅で歯科医療を受けるための相談の受け付けをされ

まして、要介護者の歯科治療や口腔ケアに関する相談や、訪問歯科診療についての対応を行わ

れております。メディアも活用し、周知を図っているとのことでございます。こちらは歯科医

師会さんから追加資料をいただいておりますので、後程詳細につきましてご発言をいただけれ

ばと思います。 

スライド 12 でございます。食・口腔機能改善専門職等養成事業でございます。こちら北海道

歯科衛生士会に委託をさせていただいております。事業目的としまして、在宅及び診療機関勤

務の歯科衛生士等に対し、地域ケア会議等において、栄養の改善及び口腔機能の向上に係る具

体的な専門的助言をするための研修等を実施し、多職種協働で自立支援と重症化予防に取り組

むことができる専門職を養成するものとなっております。令和３年度の実績としましては、食・

口腔機能改善専門職等養成のため、研修会を３回開催し、延べ 270 名にご参加をいただいてお

りますほか、体制整備を目的とした食・口腔機能改善専門職等地域連絡会を利尻富士町にてオ

ンライン開催をしてございます。 

続きましてスライド 13 でございます。訪問看護推進事業でございます。こちらは北海道看護

協会に委託させていただいております。左上からご説明をいたします。訪問看護ステーション

支援事業としまして、各圏域において協力ステーションを設置し、訪問看護ステーションにお

ける、新任訪問看護師等の育成支援体制や訪問看護に関心のある看護職員等が、実地研修を受

けられるよう、訪問看護師への就業促進及び人材育成支援体制の構築を行う内容となってござ

います。人材育成支援としましては、同行訪問や研修会等のほか、病院看護師が、訪問看護ス

テーションに出向する研修の受け入れの実施をしております。令和３年度の実績としましては、

新卒者採用ステーション人材育成支援が５ヶ所。育成支援会議を３地域５回、協力ステーショ

ンへの協力依頼が４ヶ所。訪問看護ステーション出向支援が１ステーション１病院となってご

ざいます。 

次にスライドの右上でございますが、訪問看護人材確保研修会としまして、訪問看護ステー

ションにおける人材確保対策及び人材育成体制の構築推進を図るため、Web にて開催をしてい

まして、108 名のご参加をいただいております。 

次に普及啓発事業としまして、看護学生や看護職を対象に、訪問看護の実際や重要性魅力を

ＰＲし、訪問看護の理解促進や、就業促進を図るシンポジウムも Web の開催をしてございます。

こちらは 154 名のご参加をいただいております。 

その下の圏域報告会としましては、北海道新卒訪問看護師採用・育成ガイドラインの活用紹

介や事業の成果や課題を報告し、圏域への普及を図るため、年１回開催をしてございます。 

次に訪問看護推進検討会としまして、訪問看護に関する実態や既存調査等の課題分析等から、

各事業の企画評価訪問看護師の人材確保・育成に向けた今後の施策を開催しております。 

そのほか下段に訪問看護師を育成するための講習会、訪問看護ステーション管理者向けの研

修会、新人看護職員を対象とした新人育成に取り組む医療機関に対し支援を行ってございます。 

スライド 14 でございます。訪問薬剤管理指導実施体制整備促進事業でございます。こちらは、



北海道薬剤師会に補助事業として実施をしてございます。事業目的としましては、在宅医療推

進する中で、高齢者や認知症患者は自ら服薬管理をすることが難しく、薬の飲み忘れなどがあ

った場合に重篤な健康被害が生じる恐れがあることから、在宅での適切な服薬管理指導を行え

る体制整備を促進するものであります。入院から在宅医療への円滑な移行を推進するため、薬

局による在宅患者への服薬管理指導の定着に向けた研修事業及び普及啓発の実施を支援するた

め、多職種連携会議に薬局薬剤師が積極的に参加するほか、在宅医療の実施に繋がる実践的な

研修会を実施すること。薬局における在宅医療の普及啓発としまして、訪問薬剤指導管理が利

用されるよう、ポスターやリーフレットの作成をされております。これらの取り組みにつきま

して、薬局薬剤師による在宅医療の実施により、多職種連携による地域包括ケアシステムが推

進され、在宅医療を行う医療機関の増加に繋がるものと考えてございます。 

続きましてスライド 15 になります。認知症対応力向上研修でございます。こちらは北海道医

師会、北海道歯科医師会、北海道薬剤師会、北海道看護協会にご協力いただきまして、委託等

により実施をしているものでございます。 

本研修は、国の認知症施策に関する認知症施策推進大綱に基づきまして、認知症になったと

しても、できるだけ住み慣れた地域で本人が望む暮らしが続けられるよう、かかりつけ医をは

じめ、歯科医師薬剤師、看護職員等を対象として、認知症医療に関する知識、技術の習得や、

家族支援の対応力を高めていただくことにより、早期発見、早期対応の支援体制を推進してい

るという目的で実施をしてございます。 

研修区分としましては、５つの区分により、毎年度開催をしておりまして、いずれも道医師

会、道歯科医師会、道薬剤師会、道看護協会の皆様との密接な連携のもとに行っておりまして、

今年度も多大なご協力をいただいているところでございます。 

令和３年度の実施状況につきましては、今年度は予め開催方式をオンライン中心としまして、

すべて概ね予定通り開催をしてございます。次年度以降も引き続き、各団体の皆様と連携のも

と、医療職の方の受講しやすさを配慮しつつ実施をして参りたいと考えてございます。 

スライド 16 でございます。自立支援・重度化防止等市町村支援事業でございます。地域包括

ケアシステムの構築に向け、高齢者が地域で自立した生活を送れるようにすることを目的とし

てございます。市町村は介護予防のための地域ケア個別会議を開催しておりますので、国や道

が実施する研修の修了者を道がアドバイザーに委嘱し、市町村に派遣をしまして、介護予防の

ためのケア会議の立ち上げや、効果的な運営方法の助言、関係機関の連携に向けた研修、専門

職及び司会者の資質向上研修について支援を行ってございます。資料１につきましては以上で

ございます。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

それでは、議題の１について、補足の発言があると思うのですが、○○先生お願いできます

か。 

 

【委員】 

ただいま、ご説明がありました資料１のスライド番号８番。在宅歯科医療連携室整備事業に

ついて、少し委員の先生方に情報提供させていただきたいと思います。 

お手元にご覧のような、在宅歯科医療連携室のパンフレットがあると思いますけども、在宅

歯科医療連携室というのは、在宅で療養されている患者さんで歯科医療を必要としているけれ

ども、受けられずにいる患者さんのところに歯科衛生士又は歯科医師が訪問して、相談を受け

て、必要であれば、訪問歯科診療につなげるという事業であります。 

平成 24 年から始まって、平成 29 年に全道６三次医療圏の全てに整備させていただき、今年

度で 11 年目になります。ただ、11 年目なのですが、北海道民に対して、在宅歯科医療連携室

の認知度がまだまだ低いということで、道民に対する広報の意味で、今年度、短いビデオ作っ

て、テレビの情報番組の中で、放映しました。３分ちょっとのビデオなのですが、出演は全て

北海道歯科医師会の役員とか職員など素人ばっかりですけども、そこそこの出来栄えになって

いますので、皆さんに一緒にご覧になっていただきたいなっていうことでご紹介させていただ



きます。 

このパンフレットの一番右下のところに QR コードがございます。ここに、スマートフォンな

どかざしていただいてくと北海道歯科医師会のホームページが出ます。このホームページのち

ょっと下のところに動画の画面が出るので、クリックしていただくと動画が開始します 

（動画が流れる）  

いかがでしたでしょうか。ご覧いただいた委員の先生方が、この情報をできるだけ多くの道

民の方に拡散していただければ幸いに思います。 

ありがとうございました。 

 

【委員長】 

はい。ありがとうございました。そのほか、事業の中で訪問看護の事業がありましたが、○

○さん、補足説明ありますか。 

 

【委員】  

はい、ありがとうございます。今年の３月にシンポジウムを開催させていただきまして、実

際に訪問看護師と新卒から訪問看護師になって働いた方の体験報告ですとか、実際の取り組み

を言わせていただきました。看護学校の先生にも多く参加をいただきまして、今看護学校の中

でも、看護学生が在宅を志望して入ってくるという方が多くなってきていて、新卒から訪問看

護師を志望される方がすごく多くなってきているというところでは、人材育成がとても大事だ

っていうところを言われていましたので、この事業を進めながら来年度も行っていきたいとい

うふうに思っています。すでに来年度３箇所は、新人の看護師さんが入って、この事業を使い

たいっていうふうに手を挙げていただいているところがありますので、進めていきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 

【委員長】  

はい、ありがとうございます。○○先生どうぞ。 

 

【委員】  

はい、ありがとうございます。 

まず、11 番の訪問薬剤管理指導の改善整備事業に関しましては、今年度、多職種連携の会議

については全道で、５回、延べ 378 薬局 469 名の薬剤師が参加をして開催をしております。 

また、在宅医療研修に関しましては、今年度２月 19 日に函館稜北病院の川口先生をお招きい

たしまして、薬剤師なかなか ACP に関わる機会も少ないということで、今回初めての試みとし

て ACP に関する研修会を Zoom での開催をさせていただきました。 

それから薬剤師から見たわけですけど、12 番の認知症の対応力向上研修について、せっかく

発言の機会いただきましたので、こちらの方も反映させていただきたいのですけれども、こち

らにつきましても今、薬剤師会で薬剤師対応力向上研修を進めておりますが、最近話題になっ

ているのが、なかなか研修を受けても医師歯科医師含めて看護師さんと横の繋がりがなくてと

いうことが最近出ておりました。一つの提案ってわけじゃないのですが、実は歯科医師向け、

薬剤師向けが来年度から、研修内容がリニューアルされまして、これによってかかりつけ医、

歯科医師、薬剤師が共通の項目というのが、４つのパートのうち２つが共通の研修内容になる

ということで、コロナの兼ね合いもあると思いますが、もし今後対面でできるようになったら、

例えばですが、共通の項目があるところについては、職種を超えて共通で研修会を開催すると

か、そういったことがあると横の繋がりができるのかなと思います。少しずつそういう研修内

容も揃ってきているところもありますので、ぜひ今後ご検討いただければと思います。 



【委員長】  

はい、ありがとうございます。○○さん、何か補足はありますでしょうか。 

 

【委員】  

私の方から補足はないのですが、逆に道へ、今年この事業実施された件数とかはわかるので

しょうか。 

 

【高齢者保健福祉課】 

 はい、高齢者保健福祉課の○○と申します。この 13 番の事業なのですけども、令和３年度

につきましては、苫小牧市さんと余市町さん、この２市町の実績となっております。以上でご

ざいます。 

 

【委員】  

ありがとうございます。こちらの方は私もアドバイザーに登録させていただいているのです

が、やはり少ないのかな。このコロナの状況があって、なかなか進みにくい。市町村の状況も

あると思いますが、このリモートといろんな動きがある中では、やはり進めたほうがいい事業

だと思いますので、ぜひ市町村の方に働きかけをしていただければと思います。 

 

【委員長】  

はい、ありがとうございます。この議事の１に関しまして、その他ご意見や質問ありません

でしょうか。はい、○○先生お願いします。 

 

【副委員長】  

はい、３点ございます。 

まず、スライドの５、６の在宅医療グループ診療運営事業については、少しずつ裾野が広が

っているようでよかったなと思って拝見していますけども、現在の各グループの代診の頻度、

或いは後方病床がどれぐらい確保できているのかなど、そういったデータというのは手元にあ

りますか。もし手元にあれば教えていただきたいなというのと、あとなければまたまとめてい

ただきたいと思っています。 

２点目が、スライド 10 枚目の在宅医療多職種連携 ICT ネットワーク導入支援もぜひ進めてい

ただきたいなということで、ここに明記されてよかったなと思っていますが、これについて、

令和３年度はどういう実績だったのかなと。ご報告がなかったので、あったのかないのか、あ

ったのであればどういうところでどういう形で実施されたのかを教えていただきたい。 

最後は意見なのですが、先生から今お話があった在宅歯科医療連携室の試み素晴らしいなと

思って先ほどビデオを見させていただいて、ぜひ推進いただきたいと思うのですが、こういっ

た構成員の中だけでの共有というよりは、郡市医師会みたいなところで、この事業をもうちょ

っとアピールされたらいいのかなと思いました。なかなか在宅医でも、知っている方もいれば、

知らない方もいると思いますので、状況によっては住民、或いは患者さんが直接電話するとい

うルートだけでなくて、医師会の方からも相談するルートもあってもいいのかなと思いました。

以上３点でございます。 

 

【事務局】 

事務局でございます。実績につきましては、令和３年度の実績報告は、次年度４月に取りま

とめを行いますので、取りまとめ終わりましたらそういった状況を分析しながら、また次回ご

報告させていただきたいと思いますので、お願いいたします。 



７番の ICT ネットワークでございますが、こちらは在宅医療に特化したもので今年度からス

タートをしたものでございますが、残念ながら今のところ申請はございません。１件ご検討い

ただいたのがあったのですけれども、進める中で、現在半導体の関係ですとか、資材が確保で

きないようなお話もございまして、残念ながら今年度につきましては実績がありませんが、今

後、ご申請いただけるものと考えてございます。以上でございます。 

 

【委員長】  

 はい、先ほどの歯科のパンフレットですが、北海道医師会の医報というのがあるのですが、

そこに封入するということもできます。本文の方に入れることもできますので、ぜひ、事務局

の方に相談していただければと思います。 

 

【委員】  

 ○○先生、○○先生ありがとうございます。現状、広報というのは各地の相談員がいろんな

施設とか病院に直接赴いて、パンフレットを手渡してお話して広めているという現状です。そ

れでもまだ全然広がらないのが現状だったので、今回テレビに思い切って出したのですが、今

の○○先生ご提案された医報ですか。北海道医師会のそちらに載っていれば本当にこれ以上の

ことはないなと思いますし、各郡の医師会にも働きかけてどんどん広げていきたいなと思いま

す。○○先生も協力いただければ室蘭の方で、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

【委員長】  

その他、質問やご意見ありませんか。 

それでは議題の２「在宅医療推進に係る各種研修会について」事務局より説明をお願いいた

します。 

 

議題（２）「在宅医療推進に係る各種研修会について」 
 

【事務局】 

資料２に沿ってご説明させていただきます。資料の方共有させていただきます。 

まずはスライド２、北海道では在宅医療推進支援センター事業としまして、各種研修会を実

施しております。研修事業は次の５種類になりますので、順にご説明させていただきます。 

スライド３でございます。在宅医療に係る医師等向け研修でございます。在宅医療の心理的

ハードルを下げ、在宅医療への参入を促すため、在宅医療の制度や診療報酬制度などに関する

知識の習得を目的とした研修をテーマごとに開催するものでございます。こちらは本年の１月

～２月に３回リモートで開催してございます。 

スライドの４でございます。第１回のテーマは在宅医療の基本と診療報酬ということで草場

先生にご講演をいただいております。 

スライド５でございます。こちらは当日の参加された方 54 名、動画の再生回数は 138 回とな

ってございます。先生からは在宅医療を始めるに当たり、ポイントや在宅医療の診療報酬上の

構造について具体的な例を挙げてご講演いただきまして、１からはアンケート結果となってご

ざいますが、皆様お忙しいところ、30 名の方にご回答いただいております。参考になった、在

宅医療の仕組みが見えたですとか、診療報酬の取りこぼしを見つけることができた、具体的な

事例を交えて分かりやすかったというお声をいただいております。 

スライド６でございます。今後開催して欲しいテーマとしましては、在宅医療の実際の取組

事例がもっとも多い結果となりました。 



スライド７でございます。問５、回答された方の中には在宅医療未経験の方で職種の１割は

医師の方となっております。 

スライド８でございます。問７、所属につきましては病院・診療所がおよそ半々、半数の方

が札幌の方となってございました。 

スライド９、こちら第２回になります。テーマはスタートアップということで草場先生から

ご講演をいただいた後、事例紹介といたしまして余市町の医療法人社団滋恒会中島内科中島院

長と名寄市立風連国保診療所の松田所長より普段行われている訪問診療の実際について事例紹

介をいただきまして、草場先生の進行によります質疑応答ディスカッションを実施してござい

ます。 

スライド 10でございます。当日参加者は 31名、動画の再生回数は 72名となっておりまして、

大雪の影響など参加を取りやめた方もいらっしゃるようでございます。アンケート回答いただ

きましたのは８名で、問１の在宅医療の基本につきましては草場先生より、在宅医療を行うこ

とへのメリットということで地域のニーズに応えられることや臨床医としての知識や技能の幅

が広がり、経営のメリットなどについてもご講演をいただいております。資料には添付してお

りませんがスライド画面上で資料の方を共有させていただいておりますのでご覧いただければ

と思います。 

スライド 11 でございます。中島内科の実施状況ということで中島先生から、事例紹介、訪問

看護との緊密な連携・活用により、１人医師体制で在宅医療を実践では、余市町には、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看護事業所があり、積極的に連携されている

とのことでございます。画面の方で中島内科の概要について表示させていただいております。

次にスケジュールも併せて表示してございますが、外来のお昼休みに訪問診療されていると、

看取りまでされているということで、中島先生もご家族もやり切ったという達成感があるとい

ったお話をいただいておりました。アンケートでは皆様から、参考になったとの回答をいただ

いております。 

スライド 12 に風連国保診療所の松田所長より、医療介護の積極的な連携・役割分担による在

宅医療の実践について事例発表をいただいております。特徴的な点は、ICT の活用となってお

りまして、資料１でもご説明しました ICT の補助事業で、実施している上川北部の医療介護連

携 ICT システムをご活用されていまして、訪問前に治療歴や検査結果等を参照し、参考にされ

ているとのことでございます。また介護のヘルパーやケアマネの方から、日々の療養時の状態

は必要に応じてカルテにコピーして共有されているということで、ICT の活用により、情報共

有がスムーズになり、業務の効率化に繋がっているとのことで、アンケートの結果でも皆様と

ても参考になったとご回答いただいております。 

スライド 13 でございます。問９、今後の開催の希望では、在宅での看取り緩和ケアの実際が

最も多い結果となってございます。 

スライド 14、問 10 では自由記述ということで、参考になったというご意見をいただいてご

ざいます。 

スライド 15、所属では医療機関が多く、札幌以外の方ですと後志や宗谷という回答でござい

ました。 

スライド 16 でございます。２月 19 日に第３回を開催いたしまして、他機関の連携による在

宅医療の取り組みということで、本輪西ファミリークリニックの佐藤院長よりご講演をいただ

きまして、私からは補助金制度説明をさせていただいております。 

スライド 17 でございます。当日参加者数は 23 名動画の視聴回数は 49 回となっております。

佐藤院長のご講演では、皆さんとても参考になったと回答されていまして、室蘭市医師会在宅

システム検討委員会の事例から、立ち上げ、実際の内容、今後の課題ということで、グループ

医師会による代診体制や後方病院との連携促進、課題の抽出や勉強会の開催などについてご講



演いただきまして、地域の連携やグループ診療について、参考になったとのご回答いただいて

おります。 

スライド 18 でございます。補助金につきましては道の在宅医療の熱意を感じるといったご評

価いただいきました反面、手続きが理解しづらかったということもございまして今後工夫させ

ていただければと思います。 

スライド 19 でございます。質疑応答につきましては、お一人以外参考になったということで、

かかりつけ医の仲間と広がりについて参考になったとされております。今後の開催希望につき

ましては、スタッフの教育について興味お持ちの方が多いという結果でございました。 

スライド 20 でございます。回答いただいた方が在宅医療未経験の方も含め、医師が最も多い

という結果でございます。 

スライド 21 の所属ですと病院と診療所が半々で、地域としましては札幌以外ですと、西胆振、

留萌、宗谷圏域が多いという状況でございます。 

スライド 22、在宅医療に係る同行研修でございます。実際の在宅医療の現場に同行して、経

験をいただくという内容でございますが、実施予定期間中に新型コロナの蔓延防止措置が続き

ましたことから、今年度については中止をさせていただいております。同行研修を希望されて

いる方がすでに今年度もいらっしゃいますので、次年度実施ということで予定をしてございま

す。 

続きましてスライド 23 でございます。人生会議の普及に向けた、医療従事者向け研修でござ

います。人生の最終段階における医療に関する患者の相談に適切に対応できる体制を強化する

ことを目的に、２月から３回開催をしております。こちら対象介護従事者にも広げております

が、こちらはですね、介護施設から医療機関に搬送された際に、施設職員にご本人の意思を確

認しようとしても、普段から全く人生会議についてお話をされていないということも実際ある

ということですので、ACP に対する理解は介護分野の方にも知っていただきたいということで

考えているところでございます。 

スライド 24 でございます。第１回でございますが、テーマを ACP の基本としまして、ACP 未

経験者などの基本について学びたい方を対象といたしました。講師には一般社団法人日本アド

バンスケアプランニング研究会代表理事の三浦先生にご講演をいただきまして、質疑応答では、

同研究会理事で西岡病院の五十嵐院長に座長をお願いしております。当日参加者 117 名、動画

視聴回数は 893 回ということで、対象範囲が広いということもあります。ACP への関心の高さ

が伺える結果となってございます。 

スライド 25 アンケート結果では、72 名全ての方に参考になったと回答をいただいておりま

す。ACP を行った場合とそうでない場合を対比した映像教材ということで、ACP がなぜ必要かと

いうことが伝わる内容となってございました。 

スライドの 26 でございます。意見交換・質疑応答につきましては、多数の方にご評価をいた

だいておりますが、一部参考にならなかったという方につきましては時間が足りなかったとい

うことで、もっと聞きたかったという積極的な理由からこういった評価をいただいているよう

でございます。 

スライドの 27 でございます。今後の開催希望としましては、意思決定支援にかかるコミュニ

ケーションスキルについてが、最も多い結果となりました。 

スライド 28 でございます。職種は、看護師が最も多く、次いで医師、介護支援専門員となっ

てございます。所属は病院が最も多い状況でございました。行政機関が新型コロナの対応等で

保健師等は当日参加が難しかったという実態があり、数字が出ていないという状況でございま

す。 

スライド 29 でございます。地域別では４割が札幌ですが、札幌以外の圏域からも広くご参加

をいただいております。 



スライド 30、ACP 医療従事者向け研修第２回でございます。日本アドバンスケアプランニン

グ研究会理事の西川先生にご講演をいただきましたほか、事例紹介としまして、静明館診療所

の田上さん。介護施設の取組事例といたしまして、特別養護老人ホームしゃくなげ荘の山本施

設長からお話をいただきました。質疑応答では、ACP の現場導入の取り組み推進というテーマ

で、北海道医療ソーシャルワーカー協会の岡村副会長に座長をお願いさせていただきました。

当日参加者数は 84 名動画視聴回数が 407 回となってございます。 

続きましてスライド 31 でございます。西川先生のご講演では、多数の方から参考になったと

評価をいただいておりまして、ACP をとるのではなく、積極的待機という言葉について強い印

象を受けたというコメントなどをいただいてございます。 

スライド 32 でございます。静明館診療の田上さんからは ACP の取組事例ということで、在宅

医療ソーシャルワーカーの取組についてご紹介いただいております。 

スライド 33 でございます。山本施設長からは施設における救急不搬送判断指針の検討につい

て事例紹介をいただきまして、皆さんも参考になったとのご評価をいただいております。看取

りの事例を通じて、うまくいったこと間に合わなかったことを含め、振り返りをしていただき

まして、次に生かすという取組に施設で学びを発展させているのが伝わったというコメントな

どいただいてございます。 

スライド 34 でございます。意見交換質疑応答では、西川先生、田上さん、山本施設長のお考

えについてお話をいただきまして、ご意見では時間が不足ともっと聞きたかったという積極的

なご意見をいただいてございました。 

スライド 35 でございます。今後の開催希望につきましては、意思決定支援に必要となるコミ

ュニケーションスキルについて、最も多いという結果になりまして、自由記述では参加しやす

かったというようなご意見もいただいておりました。 

スライド 36 でございます。職種は看護師が最も多く、所属は病院が多いという結果でござい

ました。 

スライド 37、地域別では札幌が約３割の方にご参加いただいております。 

スライド 38、こちらは先週の土曜日に開催しております。第３回でございます。講師に一般

社団法人エンドオブライフケア協会代表理事の小澤先生から、コミュニケーションスキルマッ

プをテーマにご講演をいただきました後、Zoom 機能で参加者同士１対１の演習を行っていただ

きました。画面共有させていただいておりますが、小澤先生は NHK の某番組にもご出席されて

いる方でございまして、コミュニケーションの心得から技術的な部分までお話をいただいて、

こういったような分かりやすい言葉でお話をいただいてございました。 

スライド 39 でございます。人生会議の住民向け研修でございますが、ご高齢の方が参加しや

すいよう対面での実施を前提に進めておりましたが、やはり新型コロナの影響により、やむな

く今年度は、中止をさせていただいております。 

スライド 40 でございます。全道の多職種連携協議会の構成員等を対象とした研修でございま

す。各自治体の連携強化等を目的に、市町村在宅医療介護連携推進事業の担当者を対象として

実施しまして、54 名の出席をいただいております。 

スライド 41 でございます。講師には北見市医療介護連携支援センターの関センター長をお迎

えしまして、在宅医療介護連携推進事業における市町村担当者向け連携コーディネートの方法

についてご講演いただきました後、地域における在宅医療推進に向けた課題把握と取組検討を

テーマに、各グループに分かれて演習を行っていただきました。こちらは田上さんにつきまし

ても、サブファシリテーターとして入っていただいております。 

スライド 42 でございます。アンケートの結果では、事業の取り組み方のヒントになった。具

体例により、理解しやすかったということで、ご覧になった方すべて参考になった。とても参

考になったとの結果をいただいております。 



スライド 43 でございます。グループワークにつきましては、参加された方は、参考になった

以上のご評価をいただいております。 

スライド 44 でございます。今後の開催希望としましては、医療介護関係者の連携体制、地域

づくりが最も多いという結果でございます。 

スライド 45 でございます。その他ご意見としまして、目標設定について、参考になったほか、

リモートではなく対面を希望される声もありまして、Web も対面も一長一短ございますので、

今後の検討課題にさせていただければと思います。所属としましては、市町村が最も多い状況

でございました。 

スライド 46 でございます。職種は市町村保健師ということで４割と最も多くなってございま

す。 

スライド 47 でございます。在宅医療の研修動画、資料一式につきましては、道のホームペー

ジに掲載をしております。当日欠席された方も含め、どなたでもご視聴いただけるようにして

おりまして、Google の検索で“在宅医療研修動画”と検索していただきますと、トップに表示

されるという状況となり、探しやすい状況となってございます。資料２につきましては以上で

ございます。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。 

○○先生、補足の説明はありますか。 

 

【副委員長】 

 前半の在宅医療に関わる医師等向け研修というところについてでございますが、第１回目は

通常の講義という感じだったんですけど、第２回がやはり今回の目玉だったのかなということ

で、いろんな形で北海道の先進的な事例を調査をしている中で出会った中島先生、松田先生の

実践を今回お話いただいたということです。中島先生は先ほどのお話にあった通り、肩肘張ら

ない形で、お一人で在宅医療を看取りまで手がけておられるということで、本当に素晴らしい

実践をされており、参加者が少なかったですが、色々な良い印象を受けたのではないかなとい

うふうに思っていました。松田先生は名寄市立病院と ICT をうまく使ってしっかり連携をしな

がら、多職種連携を広げていくという試みで、これは非常に先進的で、各地で応用できるもの

という意味でも素晴らしい内容だったかなと思っています。毎年こういった事例を語っていた

だく研修というのは、やはり取入れた方が効果的かなというふうに感じましたので、一般的な

在宅医療の普及啓発講義プラス地域の実践例というのを今後も続けていくということが非常に

いいなと思っています。以上です。 

 

【委員長】  

はい、ありがとうございます。Web で参加の○○先生ご意見ありませんか。 

 

【委員】  

ありがとうございます。なかなか視聴できる機会がなくて逃してしまったのもあり、アップ

されているものをまた改めて見たいと思います。今、○○先生がおっしゃったように在宅医療

にかかわる研修会はいろんなところでやっていると思っています。そして、後で出てくる ACP

もそうですけど、普段皆さんが知らずに取り組んでいることが、実は ACP の取り組みであると

いうことだよと、気付かされるところがあるのではないかなと思います。在宅医療や ACP とい

うものが、自然に入れるんだよというところがわかるような事例を、様々な機会で示すように

していく、そして実際に発表することによって、いろんな施設が関心を持っていただけるよう



になればいいなと思っておりますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。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。 

どこかの研修会で、クラスターを出した施設からの発表があったときに、やっぱり普段の ACP

やっているところが非常に大事だということがよく分かりました。○○先生、ご意見ありませ

んでしょうか。 

 

【委員】  

 すみません、ありがとうございます。全然経験が少ないのですが、在宅という部分で、施設

の中の多職種連携等もかなり様相が違うのだなあというのが感じました。在宅の方にも行って

いるのですけども、それこそ日常生活を支える、極端に言うと生きること、食べることとか、

先ほども延命だとかのお話もありましたけど、そういう意味でいうと多職種連携とても大事な

のかなと思います。私、東区なのですが、東区であると施設から、それから病院から在宅に移

るときの食形態の伝達、こういうのも結構今の話聞いて、大事だったのだなというふうに思い

ました。今、○○先生がおっしゃったように、それぞれの地域でいろんな活動しているのを参

考にして、これからの研修がとても大事な時期だというふうに感じました。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。ACP に関しては進んでいらっしゃる○○先生。いらっしゃい

ましたらご意見をお願いします。 

 

【委員】  

 今聞いていまして北海道において在宅医療は当然大事で、少しずつ浸透してきていると思い

ます。ACP も非常に大事だと思いますが、やはり ACP というとどうしても人生の最後のところ

と考えがちですが、実際は ACP というのはもっと広い意味で、プロセスは大事ですが、やはり

しっかりした医療を受けることが前提にあるということで、もう少し幅広くやっていただきた

いなと思います。実際そういうことも含めながら、研修をされていると思います。 

それと多くの職種が絡んでいるということで、そのあたりが非常に大事だと思います。多職

種連携と言葉で言うのは簡単ですが、実際はそううまくはいってない。そのあたりを今、いろ

んなところの実態を見るとかなりその重要性が分かっていて、北海道で進んでいると思ってい

ます。北海道のような広いところでは在宅医療をこれからもっともっとしなければならないと

思いますし、すごく頑張っている印象を受けました。以上です。 

 

【委員長】  

 はい、ありがとうございます。多職種連携について○○委員はいらっしゃいますか。 

 

【委員】  

 皆様の報告を受けまして、私はケアマネージャーっていう役割で在宅の調整役になるんです

けども、本当に多職種というふうに言っても、いろんな職種の方々がいるんだなあと改めて思

いました。在宅の方が例えば栄養というふうなところの課題や、また疾患の課題などがあった

ときに、トータルで見ていかなくてはいけませんので、ケアマネージャーは介護保険の調整役

になると思うんですけれども、皆様のそういった専門職の方と協力しながらできればなという



ふうに思っています。 

ご発言の機会をいただきましたので、プラスでお伝えしたいことがございまして、多職種連

携のリハビリテーションの部分で、多分皆さんもご存知だと思うのですが、７月９日と 10 日に

全国地域リハビリテーション合同研修大会が札幌でありまして、私も委員をさせていただいて

いるんですけども、そういった機会をうまく使いながら、私たちも勉強させていただいて、良

い在宅ケアを提供できるような調整役になっていければなと思います。以上です。 

 

【委員長】  

 ありがとうございます。○○さん何かそれに関して補足ありますか。 

 

【委員】  

すいません、そちらの方には特に補足ありません。 

 

【委員長】  

 はい、ありがとうございます。○○さん、ご意見ありませんか。 

 

【委員】  

はい、ありがとうございます。先ほどの ACP のところですけれども、地域包括センターを比

較的前段階として、実際に終末期というところっていうのは介護支援専門員会も協力しながら

と思いますけれども、やはりその意思決定支援していく中で、人生、生活のところからどう見

ていくのかというところが重要だったりすると思いますので、私たちもそこにどういうふうに

協力していくのか、今、多職種連携と言われますけれども、またもう一歩二歩進んでいただき

たいと改めて感じたところです。 

 

【委員長】  

はい、ありがとうございます。○○さん。ご意見をお願いします。 

 

【委員】  

歯科医師会の在宅医療の件ですが、私は個人的に３年ぐらい前に、自宅で利用させていただ

いたことがあり、その際はケアマネージャーさんに、歯科治療の訪問医療というものはないの

かというご相談をして、そうしましたら訪問歯科医療をしている専門の歯科医院を、３軒くら

い紹介していただいて、自分で選んでくださいということでした。それでちょっと困ったので

すが、その中から一つ選んだところは、非常に親切で本人だけではなく家族の方にも非常に親

切な対応していただいて、私はすごくよかったなっていうふうに思っています。 

報告の中で前回もそうだったのですが、あまり浸透していないというふうに伺って、ちょっ

とびっくりしていたのですが、もし可能であれば、今回いただいたリーフレットをこちらで印

刷して、全道の方にぜひ PR をさせていただければと思います。 

それともう一つは本州で在宅医療をしている医療関係者の方が事件に巻き込まれて亡くなら

れる事件があって、もちろんレアなケースだと思うのですが、そういった危険性がないとも言

えないことを考えると、増えてきている在宅医療のブレーキになったりしていないかというの

が、利用する側としては非常に心配に感じました。外国などでは、そういった危険性があるこ

とを踏まえて、医療関係者だけじゃなく、例えば警察の方が同行するというようなこともされ

ているということですが、そのあたりも、いつ何があるかわからないというのがありますけれ

ども、その利用者がご本人さんだけじゃなく、ご家族のメンタルの部分で、一対一の介護で疲

弊していないかとか、その場合、その本人だけじゃなくて、家族の状況について情報交換が出



来れば、何か改善になるのかなというふうに思いました。私の経験上からいくとやはり当事者

の方には親切なのですが、家族はそれをやるのが当たり前、何か調整役みたいな感じでやって

当然ですよねという、もちろん言葉には出しませんが、そういうスタンスだと、本人も一番大

変だと思いますが、家族もやはり大変だと思います。どこかでちょっと注意して見てあげられ

る方がいるとよりいいのかなという感ました。 

 

【委員長】  

はい、ありがとうございます。後段のことに関しましては後程、○○先生の方からまたお話

をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それからご意見いただいていない方、○○さんご意見をお願いします。 

（機材の不調により無音）  

 すみません、ちょっと音声が聞こえないようですので、後程またお願いいたします。 

 それでは、その他この議題の２に関してご質問や意見はありますでしょうか。 

 

【○○委員】  

○○です。よろしいでしょうか。 

在宅がこのコロナの影響で患者さん家族の受け止めが少し変わってきたような印象を最近持

つようになりました。当院が抱えている患者さんは、ほとんどが終末期の患者さんなので、在

宅に持っていこうという時も患者さんの希望も強いし、患者さん家族のご希望も非常に強く、

最終的に亡くなったとしても、非常に受け入れを感謝されることが多いなと感じるようになり

ました。その時にやはり、ACP が非常に大事で、当院は救急をやっているので、DNR というのは

医者が、いつも叫ぶのですけど、DNR だけではとても解決するような問題ではなくて、病院全

体として ACP をとりましょうというところで、研修会等を開いていて、少しずつそれが広がっ

て、またそれが、在宅患者さんが急変したような時にも、適切に対応して患者家族の満足にも

繋がっているのかなと、ACP の取り組みとか、非常に素晴らしいなと思いますので、どんどん

広げていっていただきたいというふうに思いました。以上です。 

 

【委員長】  

はい、発言ありがとうございます。 

○○さん繋がりましたか。 

（機材の不調により無音）  

申し訳ありません、やはり繋がっていないようですのですいません。 

その他議題の（２）についてご意見やご質問ありませんでしょうか。 

ないようですから議題の３にいきたいと思います。令和４年度診療報酬改定について、事務

局より説明をお願いいたします。 

 

議題（３）「令和４年度診療報酬改定について（在宅医療関連）」 

 

【事務局】 

令和４年度診療報酬改定につきまして、資料３に沿ってご説明をさせていただきます。こち

らは４月から開催される診療報酬につきまして、在宅医療関連の医科歯科調剤の概要になって

おりまして、国の資料を抜粋したものとなってございます。在支診等の要件が追加になるなど

変更がありましたので、この場で報告事項ということで協議をさせていただきます。 

スライド２でございます。在支診・在支病の施設基準の見直しでございます。３点ありまし



て、４月からは、適切な意思決定支援の推進ということで、人生の最終段階における医療ケア

の決定プロセスに関するガイドラインを踏まえた指針を作成するということの要件として追加

になってございます。今後、医療従事者向けの ACP 研修につきましても、さらに必要が増して

くるものと考えてございます。２点目は、機能強化型在支診・在支病等と連携推進ということ

で、市町村が実施する在宅医療介護連携推進事業等におきまして、在支診以外の診療所等と連

携することや、地域において 24 時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望

ましい旨が追加されております。現状ですと、年に１回、在宅看取り数などを厚生局に報告す

ることになってございますが、４月から地域ケア会議等への出席状況についても報告をするこ

ととなっております。３点目は、機能強化型在支病の要件の見直しでございます。これまでは

緊急往診の実績が 10 件以上であることが必須条件でございましたが、そのほかにも要件が追加

され、いずれかを満たすということになってございます。 

スライド３でございます。変更後の在支診・在支病の施設基準でございまして、青字の箇所

が変更点となっております。 

スライドの４でございます。通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、

外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が、患者宅で共同して必要な指導を行った場合の新

たな評価としまして、外来在宅共同指導料が新設をされたものでございます。 

スライド５でございます。在宅療養支援診療所以外の診療所の訪問診療に対する評価でござ

いますが、24 時間の往診及び連絡体制が要件となってございます。継続診療加算につきまして、

在宅療養移行加算に名称を変更しまして、地域の医師会または市町村が構築する当番医制など

に加入し、必要な在宅医療体制を確保した場合の評価が新設されたものでございます。 

スライド６でございます。要件の一覧となってございます。加算２につきましては、24 時間

体制は必須ではございませんが、往診が必要な患者に対し、当該医療機関または連携する他の

医療機関が往診を提供する体制を有していることが必要となってございます。 

スライドの７でございます。小児に対する在宅医療の評価の見直しにつきましては、在宅が

ん医療総合診療科の小児の加算が 1000 点に追加になりましたほか、緊急往診の加算の見直しと

しまして、小児患者の場合は緊急の往診を要する痙攣ですとか、呼吸不全などの病態が成人と

異なりますので、このような病態が予想される場合には、緊急往診加算が算定可能になるもの

でございます。 

スライド８でございます。こちら概要になりまして、既存の在宅がん医療総合診療科に小児

加算が追加になるものでございます。 

スライド９でございます。データ提出に係る評価の新設でございますが、厚労省にデータを

継続して提出することにより加算できるものでございます。このうち在宅時医学総合管理料な

どにつきまして、在宅データ提出加算として対象となってございます。 

スライド 10 でございます。データ提出のスケジュールになってございます。５月から事前の

手続きを経まして、10 月１日よりデータ提出加算を算定することが可能となっております。 

スライド 11 でございます。ここからは訪問看護ステーションになりますが、業務継続に向け

た取り組み強化の推進ということで、感染症や災害発生時でも必要な訪問看護サービスが提供

できるよう、業務の継続に向けた計画策定や研修、訓練の実施を義務化されたものでございま

す。下段は、複数の訪問看護ステーションによる 24 時間対応体制の見直しでございます。利用

者が 24 時間対応を受けられる体制整備のため、複数の訪問看護ステーションが連携し、24 時

間対応体制加算を算定できる場合に、自治体などの地域の連携体制に参加している場合を追加

するものでございます。 

スライド 12 でございます。機能強化型訪問看護管理療養費の見直しということで、他の訪問

看護ステーション等に対する研修等の実施と相談対応の必須条件になるとともに、加算額が増

額になったものでございます。機能強化型訪問看護ステーションの役割の強化が期待されてい



るものでございまして、必須でありませんが、専門の研修を受けた看護師が、配置されている

ことが望ましい旨が追加をされてございます。 

スライド 13 でございます。こちらは機能強化型訪問看護ステーションの要件の一覧となって

ございます。 

スライド 14 でございます。こちら訪問看護に係る関係機関との連携強化ということで、医療

的ケア児等に対する訪問看護に係る関係機関のために、訪問看護情報提供料１に、指定特定相

談支援事業所等が追加になりまして、年齢も 15 歳未満から 18 歳未満に引き上げられておりま

す。学校等への情報提供に対応する訪問看護情報提供療養費２につきましても、年齢の引き上

げに合わせて、高校などが追加されてございます。 

スライド 15 でございます。こちら対象となる情報提供先の一覧となってございまして、対象

年齢の引き上げに合わせて拡充されております。 

スライド 16 でございます。複数名訪問看護加算の見直しですが、これまで対象となると同行

者は、看護補助者のみから看護師についても同行した場合に、加算の対象になるものでござい

ます。 

スライド 17 でございます。訪問看護指示書の記載欄の見直しでございます。令和３年度の介

護報酬改定で理学療法士が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの時間及び実施

頻度等を訪問看護指示書に記載するとされたことを踏まえまして、医療でも同様に指示書が見

直されたものでございます。 

スライド 18 でございます。専門性の高い看護師による同行訪問の見直しと専門研修を受けた

看護師が創傷管理関連の特定行為研修修了者が追加されたものでございます。 

スライド 19 でございます。専門性の高い看護師により、訪問看護における評価について新設

されたものでございまして、緩和ケアなど専門的な管理を含む訪問看護を実施した場合は、専

門管理加算として 2,500 円が加算されるものでございます。 

スライド 20 でございます。先ほどの加算とあわせて医師が特定行為の実施に係る手順書を交

付した場合は、150 点の加算が新設をされております。 

スライド 21 でございます。医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直しとしまして、退院

支援指導加算が改定になります。退院後に長時間の訪問看護必要とする場合は、退院日に看護

師が長時間の退院支援指導を行った場合に、8,400 円が加算されるものでございます。 

スライドの 22 でございます。退院日のターミナルケアの見直しとしまして、訪問看護ターミ

ナルケア療養費につきましては、死亡日及び死亡前 14 日以内に 2 回以上実施するとしている訪

問看護につきまして、退院日の退院支援指導を含めることが可能となってございます。こちら

は在宅での看取りに関する評価が拡充されているものでございます。 

スライド 23 でございます。こちらは改定に伴う経過措置になりますが、令和４年９月 30 日

までは経過措置がありまして、訪問看護ステーションの業務継続計画の作成は、令和５年度ま

では努力義務となってございます。 

スライド 24 でございます。こちらからは歯科診療報酬となります。ポイントとしましては在

宅医療における、医科歯科連携の推進、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の見直し、情報通

信機器を活用した在宅歯科医療の評価となってございます。 

スライド 25 でございます。20 分未満の歯科訪問診療の評価の見直しということで、１人の

場合、歯科訪問診療１では、従前 100 分の 70 から 100 分の 80 と拡充されまして、10 人以上の

歯科訪問診療３の場合は、100 分の 60 相当となってございます。 

スライド 26 でございます。在宅療養支援歯科診療所１及び２の見直しにつきましては、基準

１について、過去１年間に歯科訪問診療１または２を 15 回以上算定から 18 回以上算定に引き

上げられたほか、基準２では 10 回以上の算定が４回以上と引き下げられまして、点数につきま

しても、基準１は 20 点引き上げになりましたが、基準２につきましては 20 点引き下げとなっ



てございます。 

それが 27 でございます。在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直しについて

でございます。対象疾患に口腔機能低下症が含まれないことについて明確化され、点数が各 50

点引き上げられております。 

スライド 28 でございます。小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直しに

ついてでございます。対象患者の年齢を 15 歳未満から 18 歳未満に引き上げなり点数も 450 点

から 600 点と加算についても変更になってございます。合わせて 18 歳以後も継続的な歯科疾患

の管理が必要な場合も対象に追加されております。 

スライド 29 でございます。在宅医療における、医科歯科連携の推進ということで、歯科医療

機関連携加算１の対象医療機関を廃止及び患者の拡充でございますが、これまで情報提供を行

う医師の所属及び患者の状態に係る要件がなくなりまして、医師が歯科訪問診療の必要を認め

た患者を対象とするということになってございます。 

スライド 30 でございます。訪問歯科衛生指導の実施における ICT の活用に関するする評価の

新設でございます。情報通信機器を活用した、在宅歯科医療の評価としまして、歯科衛生士等

による訪問歯科指導の実施時に歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察した患者に対して、

歯科訪問診療を実施し、当該観察の内容を診療に活用した場合の評価が新設されております。 

スライド 31 でございます。こちらからは調剤報酬改定の内容となってございます。ポイント

としましては、在宅患者への薬学的管理及び指導の評価の拡充となっております。 

スライド 32 でございます。こちらは今回の改定を反映しまして薬局における訪問薬剤管理指

導業務に係る点数の一覧となってございます。 

スライド 33 でございますが、こちらは 32 の続きとなっております。 

スライド 34 でございます。患者の状態に応じた在宅薬学管理を推進としまして、在宅患者緊

急訪問薬剤管理指導料の見直しでございます。算定要件に主治医と連携する他の医師の指示に

より訪問薬剤管理指導を実施した場合が追加されております。 

スライド 35 でございます。在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注

入ポンプによる麻薬の支援を在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合に

ついて、新たな評価が追加されたものでございます。 

スライド 36 でございます。在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを

用いた中心静脈栄養法輸液等の薬剤の使用など、在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び

指導を行った場合につきまして、在宅患者訪問薬剤管理指導料が新設をされております。 

スライド 37 でございます。退院時共同指導料の見直しとしまして、退院時共同指導料につき

ましては、患者が入院している医療機関における参加職種の範囲を医療機関における退院時共

同使用料の要求に合わせ拡大すること、薬局の薬剤師がビデオ通話可能な機器を用いて共同指

導の参加する場合の要件について改定になってございます。資料３につきましては以上でござ

います。 

 

【委員長】 

 はい、ただいま事務局から令和４年度診療報酬改定について、在宅医療関連の説明がありま

したが、大変申し訳ありませんが、ここで質問を受けてもしょうがないので、ご質問やご意見

を受け付けないことにいたします。よろしいですか。ぜひ何か言いたいっていう方いますか。   

はい、どうぞ。 

 

【副委員長】 

 はい、感想です。質問ではないです。医科の方で、やはり今回 ACP を必ずやるようにという



のはもちろんなのですが、この機能強化型在支診・在支病が地域と協力をするということが努

力義務に入ったというのは非常に良いことかなと思っています。北海道の在宅医療グループ診

療運営事業ではすでに要件としていることを国としても全体的に普及させたいという意思がこ

こに出たということで、北海道でいち早くスタートして、逆に国が追い付いてきたという意味

でも本当にこれはよかったなというふうに思っています。以上です。 

 

【委員長】 

 はい、ありがとうございます。それでは議題の４に移りたいと思います。在宅医療推進に係

る今後の取り組みについて、事務局より説明お願いします。 

 

議題（４）「在宅医療推進に係る今後の取組について」 

 

【事務局】                                                           

 はい。在宅医療推進に係る今後の取り組みについて、資料に沿ってご説明をさせていただき

ます。資料の共有をさせていただきます。 

スライド２でございます。道における在宅医療の推進に向けた施策でございますが、大きく

４点ございまして、①としまして提供体制の構築、②関係者間の連携、道と市町村間の連携推

進、③人材の育成と資質向上、④情報提供、普及啓発に取り組むこととしてございます。各市

町村では、地域支援事業としまして、在宅医療介護連携推進事業などを実施しておりますので、

保健所等による圏域内での広域調整や多職種連携協議会による市町村支援、各医療機関などに

対しましては、補助事業等による支援や、在宅医療推進支援センターによる各種研修事業やア

ドバイザー等の派遣による地域支援を実施してございます。 

スライド３でございます。令和５年度に向けた推進方針案としましては、総論としまして、

圏域ごとの状況分析課題設定を行うことと併せて、地域ごとの課題に応じ在宅医療推進支援セ

ンターなどが支援を行うこと。各論①としましては、在宅医療に参入してもらうため、各種研

修会の開催や多職種連携協議会やホームページで情報提供を行うほか、補助事業により支援を

行うこととしております。各論②としましては、関係者間の連携促進、人材の育成と資質向上、

普及啓発を目的に、先進事例の共有や入退院ルール等の取り組みの支援をするとしております。

各論③としましては、人生の最終段階における医療、ケア、急変時等の対応の推進としまして、

医療従事者や住民向けに人生会議に関する研修会やセミナーを開催することとしております。 

スライド４でございます。令和４年度のスケジュールとしましては、上半期に各圏域の取り

組み状況や課題を整理し、保健所や市町村との課題や先進事例の共有、本小委員会につきまし

ては、上半期に第１回、下半期に第２回の開催を予定してございます。通年では引き続き、各

地域に在宅医療推進支援センターのコーディネーターやアドバイザーを派遣するほか、在宅医

療推進に向けた研修会の開催、人生会議につきましては、医療従事者向け及び住民向けの研修

会やセミナーを開催することとしております。令和３年度につきましては、新型コロナの影響

から開催できなかった取組もございましたので、開催手法につきましては必要に応じ、オンラ

インや対面を安全対策にも配慮しながら、柔軟に実施をさせていただければと思っております。

資料４につきまして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資料４について、説明がありましたが、

質問やご意見はありませんでしょうか。 

 



【副委員長】 

 この方向性について、もちろん私も全く異論はないのですが、スライド４枚目のスケジュー

ルの通年というところに、各地域へ在宅医療推進センターのコーディネーターや医療アドバイ

ザーを派遣し、地域の課題の助言等の実施ということを書いてございますが、私も事前に資料

を拝見した時に、うっかりしていて、令和３年度にこの事業もある程度展開しています。それ

についての報告は今日全く抜けていたので、これは報告をしていただかないといけないと思い

ました。在宅医療推進センターの担当者の方からでもいいので報告をしていただければと思う

のですがいかがでしょうか。 

私自身も苫小牧の医師会の先生方と、何回もテレビ会議でディスカッションなどしています

ので、そういう試みもこの活動の中に入っていると思っていました。 

 

【北海道総合研究調査会】 

北海道在宅医療推進センター事業を今年度受託しております、北海道総合研究調査会と申し

ます。よろしくお願いいたします。今ちょっと手元に細かい資料持ってきていないので、ざっ

くりとしたご報告になってしまうことをご容赦いただきたいのですが、まず、コーディネータ

ーの派遣ということに関しましては、今年度は別のドクターからの在宅医療に手を出してみた

いというような形の相談に対して、具体的に相談支援という形を数回にわたって行ったり、コ

ーディネーターについては、保健所ですとかヒアリングにも同席いただいて、そのヒアリング

の結果の整理ですとか、そういったところにもご協力いただいております。 

また、各地域で実施しております研修会の企画についても、企画段階から入っていただいて、

内容の精査ですとか、企画内容について一緒に検討をしていただいております。 

今年度アドバイザーについては草場先生にお願いしておりまして、アドバイザーに関しても

先ほど申し上げましたような個別の医療機関からの問い合わせですとか、研修の相談などにつ

いても、必要に応じて同席いただいております。今年度モデル地域として羊蹄地域と苫小牧地

域を設定しておりまして、特に苫小牧に関しましては、先方からの要請に応じまして、アドバ

イザーを派遣して研修ですとか、協議の場にアドバイザーの先生にご参加いただいているとい

う実績がございます。以上です。 

 

【副委員長】 

 補足すると、苫小牧医師会さんは非常に積極的で、本当に地域全体で在宅医療を推進してい

きたいということで、何名かすでに在宅医療を実践されている先生方がいらっしゃるので、そ

の方を核にしながら、今手がけていない開業医の先生方をどんどん巻き込もうということで、

かなり地域全体で勢いが出ているなと、非常に感心して見ておりますので、引き続き応援をさ

せていただきたい。 

羊蹄地区は逆に倶知安厚生病院が、今まで在宅を自院で引き受けざるをえなかった。そんな

中でやはり病院も入院業務が大変ですので、なかなか在宅をずっと続けられないということで、

地域の診療所の先生方にお任せをしたい。ただ、なかなかそれがうまくいかないということで、

そのための方策を相談したいという、結構切実な願いがあるということで、これはまだ解決が

できてないのかなと思っていました。 

あと印象的だったのが、北見のとある形成外科の先生が、在宅医療を手がけたいということ

で、具体的に在宅医療をどういった形で収益面も含めて展開できるだろうかという、具体的な

ご相談を色々いただいて、テレビ会議でいろいろとお話をさせていただきました。結構こうい

った事業で、現地の実情に即したアドバイスが段々できるようになってきているかなと思って

います。全道研修と合わせて、個別支援というのは非常に重要だと思いますので、令和３年も

ある程度できましたし、令和４年度もやっていきたいなというふうに感じておりました。以上



です。 

 

【委員長】 

 はい、補足ありがとうございます。Web で参加の皆様ご意見や質問はありませんでしょうか。

議題の４に関わらず全体的にご質問があればお願いします。 

 

【委員】 

○○です。在宅医療推進事業に関して、訪問看護ステーションの設置に係る支援の部分で、

最初の説明資料の中では、市町村の方で、申請してくれればいいみたいなところが出ていたと

ころですが、北海道全体の中で、例えば、北渡島檜山ですとか、北空知とかまだ 24 時間体制の

訪問看護ステーションができないような地域があるといったところで、そういったところから

まだ手が上がってきていなかったりすると思います。自ら手を挙げないけれども、そういった

資源が不足しているような、訪問看護ステーションの設置がなかなか進まないようなところに

関しての相談やこちらからアプローチしていくようなことが、どのようになっているのか教え

ていただければありがたいです。 

 

【委員長】 

 事務局、どうでしょうか。 

 

【事務局】 

 はい、ご質問ありがとうございます。訪問看護ステーションの不足地域につきまして、ステ

ーションの立ち上げ、運営に対する支援をさせていただいております。こちら補助事業でござ

いましては、地域のそういった資源を使って、市町村がその地域で立ち上げるというところで、

まず、地域の調整をしていただくというものが必要になってまいりますので、ご希望があれば、

積極的に支援をさせていただくということで、こういった補助金の方を活用していただければ

と考えております。こういった事業につきましては、保健所を通じまして、各圏域市町村にも

周知をさせていただいておりますので、こういった事業があるということを踏まえて、市町村

の方で訪問看護ステーションが不足しているという意識のもと、立ち上げるというふうに思っ

ていただければ、各圏域において訪問看護ステーションが増えてくるのかなというふうに思っ

てございます。 

多職種連携に必要な訪問看護の部分でございますので、多職種連携協議会等においてもご案

内を差し上げているところでございます。以上でございます。 

 

【委員長】 

○○さんどうぞ。 

 

【委員】 

ありがとうございました。自ら手を挙げてっていうところと、いろんな機関が連携して今で

きるような形に少し変わってきているっていうところの情報提供をいただき、取り組むところ

も増えるとありがたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。○○さんは何か全体的に、ご意見はありませんでしょうか。 

 

 



【委員】 

多分、利用者側としては在宅医療を選択したいという方が結構多いと思います。ただ、例え

ば入院中の状態で家に連れてくることが医療上どうなのかとか、あまり積極的に「わかりまし

た。」と言ってもらえる機会がないような気がします。利用者側の方から色々大変だと思うけれ

ども、在宅にしたいということを粘り強く要望していいのか、もし医療機関が難色を示した場

合に、どこか相談できるところがあるのか、自宅だったらケアマネージャーさんなどがいます

が、入院しちゃうとそこでストップしてしまうので、病院の中の総合医療相談室しか相談する

ところがないんですよね。そこも結局、病院の医者の判断ですっていう場合が多いので、そう

なるともうどうしようもなく諦めてしまう。その病院を離れて自宅に戻って、自分でお医者さ

んを探してくださいってなってしまいます。そうすると周りの在宅で見ていただけるお医者さ

んが、もともと通院していた病院があるのなら手出ししませんと言われてしまうということが

あまり改善されていないような気がします。 

そのあたりは改善されて調節していただける医療機関が増えているということを前提に、何

とか自宅で医療を受けたいということを言っていいものなのかちょっと迷っているところで

す。もし、いやいやなかなかって言われた時に、北海道もこういうふうに推進しているのでぜ

ひ何とかならないだろうかということを話してもいいのかという辺りですね、ACP も人生会議

の時もそうだったのですが、リーフレットや資料を見せて、ぜひ私もこういうふうにしたいで

すという選択肢の一つとして、病院などに説明できるような資料があればいいなと思います。 

医療関係者にどんどん普及するっていうのももちろん、利用者側がそういうことを説明でき

るような補足資料があればいいなと思います。過去にジェネリック薬品がなかなか普及しなか

ったときに、色々なタイプの普及のものが出てきて、カード型の私これでお願いしますとお医

者さんに言うと、処方箋にジェネリックを選択できるとかどんどん変わってきたので、そんな

簡単にはもちろんいかないと理解していますが、在宅医療を希望するかしないとか、そういう

ことを少し手助けになるような資料があればいいなと感じます。 

また、以前講座で人生会議の研修をさせていただいたのですが、今後も行うことなので、も

し実施する場所などが分かれば、オンラインでも参加型のものでもご協力できればと思います

ので、またご連絡いただければと思います。以上です。ありがとうございます。 

 

【委員長】 

ありがとうございます。道庁からは多分答えられないと思いますので、私のほうから答えて

おきます。ほとんどの病院には相談室があるはずです。医療相談室は必ずと言っていいいほど

ほとんどあると思います。ないところもあるかもしれませんけども、ありますのでそこに相談

してください。医療の制度とか社会の制度に関しては、医者に聞いても無理です。答えられま

せん。どこに訪問看護ステーションがあるとか、どこのケアマネージャーがどうだとか、そう

いうことは、むしろ相談室の者の方が知っています。医者は分からないことが多いので、担当

の先生には聞かないでください。相談室の方に聞いてください。そして、訪問診療を受けられ

るところはないかとか、自宅で過ごせないかとか、そういうことはそちらに相談した方が、極

めてうまくいくというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【副委員長】 

おっしゃった通りで、私はむしろ逆のケースを経験することが多いです。我々からはもっと

訪問診療を求めて欲しいのに、ご家族の方がむしろ遠慮して、とてもうちではできないという

感じになるケースが多くて、我々はそちらの方が歯がゆい状況です。今まで外来にかかってい

た方が結局自宅に戻らない、戻ろうとしないということもあるかもしれません。だからむしろ

在宅で療養したい旨を主張していただきたいと思っています。実はある程度の大きな病気があ



っても、今は自宅で看ることができます。それは訪問看護の力などを借りながら看ていくこと

になります。ですからむしろ思い切って言っていただきたい。こんな病気でも大丈夫ですかね

というような病気でも、例えば ALS みたいな、呼吸が自分ではできないような方でも、人工呼

吸器をつけて自宅で 10 年 20 年暮らしておられますし、病気の難しさであまり選ばないで、と

にかく家に帰りたいんですという意向を、ソーシャルワーカーか医療相談室の方に言っていた

だくのがやっぱり一番いいと思います。むしろ言っていただきたいなということです。以上で

す。 

 

【委員長】 

私事ですが 30 年以上前から、どんな人でも家に帰れますというふうに患者さんには言ってい

ます。だから、必ず帰れる方法があるんです。ですから、ぜひそのように、を利用してくださ

い。 

そのほかにご意見や質問ありませんでしょうか。よろしいですか。 

最後に、その他として事務局から何かありますでしょうか。 

 

議題（５）「その他」 

 

【事務局】 

はい、道庁でございます。先ほど○○様からもお話が出ておりましたけれども、本年の１月

に埼玉県の方で、患者さんとのトラブルから在宅のクリニックの先生が犠牲になるという痛ま

しい事案があったわけでございますが、レアなケースなのかもしれませんけども、あってはな

らないことだと思っております。民間の調査なんかを見たところ、ハラスメント等にあるのは

やはり訪問看護、訪問介護にいかれる方で、単独で行かれる方というのはハラスメントに遭い

やすい。またハラスメントに会う理由としては、訪問看護や訪問介護の制度としてここまでし

かできないという範囲を患者さんが理解できてないという部分で、患者さんやご家族はここま

でやってもらえるものだということで、医療従事者の方や介護従事者の方と患者さんの間での

認識の食い違いというものがハラスメントに繋がっているというような調査結果もあったとこ

ろでございます。ただ、こういった事案もございますので、道としましては、こういったこと

を踏まえまして、安全対策ですとか、未然防止のために、今患者さんとの信頼関係を作るとい

うようなことが必要なのではないかなと考えているところですが、今回のこういう機会ですの

で皆様方にご意見を伺いたいと思っております。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。事務局から在宅医療の安全対策について、発言がありました

が、日本医師会でも新年度から委員会を設置して、この問題について検討するというようなこ

とになっておりますが、○○先生からの発言をお願いします。 

 

【副委員長】 

在宅医療の中では、この問題は昔から結構大切な問題として捉えられています。実は古くて

新しい問題です。基本的に密室になりますし、患者さんの自宅なので何があるか分からない。

今回まさか銃があると思っていない状況で、本当に射殺されてしまったということになったの

ですけれども、そういった意味では、大変リスクが高い。 

先ほど警官を連れてみたいな話がありましたけれども、さすがに日本はそこまで治安が悪く

ないので、ほとんどのケースでは安全に訪問診療ができるのが現実だと私は思っています。 



ただ、その危険性をちょっと感じる兆候としては、セクハラとか、言葉のハラスメント。ま

た、実際の身体的な暴力もあるかもしれません。ちょっと拳を握ったりだとか、そういった方

が出た時にじゃあどうするかというのが、実は我々３段階ぐらいのアプローチに分けて今動い

ています。 

一つ目は、まずいきなり警察呼ぶとかではなくて、何でその問題行動を起こすのか、或いは

ご家族は何でそういうことをせざるを得ないように迫られているのか。先ほど斎藤さんからは

訪問している医療従事者は家族にどう関わっているのかという発言がございましたけど、私ど

もは結構、家族のことを見ています。これは医師も看護師も、ケアマネージャーもヘルパーさ

んも家族のことをよく見ていますので、どうしてそういう行動をとるのかということをしっか

り多職種会議の中で分析をして、その背景にある課題がもしあれば、例えば介護負担が非常に

重いので、少しレスパイトケアをしてゆっくり休んでいただく機会を作るとか、そういったこ

とで改善するケースもございます。まず、第一段階はそれです。それで改善するケースも結構

多いと思います。  

ただ、第二段階として問題行動が繰り返され、いろんなアプローチをしても難しいという場

合には、やはり我々は在宅医療や訪問看護を提供できないこと、つまりこういう態度を取られ

ると私たちは関われませんと強く警告を発する。それは所長とか、院長みたいな立場の人間が

面と向かって明確にそれを言う。場合によっては文書で取り交わすこともあるかと思います。

そういったことをしながら、やはり問題行動が出るという場合もございます。その場合は訪問

診療を中止することもございます。 

更にもう少し進んで、実際に強い問題行動が出るような状況になると、場合によっては警察

の介入を要請するようなケースも非常にレアですけどやはりあります。実際に手を握られると

か、手を握って離さないとか、そういったことがあれば問題ということで、警察に相談をする

ケースもあります。 

大体この３段階で危機管理をしながら見ていくということと、あとはそういったリスクがち

ょっとでもありそうな方は、男性医師でも 2 人で行く。女性医師であれば尚更です。訪問看護

師さんについても男性医師が必ず同行を１回してみるとか、そういった形でリスクを下げるよ

うな形で今動いています。現実的に我々がやっていることをご紹介いたしました。以上です。 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございます。私も訪問診療しているのですが、患者さんを見ているわけじ

ゃなく、家族の方も見ています。これはもう訪問看護師さんもそうだと思うのですが、訪問す

る時には必ず患者さんと患者さんの家族全部含めて、診察をしています。だから、○○先生が

今おっしゃった方向というのは、やっぱりそういう場面もありますので、考えていきたいなと

いうふうには思います。事務局、何かありますか。 

 

【事務局】 

はい、道庁でございます。○○先生、○○先生、ありがとうございました。具体的な対応策

というのをお話しいただいたわけでございますけども、それぞれの地域で個別に悩みを持って

らっしゃる医療機関ですとか事業所なりがあるのではないかと考えておりますので、今後在宅

医療の研修会や多職種連携協議会といった場で意見交換をさせていただくですとか、うまくい

った事例ですとか、そういったものを紹介していただくという場を設定させていただきたいと

考えております。それを進めるにあたって、また皆様方のご意見ご助言をいただきながら進め

たいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 



【委員長】 

はい、ありがとうございます。その他を終了したいと思います。以上で本日の議事を全て終

了いたします。事務局から次回開催案内をお願いいたします。 

 

【事務局】 

皆様長時間のご議論を大変お疲れ様でございました。次回の在宅医療小委員会の日程でござ

いますが、追って事務局からご連絡を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。以上です。 

 

【委員長】 

この地域医療専門委員会の在宅小委員会ができてからやはり随分在宅医療が進んだ気が感覚

的にいたします。これからもぜひ進めていきたいと思います。これをもちまして、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。本日はありがとうございました。 


