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第６章 推進方針の進行管理

第1節 計画の周知と医療機能情報の公表

○ この推進方針については、地域の医療機関に関する情報など、医療に関す

る相談窓口の情報など、広く住民に知っていただきたい情報が多数含まれて

いることから、インターネットを活用して公表するほか、当保健所で閲覧で

きるようにします。

○ このうち、5疾病・5事業及び在宅医療に関する医療機関については、定

期的に情報を収集し、可能な限り最新の情報を住民に提供するよう努めます。

第2節 推進方針を評価するための目標

疾病・事業ごとの「良質かつ適切な医療を効率的、継続的に提供する体制」

の確保に向けて、定量的な比較評価が行えるよう、次のとおり目標を定めます。

（第2章の再掲を中心として掲載）
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【が ん】

目標値 目標数値 現状値の出典
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） の考え方 （年次）

平成27年度地域保健
胃 12.7 50.0 現状より増加 ・健康増進事業報告

（H26年度分）

平成27年度地域保健
肺 14.0 50.0 現状より増加 ・健康増進事業報告

（H26年度分）

平成27年度地域保健
実施件数等 がん検診受診率（％） 大腸 17.2 50.0 現状より増加 ・健康増進事業報告

（H26年度分）

平成27年度地域保健
子宮頸 26.3 50.0 現状より増加 ・健康増進事業報告

（H26年度分）

平成27年度地域保健
乳 27.3 50.0 現状より増加 ・健康増進事業報告

（H26年度分）

【脳卒中】

目標 目標数値
指標区分 指標名（単位） 現状値 現状値の出典（年次）

(H35) の考え方

急性期医療を担う医療機関数 0 1 現状より 北海道保健福祉部調査
（か所） 増加 急性期医療の公表医療機関

（H29.4.1現在）
体制整備

回復期リハビリテーションが 0 1 現状より 診療報酬施設基準［厚生
実施可能な医療機関がある第 増加 労働省］
二次医療圏数（医療圏） （H28.3.1現在）

実施件数等 地域連携クリティカルパスの 未導入 導入 現状より 北海道保健福祉部調査
導入 増加 （H29.4.1現在）

【心筋梗塞等の心血管疾患】

目標 目標数値
指標区分 指標名（単位） 現状値 現状値の出典（年次）

(H35) の考え方

急性期医療を担う医療機関数 0 1 現状より 北海道保健福祉部調査
（か所） 増加 急性期医療の公表医療機関

（H29.4.1現在）
体制整備

心血管疾患リハビリテーショ 0 1 現状より 診療報酬施設基準［厚生
ンが実施可能な医療機関があ 増加 労働省］
る第二次医療圏数（医療圏） （H28.3.1現在）

実施件数等 地域連携クリティカルパスの 未導入 導入 現状より 北海道保健福祉部調査
導入 増加 （H29.4.1現在）
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【糖尿病】

目標値 目標値の 現状値の出典
指導区分 指導名（単位） 現状値

（H35） 考え方 （年次）

実施件数等 地域連携クリティカルパスを 未導入 導 入 現状より 北海道保健福祉部調査
導入している医療関数（か所） 増加 （H29.4.1現在）

【精神疾患】

目標値 目標数値 現状値の出展
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） の考え方 （年次）

住民の健 入院後3か月時点での退院率（%）※1 12.5 69.0 現状より 厚生労働省精神保健

康状態等 増加 福祉資料（H27）

入院後6か月時点での退院率（%）※1 75.0 84.0 現状より 厚生労働省精神保健

増加 福祉資料（H27）

入院後1年時点での退院率（%） ※1 87.5 90.0 現状より 厚生労働省精神保健

増加 福祉資料（H27）

【救急医療】

目標値 目標値の 現状値の出典
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） 考え方 （年次）

体制整備 在宅当番医制等初期救急医 8 8 現状維持 北海道保健福祉部調査
療の確保市町村 （H30.2現在）

病院群輪番制参加医療機関 1 1 現状維持 北海道保健福祉部調査
（H30.2現在）

【災害医療】

目標値 目標値の 現状値の出典
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） 考え方 （年次）

体制整備 災害拠点病院整備数 1 1 現状維持 北海道保健福祉部調査
（Ｈ29.12現在）

北海道DMAT指定医療機関 1 1 現状維持 北海道保健福祉部調査
整備数 （Ｈ29.12現在）

災害拠点病院における耐震 100％ 100％ 現状維持 北海道保健福祉部調査
化整備率（％） （Ｈ29.12現在）

実施件数等 災害拠点病院における業務 未策定 策 定 現状より 北海道保健福祉部調査
継続計画（BCP）策定 増 加 （Ｈ29.12現在）
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【へき地医療】

目標値 目標値の 現状値の出典
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） 考え方 （年次）

体 制 整 備 へき地診療所数（か所） 7 7 現状維持 へき地医療現況調査
［厚生労働省］
（Ｈ29.1.1現在）

実施件数等 巡回診療、医師派遣、代診医 2 2 現状維持 へき地医療現況調査
派遣のいずれかを実施するへ ［厚生労働省］
き地医療拠点病院数（か所） （Ｈ29.1.1現在）

遠隔診療等ICTを活用した診 0 1 現状より へき地医療現況調査
療支援実施するへき地医療拠 増 加 ［厚生労働省］
点病院数（か所） （Ｈ29.1.1現在）

【周産期医療】

目標値 目標値の 現状値の出典
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） 考え方 （年次）

体制整備 分娩を取り扱う医療機関数 1 1 現状維持 医療施設調査（静態）
（か所） ［厚生労働省］（Ｈ26）

産科・産婦人科を標ぼうする 2 2 現状維持 北海道保健福祉部調査
病院の助産師外来数（か所） （Ｈ29.4 現在）

地域周産期療センター（か所） 1 1 現状維持 北海道認定
（Ｈ30.2 現在）

【小児医療】

目標値 目標値の 現状値の出典
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） 考え方 （年次）

体 制 整 備 小児医療を行う医師数（人） 10 11 現状より Ｈ28医師・歯科医師
増 加 ・薬剤師調査

［厚生労働省］

小児の訪問看護を実施している 0 1 現状より Ｈ25介護サービス施
訪問看護事業所数（か所） 増 加 設事業所調査

［厚生労働省］

小児の訪問看護を実施している ０ 1 現状より Ｈ27NDB
医療機関数（か所） 増 加 ［厚生労働省］

小児科を標ぼうする病院数 4 4 現状維持 留萌保健所調査（H30）
（か所）

体制確保に 北海道小児地域医療センター及 1 1 現状維持 北海道保健福祉部調査
係る圏域 び北海道小児医療支援病院 （Ｈ30.1 現在）

（か所）
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【在宅医療】

目標値 目標値の 現状値の出典
指標区分 指標名（単位） 現状値

（H35） 考え方 （年次）

体 制 整 備 訪問診療を実施している医療 28.2 28.2 現状維持 H27NDB
機関数（人口10万対）（か所） ［厚生労働省］

機能強化型の在宅療養支援診 0 1 現状より増加 北海道保健福祉部
療所※1または病院※2（か （圏域で確保） 調査（H29.4現在）
所）

機能毎の体 通院支援をしている医療機関 ※4 4 現状維持 H27NDB
制等 数（か所） ［厚生労働省］

在宅療養後方支援病院数（か 0 1 現状より増加 北海道保健福祉部
所） （圏域で確保） 調査（H29.4現在）

在宅看取りを実施する医療機 4 4 現状維持 平成27年度NDB
関数（か所） ［厚生労働省］

多職種の取 24時間体制の訪問看護ステ 1 1 現状維持 H27介護サービス施設
組確保等 ーション数（か所） 事業所調査［厚生労働

省］

歯科訪問診療を実施している 7 7 現状維持 H26医療施設調査（静
診療所数（居宅または施設） 態）［厚生労働省］
（か所）

訪問薬剤管理指導を実施する 3 3 現状維持 H27NDB
薬局数（か所） ［厚生労働省］

実施件数等 訪問診療を受けた患者数（１ 494.2 全国 現状より増加 北海道保健福祉部調査
か月当たり）（人口10万人対） 平均 （H27:476.1） （H30.1 現在）
（人） 以上

住民の健康 自宅や施設での死亡割合（％） 9.8 全国 現状より増加 H28人口動態調査
状態等 平均 （H28:19.9） ［厚生労働省］

以上
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第３節 地域推進方針の進行管理

１ 目標達成のための推進体制と関係者の役割

○ この推進方針は、留萌圏域に生活する住民・患者の視点に立ち、道などの行

政機関、医療提供者、関係団体及び住民が、共に考え、共に行動するための基

本的な指針として策定するものです。

○ 本推進方針を着実に推進するためには、各主体が共通の目標達成のために協

働して取り組むことが不可欠です。保健所は、医療提供者、関係機関・団体等

と緊密な連携のもと、本推進方針に沿って、地域保健医療の広域的・専門的・

技術的な拠点として各種事業を推進します。

＜地域推進方針に沿った主な取り組み＞

○ 医療提供者を始めとする関係者からなる「留萌圏域連携推進会議」・「留萌地域医療構想調整

会議」の運営

○ 地域推進方針（地域医療構想を含む）の推進に向けた、医療連携体制の整備等に係る地域の

医療情報の収集、整理、活用

○ 目標等について、定期的に検証するなど、目標達成に向けた取り組み

○ 関係機関、団体と協力し、ICTを活用した地域医療ネットワークや遠隔医療システムの普及

を促進

○ 住民・患者の医療機関への適正受診等についての普及啓発

○ その他の地域特性に応じた取り組み ほか

○「留萌圏域連携推進会議」を留萌圏域の医療提供者及び関係団体、市町村、介

護・福祉関係者などで組織し、生活習慣病などの発症予防に関する取り組み、

急性期から回復期・慢性期などを経て在宅療養に至るまでの切れ目のない医療

連携体制の構築や介護・福祉との連携などについて協議を行うとともに、本推

進方針の進捗状況等の検証などを行います。

２ 地域推進方針の進行管理

本推進方針を効果的かつ着実に推進するためには、各施策等の進捗状況や数

値目標の達成状況を把握、検証するとともに、評価を行い、評価結果に基づき

必要があると認めるときは、推進方針の見直し等について検討します。


