
- 92 - 

 

１１ 在宅医療の提供体制 

 

（１）現 状 

○ 長期にわたる療養や介護を必要とする患者が病気と共存しながら、生活の質の維持・向上

を図りつつ療養生活を継続することができるよう、在宅医療の提供体制の整備が必要とされ

ています。 

また、高齢化の急速な進行を踏まえ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、医療と介護が連携した地域包括ケアシステムを構築する必要があります。 

 

 

＜在宅医療＞ 

◇ 治療や療養を必要とする患者が、通院困難な状態にあっても自宅等※の生活の場で

必要な医療を受けられるように、医師などが自宅等を訪問して看取りまでを含めた

医療を提供するものです。 

◇ 在宅医療の対象者は、病気やけがなどにより通院が困難な人で、退院後継続して治

療が必要な人、又は自宅等で人生の最終段階における医療を希望する人などで具体的

には、寝たきりの高齢者、神経難病患者、けがによる重度の後遺症のある患者、末期

がん患者などです。 

 

※ 「自宅等」とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー 

ム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護事業所等を指します。 

    

 

 

＜地域包括ケアシステム＞ 

地域の実情に応じて、高齢者が、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支

援が包括的に確保される体制を言います。 

    

  

○ 全国的に実施された高齢者の健康に関する意識調査※１では、約６割の人が自宅等（自

宅、老人ホーム）で最期を迎えることを希望している一方で、管内では自宅等における死亡

の割合は 14.5%であり、全道平均 12.7％は上回っていますが、全国平均 19.9％を下回って

います。※２ 

 

（医療機関） 

○ 訪問診療、往診、看取りなど医療保険等による在宅医療サービスを１つでも実施している

管内の医療機関割合は、病院 77.3％（17か所）、診療所 28.2％（31か所）であり、病院

は、全道（62.2％）・全国（62.5％）を上回っていますが、診療所は、全道（29.9％）・全

国（38.3％）を下回っています。＊３ 

  また、ナショナルデータベース（平成 28年）による訪問診療を実施する施設数を人口 10

万人当たりでみると、管内は 13.8（病院 11か所・診療所 22か所）であり、全道 15.5を下

回っています。 

 

 

 

＊１ 内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」（平成 24 年） 

＊２ 厚生労働省「人口動態調査」（平成 28 年） 

   「自宅等」には、看取り以外にも自殺や事故による死亡、突然死などが含まれる。 

＊３ 厚生労働省「医療施設調査」（平成 26 年） 
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○ 人生の最終段階も含め 24時間体制で患者の急変等に対応できる、在宅療養支援診療所及

び在宅療養支援病院は、平成 30年４月現在、それぞれ７か所、３か所で平成 25年から増加

していますが、平成 29年１月現在の人口 10万人当たりでは、釧路管内 4.2か所と全道平均

（6.6か所）を下回っています。 

 

 

＜人生の最終段階における医療及びケアのあり方＞ 

 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医

療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本とした上で、人生の最終段階に

おける医療を進めることが最も重要です。 

 

 

（訪問看護ステーション） 

○ 釧路管内の訪問看護ステーションは、平成 30年４月現在 18か所（サテライト型２か所

を含む）となっており、ここ数年は大きな変化はありません。弟子屈町、鶴居村には設置

されていませんが、近隣(標茶町、釧路市）のステーションが広域対応をして、サービスを

提供しています。 

○ 24時間対応の訪問看護ステーション、ターミナルケアに対応するステーションはともに

12か所でありいずれも釧路市、釧路町のステーションです。 

 

（薬 局） 

○ 釧路管内の薬局は、平成 30年６月現在 97か所あり、そのうち在宅患者調剤加算を算定し

ている薬局は平成 29年 12月現在、28か所あります。 

○ がんなどの疼痛緩和に必要な医療用麻薬の調剤や患者宅での保管管理・廃棄等の指導に対

応できる麻薬免許を有する薬局は、平成 30年 1月現在 77か所となっており、ここ数年大き

な変化はありません。 
また、平成 25年 4月から、「地域医療支援センター薬局整備等事業」に基づく在宅医療

基幹薬局として釧路市内の薬局 1か所が指定されて、無菌調剤を実施するためのクリーンベ

ンチ*１が設置され、薬局間の共同利用ができるようになりました。  
○ 北海道薬剤師会では、「在宅医療受入れ可能薬局リスト」を作成しており、釧路管内で

在宅訪問応需可能な保険薬局は 39か所、状況に応じ可能な薬局は 28か所となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ クリーンベンチ：無菌調剤を行うための設備 
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（歯科医療機関） 

○ 釧路管内の歯科医療機関は、平成 30年 6月現在 119か所で、このうち在宅療養支援歯科

診療所の届出は平成 25年と比較し 18増の 23施設となっています。 

○ 北海道歯科医師会において、第三次医療圏ごとに「在宅歯科医療連携室」を設置してお

り、介護が必要な高齢者等のご家族、介護保険事業所、医療関係者から、要介護高齢者の歯

科診療や口腔ケアに関する相談並びに訪問歯科診療の申し込みを受け付けています。 

釧路・根室医療圏では、釧路歯科医師会に設置されています。 

 

＜釧路歯科医師会 在宅歯科医療連携室＞ 

受 付 時 間 月～金 １０：００～１７：００ 

電話/ＦＡＸ ０１５４－４１－７９７９ 

 

（緩和ケア） 

○ 釧路管内におけるがん診療連携拠点病院である市立釧路総合病院及び釧路労災病院には、

緩和ケアチームがそれぞれ整備されています。  

○ 緩和ケアの認定看護師は５人となっており、今後も、医療機関の緩和ケアチームと在宅医

療機関、訪問看護ステーションなどの連携による在宅緩和ケアの促進が必要です。 

○ がん診療連携拠点病院である市立釧路総合病院及び釧路労災病院では、釧根地域のがん診

療に携わる医師及び在宅療養支援診療所医師、訪問看護ステーション看護師等に対して、厚

生労働省の指針に基づく「緩和ケア基本研修会」を実施し、緩和ケアの知識の普及を図って

います。 

 

（２）課 題 

（在宅医療（訪問診療）の需要の把握） 

○ 高齢化の進行や生活習慣病（慢性疾患）が死因の上位を占めるなどの疾病構造の変化に伴

い、要介護認定者や認知症患者は大幅に増加しており、自宅や地域で疾病を抱えつつ生活を

送る者が今後も増加していくことが考えられます。また、地域医療構想を推進する中で、病

床の機能分化・連携が進むことに伴う増加（新たなサービス必要量）も見込まれます。 

○ 在宅医療は、地域包括ケアシステムの不可欠な構成要素であり、今後増大する慢性期の医

療ニーズに対する受け皿であることから、適切な提供体制を整備するため、必要となる在宅

医療の需要について推計しました。 

○ なお、この推計結果については、療養病床の転換に関する状況や在宅医療（訪問診療）の

体制整備の状況などを踏まえ、本計画の中間年（３年目）の見直しにおいて、再度推計する

こととしています。 
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＜訪問診療の需要（推計）＞           （単位：人／日） 

市町村 
平成 25年 

(2013) 

平成 32年 

(2020) 

平成 35年 

(2023) 

平成 37年 

(2025) 

釧 路 市 615 818 923 1,015 

釧 路 町 55 80 93 104 

厚 岸 町 43 52 56 61 

浜 中 町 24 29 31 33 

標 茶 町 34 40 44 47 

弟子屈町 33 44 50 55 

鶴 居 村 10 14 17 19 

白 糠 町 40 46 50 53 

合 計 

(釧路医療圏) 
854 1,123 1,264 1,387 

 

（地域における連携体制の構築） 

○ 市町村によって医療や介護に関する資源等が異なる釧路管内において、在宅医療の提供体

制の整備には様々な課題があり、あらゆる地域で在宅医療を等しく推進していくことは現実

的ではありませんが、それぞれの地域における医療・介護資源、人口及び世帯構造の変化な

どを踏まえた上で、在宅医療の推進、介護サービスの提供体制の整備、高齢者の住まいの確

保など、住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域事情に応じた取組を行っ

ていくことが必要です。 

○ また、地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護保険制度の地域支援事業において「在

宅医療・介護連携推進事業」が平成 27年度から導入され、平成 30年４月から８つのメニュ

ーすべての実施が義務化されるなど、市町村の取組が重要となっています。事業が円滑に進

むよう医療と介護に関わる様々な職種の協力や医師会等関係団体及び保健所の支援が求めら

れます。 
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（在宅医療を担うサービスを実施する医療機関等の充実の取組みの促進） 

○ 今後ますます訪問診療の需要が増加することを踏まえると、在宅医療を求める患者が、住

み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるよう、在宅医療を提供できる医療機関や訪問

看護ステーションの充実が必要です。 

 

（緩和ケア体制の整備） 

○ 緩和ケアについては、身体症状の緩和に加え、心理社会的な問題への援助が求められてい

ます。 

○ 在宅緩和ケアを進めるため、医療用麻薬の効果的・適正な使用を図っていく必要がありま

す。 

 

（在宅栄養指導、口腔ケア体制の充実） 

○ 高齢者のフレイル＊１対策として、低栄養の帽子が重要であることから、在宅での栄養管

理や口からの食生活を推進していくための歯・口腔機能の維持と誤嚥性肺炎と棒などの一環

として専門的な口腔ケアの充実が必要です。 

 

（訪問看護の充実と質の向上） 

○ 訪問看護師には、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、介護支援専門員などの専門職種

と連絡・調整を図りながら、在宅療養中の患者に適切な看護を提供する能力が求められてお

り、在宅療養を医療面から支える要です。 

釧路管内では、すべての市町村で訪問看護を受けられる状況にはありますが、事業所の数

はここ数年横ばいであり、エリアも広域のため、訪問看護師や訪問看護ステーションの確保

と充実が求められています。 

 

（訪問薬剤管理指導の推進）  

○ 在宅療養の薬剤管理において、医療機関や訪問看護ステーションとの連携や高齢者の訪

問薬剤指導など薬剤師への期待は高まっています。 

○ 在宅訪問応需可能な薬局は釧路管内に 39か所ありますが、薬剤師の不足等の課題もあ

り、今後も、在宅療養における薬剤師の役割の周知やの取組みの促進が必要です。 

 

（居宅介護支援の充実） 

○ 福祉系の介護支援専門員が増加しており、人生の最終段階における対応や医療との連携に

ついて、訪問看護師等との協働が必要です。 

○ また、医療が必要な利用者は介護も必要なことが多く、生活を支援する介護職をはじめと

する多職種の協働が求められています。 

 

 

 

 

 

 

  ＊１ フレイル：学術的な定義は確定していないが、「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究」報告書では、

「加齢とともに、心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の並存などの影響もあり、生活機

能が障害され、心身の脆弱化が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能

な状態像」と定義されている。（平成 27年度厚生労働科学研究特別事業「後期高齢者の保健事業のあり方に関する研

究」報告書） 
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（住民に対する在宅療養の理解の促進） 

 ○ 在宅医療を推進するためには、医療機関はもとより、住民に対し、在宅医療に関する窓口 

やサービス内容に関する情報提供と普及啓発が必要です。 

  ○ 人生の最終段階の患者が自ら望む場所で最期を迎えることができるよう、患者やその家族、 

在宅医療に携わる関係者が患者の意思を共有することが必要です。 

○  また、様々な機会をとおして、住民が在宅医療に対してどのような希望や不安を感じてい

るかなどを把握することも必要です。 

 

（災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築） 

○ 災害時に自ら避難することが困難な在宅療養中の患者が適切に避難支援を受けられる体制

の構築が必要です。 

○ また、避難後には、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要なことか

ら、住民に対し、お薬手帳等の普及啓発が必要です。 

 

（３）必要な医療機能 

（円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制【退院支援】） 

○ 入院医療機関と在宅医療に係る機関の円滑な連携により、切れ目のない継続的な医療体

制を確保することが必要です。 

○ 在宅療養移行に向けた円滑な退院支援を進めるためには、入院時から退院後の生活を見

据えた早期の支援が必要です。 

○ 退院支援に当たっては、患者や家族の意向を踏まえ、関係機関との調整を行う医療ソー

シャルワーカー（社会福祉士）や退院調整看護師等の配置と充足が求められるとともに、

医師からの病状説明の際には、こうしたスタッフが同席し、在宅療養に関する情報提供

や、患者・家族を含め多職種による退院前カンファレンスを積極的に行い、医療機関と在

宅の関係者で情報共有を行うことが必要です。 

 

（日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】） 

○ 患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む）が多職種協働により、できる限り

患者が住み慣れた地域で継続的、包括的に提供されることが必要です。 

 

（急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】） 

○ 在宅療養者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看護ス

テーション及び入院機能を有する病院・診療所との円滑な連携による診療体制を確保する

ことが必要です。 

  また、状態悪化が見込まれるときには、事前に家族や介護職員とセルフケアができる体

制を整えておくことも必要です。 

○ 地域において在宅医療・救急医療等の関係者間の連携体制の構築を支援し、人生の最終段

階において本人の意思が尊重される環境を整備することが必要です。 

 

（患者が望む場所での看取りが可能な体制【看取り】） 

 ○ 自宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の住まいや介護保険施設等、患者 

が望む場所での看取りを行うことができる体制を確保することが必要です。 
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（４）数値目標等 

現状値 目標値（H32） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

13.8 17.8

現状より増加
（医療需要の

伸び率から推計）

平成28年度　NDB
［厚生労働省］

3 増加を目指す 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月現在）

6 増加を目指す 現状より増加
平成27年度　NDB
［厚生労働省］

0 1以上 設置を目指す
北海道保健福祉部調査
（平成29年4月現在）

8 増加を目指す 現状より増加
平成27年度　NDB
［厚生労働省］

12 増加を目指す 現状より増加
平成27年介護サービス施設・事
業所調査
［厚生労働省］

35 増加を目指す 現状より増加
平成26年度　医療施設調査（静
態）　［厚生労働省］

10 増加を目指す 現状より増加
平成27年度　NDB、介護DB［厚
生労働省］

373.2
全道平均以上
（H27:425.1)

現状より増加
平成27年度　NDB
［厚生労働省］

14.5
全国平均以上
(H28:19.9)

現状より増加
平成28年人口動態調査
［厚生労働省］

＊ 目標年次は平成32年度として設定（3年ごとに見直し）

指標名（単位）

 訪問診療を実施している医療機関数
 （人口10万人対）（医療機関数）

 機能強化型の在宅療養支援診療所＊１
 又は病院＊２ 数（か所）

 訪問診療を受けた患者数［１か月当たり］
 （人口10万人対）（人）

 在宅死亡率（％）

 在宅療養後方支援病院数（か所）

 在宅看取りを実施する医療機関数（か所）

 24時間体制の訪問看護ステーション数（か所）

 歯科訪問診療を実施している診療所数（か所）

 訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施
 する薬局数（か所）

 退院支援を実施している医療機関数（か所）

 

 

（５）数値目標等を達成するために必要な施策 

（地域における連携体制の構築） 

○ 住み慣れた地域で暮らしながら医療を受けられるよう、市町村単位での在宅医療の連携構

築を目指し、「在宅医療・介護連携推進事業」を実施する市町村が、多職種による連携体制

づくりのコーディネート役である保健所や関係機関等と連携し、地域の医療介護資源等の把

握や課題の整理を行い、課題解決に向け取組を進め、退院支援から日常の療養支援、急変時

の対応、看取りまで継続した医療提供体制の構築を図ります。 

○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員、市町村職員などを対象に、多職種協

働による在宅チーム医療等についての研修を行うなど、在宅医療を担う人材の育成と多職種

間の連携体制の強化に努めます。 

○ 医療と介護の連携を図るため、医師等医療従事者と介護支援専門員等による事例検討や

「医療と介護の連携ガイドブック」の作成のほか、「釧路市つながり手帳」など情報共有

を円滑に行うためのツール作成の取組を促進します。 

 ○ 医療と介護の連携体制を構築するため、ＩＣＴを活用した患者情報共有ネットワーク、見

守り支援、遠隔医療等の取組を促進します。 

○ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、心身の状況等に応じた適切な

住まいの確保と、安心して日常生活を営むために必要な生活支援サービスなどの介護サービ

スや在宅医療の提供を一体的にとらえ、住宅施策と福祉施策の連携に努めます。 
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○ 管内では、医師会や看護協会などの医療関係団体が、在宅医療推進に向けて取り組んでい

るほか、医療・介護等の関係者で組織される「ＣＣＬ
く く る

（本音で地域連携のあり方を検討する 

会）」において、担い手の育成と多職種の連携体制づくり、住民への普及啓発など様々な活

動を行っており、地域包括ケアシステムの構築に向けて、行政及び各団体が相互に連携しな

がら継続して取組を進めて行きます。 

 

（退院支援） 

○ 入院早期から支援ができるよう、入院医療機関と介護支援専門員や訪問看護との情報共

有を図るとともに、多職種による退院カンファレンスの実施など退院支援体制の整備を促

進します。 

○ また、入院医療機関の医師、看護師等が、患者・家族の退院後の生活をイメージしなが

ら支援ができるよう、在宅医療の実際について理解を深める研修等を実施します。 

 

（急変時の対応） 

 ○ 患者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看護事業所、在 

宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を整備している医療機関等相互の連携体制の構築に 

努めます。 

 ○ セルフケアに係る家族や介護職員との連携体制を含め、24時間対応の訪問診療や訪問看

護の取組を促進します。 

 

（看取り） 

 ○ 在宅で看取りに対応できる医療機関や施設について把握していきます。 

 ○ 自宅や介護施設等の住み慣れた場所での看取りに対応できる環境づくりに向けて、介護

事業所の職員に対して看取りなどの研修を行うことを支援します。  

在宅医療の連携体制と保健所の役割
～ 保健所；在宅医療に必要な連携体制づくりのコーディネート役 ～

保健所医師会

市町村

歯科医師・薬剤師

看護師
訪問看護関係者

（在宅療養支援）
診療所・病院

介護関係者等 リハビリ関係者等

在宅医療に関わる関係者の定期的な会合

第二次医療圏

【目標】
訪問診療を実施する病院・診療所の増
訪問看護ステーションを設置している圏域数の増

連携体制
づくり

① 関係者の定期的な会合による
連携体制づくりの検討、推進

② 関係機関等の情報提供

③ 住民等への啓発

④ 多職種の人材育成

⑤ 支援拠点・連携拠点づくり

介護サービス
事業所

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

薬 局歯科診療所

病院

在支診・在支病
診療所

医療と介護の
連携体制
の構築

市町村・

地域包括支援センター道・保健所
支援

在宅医療の連携体制
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  （在宅医療を担う医療機関の整備等取組みの促進） 

○ 在宅でできる治療範囲や患者・家族とのコミュニケーションなど在宅医療のイメージが

つかみにくいという声や、往診対応などの負担感から参入をためらうという意見も少なく

ないことから、こうした医師等を対象とする意見交換・勉強会や、訪問診療・訪問看護に

同行する取組などを通じ、在宅医療を実施する診療所・病院、歯科診療所、薬局や訪問看

護ステーション等の拡大を図ります。 

 

（緩和ケア体制の整備） 

 ○ 在宅緩和ケアが推進されるよう、緩和ケア病床を有する医療機関や在宅療養支援診療所等 

の関係者の連携を促進します。 

 また、管内における緩和ケア病棟の設置を促進します。 

 ○ 在宅緩和ケアに関わる医師、看護師等の従事者に対する研修を実施するとともに、在宅療 

養患者に対する相談支援体制等の整備に努めます。 

 ○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、薬局に勤務する薬剤師を対 

象とする各種研修会を通じて、薬局における医療用麻薬の適切な服薬管理が行われるよう支 

援します。 

 ○ 薬局から医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅療養中の患者に提供されるよう、地域単位での 

麻薬在庫情報の共有を進め、薬局間での融通など、円滑な供給を図ります。 

 

 (在宅栄養指導、口腔ケア体制の充実） 

 ○ 在宅における栄養管理や歯・口腔機能の維持、専門的な口腔ケアの充実に努めます。 

 

 （訪問看護の質の向上）  

○ 看護協会や医療機関等と連携し、学生や医療機関に勤める看護師に対して訪問看護に関

する周知や理解を図るとともに、訪問看護を行う看護師の確保と質の向上に努め、24時

間、365日対応が可能な訪問看護ステーションの充実に努めます。 

○ 保健所の看護連携推進会議や訪問看護ステーション連絡協議会等に対する支援をとおし

て、継続看護や看護職員の確保、訪問看護ステーションのあり方について検討し、管内の

看護連携と訪問看護ステーションの充実を図ります。 

 

 （訪問薬剤管理指導の推進） 

○ 在宅療養中の患者が適正に服薬できるよう、服薬状況を記録する「お薬手帳」の普及を図

ります。 

○ また、「健康サポート薬局」などの薬局薬剤師に対する各種研修会を通じ、薬局間や関係

機関との連携・協力による在宅患者への薬剤管理指導を促し、在宅医療の取組の充実に努め

ます。 

 

   (居宅介護支援の充実） 

 ○ 介護支援専門員等に対し、医療と介護共同の事例検討や研修をとおし、医療と介護のサー

ビスを一体的に提供し、在宅療養生活を支えるケアマネジメントについて支援します。 
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（住民に対する在宅療養の理解の促進） 

 ○ 往診や訪問診療など在宅医療に重要な役割を果たすかかりつけ医、かかりつけ歯科医、か 

かりつけ薬局を持つことの必要性、訪問看護、訪問リハビリテーションや栄養指導の役割な 

どについて、住民に対する普及啓発に努めるとともに、在宅医療に関する窓口や関係機関の 

機能などの情報提供を行います。 

 ○ 患者の意思に沿った医療が提供できるよう、日頃から、急変時や人生の最終段階における 

医療についてどう考えるか、かかりつけ医等医療従事者や家族と話し合うことなどについて、 

住民への普及啓発に努めるとともに、在宅療養中の患者の急変に備え、かかりつけ医等医療 

従事者や介護関係者間で患者の意思等が共有できる体制構築に努めます。 

○ 介護者や地域住民を対象とした在宅医療や看取りに関する研修、フォーラムなどを通

じ、住民が望む在宅療養や課題について把握します。 

 

（災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築） 

○ 災害時に自ら避難することが困難な在宅療養中の患者が適切に避難支援を受けられるよ

う、住民に対し、避難行動要支援者への支援制度やお薬手帳等の意義について普及啓発する

とともに、市町村、医療機関等の関係機関・関係団体との連携を図ります 

 

（６）医療機関等の具体的名称 

   別表参照 

 

（７）歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割 

 ○ 高齢者のフレイル対策には食事が重要であり、経口摂取の維持・継続による低栄養や誤嚥

性肺炎への予防が必要なことから、在宅歯科医療連携室を拠点として、在宅歯科医療や口腔

ケアの推進を図ります。 

○ 認知症を含めた要介護高齢者に対する経口摂取の維持・継続による低栄養の予防や
ご

誤
えん

嚥

性肺炎の予防のため、歯科診療所は、在宅療養支援診療所をはじめとする医療機関、病院歯

科、訪問看護ステーション、介護事業所等と十分に連携しながら、口腔ケア（専門的口腔ケ

アを含む）や
せつ

摂
しよく

食
えん

嚥
げ

下リハビリ、歯科治療等、適切な歯科医療の提供に努めます。 

○ 在宅歯科医療に関する相談や申込み等に対応する窓口機関である「在宅歯科医療連携室」

の取組みを推進します。 

 ○ 病院歯科は、在宅歯科医療を実施する歯科診療所に対して、緊急時の対応、歯科治療にお 

ける全身管理上の諸問題に対応するための後方支援に努めます。 

 

（８）薬局の役割 

○ 在宅患者の適切な服薬管理等を推進するため、かかりつけ薬局・薬剤師を普及するととも

に、「健康サポート薬局」を中心に、在宅患者の薬剤管理指導や医薬品・衛生材料等の円滑

な供給を薬局相互の連携・協力により実施し、在宅医療の取組の充実に努めます。 

○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、がん疼痛緩和と医療用麻薬

の適正使用に関する研修会に薬局薬剤師が積極的に参加するなどして、医療用麻薬の適切な

服薬管理などに努めます。 

○ また、医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅患者に提供するため、地域単位での麻薬の在庫情

報を共有するとともに、薬局間での融通などを行い、麻薬の円滑な供給に努めます。 
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（９）訪問看護ステーションの役割 

○  在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタッフと訪問看護師が入

院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。 

○  治療や療養を必要とする患者が、通院困難な状態にあっても患者や家族が希望する自宅等

の生活の場で必要な医療を受けられるよう、地域の特性や生活状況を踏まえた適切なケアの

提供を行うとともに、関係機関との調整を行う中心的な存在として、在宅生活の継続に向け

た取組を進めます。 

○ 在宅で療養生活を継続する患者の急変時に適切に対応できるよう、平時から救急時の連携

体制や救急車到着までの対処方法などを患者・家族と事前に取り決め、緊急時の対応に備え

ます。 

○ 在宅療養中の患者が自宅等での看取りを希望する場合、主治医及び関係者と十分に連携し、

患者に対する緩和ケアや家族に対する精神的支援などに努めます。 

 

 

 

 

 

●入院医療機関と在宅医療

に係る機関との協働による

退院支援の実施

在宅医療の提供体制

①退院支援

●多職種協働による患者や家族の

生活を支える観点からの医療の提

供

●緩和ケアの提供

●家族への支援

②日常の療養支援

●在宅療養者の病状の急変時にお

ける往診や訪問看護の体制及び入

院病床の確保

③急変時の対応

●住み慣れた自宅や介護

施設等、患者が望む場所

での看取りの実施

④看取り

・病院・診療所 ・歯科医療機関
・訪問看護ステーション ・薬局
・居宅介護支援事業所 ・地域包括支援センター
・基幹相談支援センター ・相談支援事業所
・在宅医療において積極的役割を担う医療機関 ・連携体制づくりのコーディネート役（保健所）等

必要な医療機能等

急 変
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（別表）

在宅医療を担う医療機関

【在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院】 平成29年12月1日現在

医療機関名公表基準 　診療報酬上の在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所

市町村

釧路市 ふたば診療所※② 医療法人社団　サンライブ　杉元内科医院

医療法人社団　山田緑ヶ岡クリニック やひろクリニック

道東勤医協　釧路協立病院※① 医療法人　太平洋記念みなみ病院※②

釧路町 医療法人社団智美会　吉川メディカルクリニック

厚岸町 医療法人社団　田中医院

弟子屈町 医療法人社団　信診連　弟子屈クリニック 医療法人共生会　川湯の森病院

※①：機能強化型（単独）　　※②機能強化型（複数連携）

【在宅療養後方支援病院】 平成29年12月1日現在

医療機関名公表基準 　診療報酬上の在宅療養後方支援病院

市町村

【在宅療養支援歯科診療所】

医療機関名公表基準 　診療報酬上の在宅療養支援歯科診療所

市町村

釧路市 医療法人あかつき　あかつき総合歯科 さとう歯科クリニック

おおくぼ歯科医院 愛国ゆたか歯科

光陽町歯科クリニック おかだ歯科

オーク歯科クリニック 医療法人社団高輪会　釧路歯科

つねかわ歯科 医療法人社団　中谷歯科医院

医療法人社団　大島歯科医院 医療法人社団　佐藤歯科医院

医療法人社団　加藤歯科医院 はぁと歯科クリニック

高橋徹次歯科診療室 医療法人社団　緑ケ岡歯科クリニック

医療法人社団　上島歯科医院

釧路町 医療法人社団歯星会　すずらん歯科

標茶町 医療法人社団千和会　みつもと歯科クリニック

歯科診療所名

医療機関名

医療機関名

なし
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【在宅患者調剤加算算定薬局】 平成29年12月1日現在

医療機関名公表基準 　診療報酬上の在宅患者調剤加算算定薬局

市町村

釧路市 菅野薬局 株式会社金安薬局　中園店

日本調剤　新栄薬局 フロンティア薬局　鳥取店

フロンティア薬局　若竹店 斉藤薬局　浪花店

はるか薬局 フロンティア薬局　中園店

日本調剤　中園薬局 クリオネ　中園町薬局

フロンティア薬局　鶴ヶ岱店 フロンティア薬局　幣舞店

日本調剤　釧路薬局 くしろ市民薬局

メモリアル薬局 たかはし薬局本店

たかはし薬局　はなしのぶ店 たかはし薬局　柳町日赤前店

たかはし薬局　はるとり店 アイン薬局　釧路芦野店

アイン薬局　釧路春採店 かもめ薬局

なの花薬局　文苑店 なの花薬局　昭和店

なの花薬局　中園店 なの花薬局　若竹店

釧路町 むつみ薬局 なの花薬局　曙店

【訪問看護ステーション】 平成30年4月1日現在

医療機関名公表基準 指定居宅サービス事業所（訪問看護）　※保健医療機関の「みなし指定事業所」を除く

市町村

釧路市
訪問看護ステーションホームケアやまびこ指定訪問看護

事業所
訪問看護ステーションはまなす

はるとりの里訪問看護ステーション 釧路赤十字訪問看護ステーション

道東勤医協訪問看護ステーションすこやか 訪問看護ステーション　縁

ふわり訪問看護ステーション さいた訪問看護ステーション

ふみぞの訪問看護ステーション
社団法人北海道総合在宅ケア事業団釧路地域訪問看護

ステーション

訪問看護ステーション　こまば

釧路町 そよかぜ釧路訪問看護センター
社団法人北海道総合在宅ケア事業団釧路町訪問看護ス

テーション

訪問看護ステーションつむぎ 訪問看護ステーションらいふ

厚岸町
社団法人北海道総合在宅ケア事業団厚岸地域訪問看護

ステーション

標茶町
社団法人北海道総合在宅ケア事業団標茶地域訪問看護

ステーション

白糠町
社団法人北海道総合在宅ケア事業団白糠訪問看護ス

テーション

薬　　　　局　　　　名

事　　業　　所　　名

  


