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１　地域医療構想の実現に向けた取組の方向性

赤字～時点修正・字句修正・新規追加項目

　高齢化の進行に伴い、住み慣れ
た地域や自宅での生活を支える
ため、その受け皿となる在宅医療
等の確保に向けた取組

現状・課題

現在、在宅医療を担う医療機関は６箇所となっている。令和７(2025)年度における訪問診療
の需要数は238／日と推計されており、こうした需要に的確に対応できる医療体制の確保、
充実が必要になる。
在宅医療と介護の速やかな情報共有ツールとして、平成27年から富良野圏域医療（在宅）・
介護連携に関するルールを運用している。

目指す姿

　限られた医療資源（病床や医療
従事者等）を有効に活用するため
の医療機関の再編統合等に向け
た取組

現状・課題

平成30年における病院病床利用率は一般病床70.2％、療養病床70.0％であり、必ずしも有
効活用されている状況とはいえず、医療従事者についても、人口10万に対する医師数は
129.2人、看護師・准看護師は1,249.1人であり、道内２次医療圏の中でもその確保が困難な
地域となっている。こうした中、医療従事者の確保に関し、自治体独自に医師、看護師を目
指す学生に対する修学資金貸付制度や看護師養成学校の設置運営が図られている。ま
た、ネットワーク化については、地域センター病院が行う医療機器の共同利用や医師の派遣
などによる病病・病診連携が図られているほか、旭川市医師会の実施する「たいせつ安心i
医療ネット」に複数の医療機関が参画した広域的な体制構築の形成途上にある。

目指す姿

医師、看護師の確保対策については、全道的な施策展開への対応に加え、各市町村独自
の取組を実践しつつ、必要な人員の確保に努めるとともに、2025年に必要とされる機能区分
ごとの病床数の整備に向けた対応等については、調整会議を通じ各関係機関と協議、調整
等を積み重ね、合意形成が図られるよう努めていく。また、ネットワーク化については、地域
センター病院が行う医療機器の共同利用や医師の派遣などの取組を継続していくとともに、
「たいせつ安心i医療ネット」の活用に向けた一層の普及を促進する。

令和 3 年度 区域名 富良野

　医療機関の機能（診療科）や体
制（救急医療体制等）が一部重複
していることによる役割分担等に
向けた取組

現状・課題
地域センター病院を中心に圏域内の医療機関が一定の役割分担をしながら地域医療を支
えているが、直面する少子・高齢化に伴う人口構造や疾病構造の変化等を踏まえた医療機
能の役割分担について、相互に理解、検討を深めていく必要がある。

目指す姿
それぞれの医療機関が自主的に機能区分を決定していくことを大前提としつつ、医師会等
の医療関係者との十分な協議を経ながら、必要な地域医療体制の整備に向け取り組む。

　急性期医療を受けた後の患者
の受け皿となる医療機能（回復期
病床）の確保に向けた取組

現状・課題
平成28年度に50床の地域包括ケア病棟が整備され、また、平成29年度には急性期から回
復期に６床、令和元年度に44床が転換しているが、2025年の病床必要量177床の確保に向
けたさらなる対応が必要な状況である。

目指す姿
将来的に見込まれる病床の確保に向けて、設置主体の特性を踏まえ、地域における必要な
役割分担の議論が進むよう、調整会議や医療専門部会を通じ調整等を図るほか、地域医療
介護総合確保基金も活用した施設設備整備への支援等に取り組む。

在宅医療・介護連携推進事業の取組を推進し、在宅医療専門部会（多職種連携協議会）に
おいて圏域課題の協議・検討を行い、在宅医療を担う医療機関や提供基盤の確保を図る。
また、高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画における訪問看護や訪問リハビリ
テーションなど関係する介護サービスの必要見込量に応じた提供基盤の整備が進むよう、
必要な支援等の実施に取り組む。

地域医療構想推進シート

　地域（市町村）における高齢者
の住まいの確保等に向けた取組

現状・課題
平成30年1月における65歳以上人口1,000人に対する特別養護老人ホームや有料老人ホー
ム、認知症グループホームなどの介護関係施設等定員数の整備率は65.2‰であるが、今後
も続く急速な高齢化の進行を見据えた基盤整備の必要性を検討する必要がある。

目指す姿
高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画や住生活基本計画、高齢者居住安定確保
計画等に掲げる目標が円滑に達成されるよう、保健・医療・福祉担当部局等と連携しながら
必要な技術的支援等の実施に努める。

1



２　圏域内における医療機能及び他圏域との連携等の必要性

在宅 在宅医療

【在宅療養支援病院】　　ふらの西病院
【在宅療養支援診療所】　かわむら整形外科医院
【在宅療養支援歯科診療所】
　　高橋歯科医院、藤堂デンタルオフィス、
　　ふらの駅前歯科クリニック、山崎歯科医院

そ
の
他

地方センター病院 な　　し

地域センター病院 北海道社会事業協会富良野病院

【災害拠点病院】　　　北海道社会事業協会富良野病院
【北海道ＤＭＡＴ指定医療機関】　　北海道社会事業協会富良野病院

周産期医療
【総合周産期母子医療センター】　 な　　し
【地域周産期母子医療センター】 　北海道社会事業協会富良野病院

地域医療支援病院 な　　し

特定機能病院 な　　し

へき地医療
【へき地医療拠点病院】　　北海道社会事業協会富良野病院
【へき地診療所】
　 山部診療所、村立トマム診療所、村立占冠診療所

小児医療（小児救急医療） 【小児救急医療支援事業参加病院】 　北海道社会事業協会富良野病院

糖尿病

【糖尿病の医療機能を担う医療機関】
　ふらの西病院、内海内科クリニック、
　ふらの消化器・内科クリニック、渋江医院、
　中富良野町立病院、南富良野町立落合診療所、
　南富良野町立金山診療所、南富良野町立幾寅診療所、
　けん三のことば館クリニック、村立占冠診療所、
　村立トマム診療所

精神医療 【精神疾患の医療機能を担う医療機関】　北の峰病院

５
疾
病

が　ん
【がん診療連携拠点病院】　　な　　し
【北海道がん診療連携指定病院】　　な　　し

脳卒中
【急性期を担う医療機関】　　な　　し
【回復期を担う医療機関】　　ふらの西病院

心筋梗塞等の心血管疾患 【心筋梗塞の急性期を担う医療機関】　　な　　し

区　　　　　　　　　　　　　分 指 定 医 療 機 関 等 の 名 称 連携・協議が必要な圏域名
（自圏域での対応が困難な疾病等）

５
事
業

救急医療
【三次救急医療機関（救命救急センター）】　　な　　し
【二次救急医療機関（救急告示）】
　北海道社会事業協会富良野病院、上富良野町立病院

災害医療
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３　将来的に不足することが見込まれる医療機能の確保対策等

（１）病床の現況及び2025年の見込み［医療機能別］ ※医療機関別の結果は別紙参照

（２－①）不足することが見込まれる医療機能の把握等

（２－②）不足することが見込まれる医療機能の確保対策（令和３年度以降の計画も含む）

№

床 → 床

床 → 床

床 → 床

床 → 床

床 → 床

（２－③）不足することが見込まれる医療機能の確保に向けた取組目標及びスケジュール

（３－①）医療機関の再編統合等に向けた動き

必要病床数
(2025（R7）年推計)

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

　医療機関が自主的に決定する機能
区分を把握しつつ、今後の少子・高
齢化に伴う人口構造や疾病構造の変
化等を踏まえながら、関係者との協
議により区域内における病床機能ご
との必要な病床数の確保について検
討する。

　病床機能報告制度により５年後、急
性期病床が若干過剰で、高度急性
期、回復期、慢性期病床も若干の不
足が見込まれている。なお、高度急
性期医療については、一部、急性期
病床にて対応している。

152床

510床

0床 164床 152床 132床 0床 448床

0床

25床 120床 177床 165床 487床

175床

地域医療連携推進法人

病院、診療所との役割分担・連携 な　し

な　し

R４ R５

高度急性期、回復期、慢性期病床の確保

区　　　　　　　　　　分 開始時期（予定） 構成医療機関 主な目的

5 上富良野町立病院 R3.6

回復期 5 介護医療院

R６ R７

高度急性期
回復期
慢性期

医療専門部会等における協議・検討

医療機能 取　組　目　標
スケジュール

H29 H30 R1 R２ R３

50

急性期病床190床のうち50床を地域包括ケア病棟に転換基金の活用 調整会議での説明

なし 平成30年3月

1 富良野協会病院 H28.10.

急性期 50 回復期

不足することが
見込まれる医療機能

病床機能報告以外に、将来的に不足する医療機能（患者数）を把握する方法等

高度急性期、回復期、慢性
期

医療専門部会等において協議・検討する。

医療機関名 予定時期 病床機能転換の内容 整　備　等　の　概　要

▲ 63床▲ 25床 44床 ▲ 39床 ▲ 43床 0床

参

考
▲ 43床 0床 ▲ 62床

0床 164床 138床 122床 0床 424床

0床

合　計 区域内の現況、取組の方向性等

0床 335床

病床機
能報告

・
意向調

査

（許可病
床）

R2.7.1

H28年比

必要病床数-
2025

H28.7.1

2025

0床 ▲ 171床

回復期 6

急性期病床58床のうち6床を回復期に転換基金の活用 調整会議での説明

なし 平成30年6月

4

一般病床５床のうち４床を介護医療院に転換予定　（1床廃
止）

基金の活用 調整会議での説明

なし 令和3年3月

2 ふらの西病院

3 ふらの西病院 R2.4

慢性期 43 介護医療院 40 ①５階医療療養病床20床のうち18床を介護医療院に
   転換　（2床廃止）
②５階介護療養病床23床のうち22床を介護医療院に
 　転換　（1床廃止）

基金の活用 調整会議での説明

有り 平成31年3月

H30.3

急性期 6

4 上富良野町立病院 R2.4

急性期 44 回復期 44

病床機能報告において、これまで急性期44床で計上してい
たが、令和元年度から回復期44床に変更し手報告

基金の活用 調整会議での説明

なし 令和2年3月
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（３－②）ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの整備状況（令和３年度以降の計画も含む）

№

1

2

（３－③）医療機関の再編統合等の取組目標及びスケジュール

（４）非稼働病床への対応 

４　在宅医療等の確保対策

（１）在宅医療等の必要量

　新たなサービス必要量（b）

　計 （a+b）

（２）訪問診療を実施している医療機関数

※厚生労働省ＮＤＢ（ナショナルデータベース）

（３）在宅医療等の確保対策のスケジュール

R1 25 床 ▲ 18床 調整会議等で検討する。

在宅療養支援診療所などの在宅医療を行う医療機関の確
保、訪問看護事業所等多職種連携による在宅医療等の推進

在宅療養支援診療所などの在宅医療を行う医療機関の実態
調査及び分析

確　　保　　対　　策
スケジュール

H29 H30 R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７

人口10万対 13.9 16.5 14.2 -

訪
問
診
療

　地域医療構想掲載ベース（a）

227 人

区　　　　　　分
H30

(H28数値）
R１

(H29数値)
R２

(H30数値)
R３

(R１数値)
R４

(R２数値)

H29 34 床 ▲ 3床 調整会議等で検討する。

H30 43 床 9床 調整会議等で検討する。

37 床

区　　　　　　　　　　　　　分
2018年
（H30）

H28

R５
(R３数値)

R６
(R４数値)

R７
(R５数値）

253 人 273 人

医
療
計
画

施　　設　　数

年　次
病床機能報告制度 圏域における対応

非稼働病床数 前年比 検　討　内　容 取　組　内　容

バイタルリンク
（かわむら整形外科医院運営）

R1～ 有

Cloud型多種連携ICT「バイタルリンク」を利用
し、かわむら整形外科医院をかかりつけ医院と
する患者の情報を富良野市内の訪問看護ス
テーションをはじめとする介護事業者や医療機
関とWeb上で情報共有する

富良野圏域内
・かわむら整形外科医院
・かとう整形外科クリニック
・ステラ調剤薬局
・グループホームあんしん・ふらの
・グループホームふれあい・ふらの
・サービス付き高齢者向け住宅す
えひろ

スケジュール

H29 H30 R７R1 R２ R３ R４ R５ R６
取　組　目　標

ＩＣＴを活用した診療情報共有、診療支援の推進

ネットワークの名称 整備年度 基金の活用 概　　　　　要 登録団体・施設等

たいせつ安心ｉ医療ネット
（旭川市医師会運営）

H26～ 有

旭川市内の５つの公的医療機関が情報提供施
設として、参加する医療機関等と地域医療ネッ
トワークを構築し、同意を得た患者の診療情報
の共有等

富良野圏域内（画像連携）
・情報提供：富良野協会病院
・情報参照：富良野協会病院
　　　　　  ふらの西病院
　　　　　  ふらの駅前歯科クリニッ
ク

R３ 30 床 0床 調整会議等で検討する。

2019年
（R１）

2020年
（R２）

2021年
（R３）

2022年
（R４）

2023年
（R５）

2024年
（R６）

2025年
（R７）

15 人 25 人

R２ 30 床 5床 調整会議等で検討する。

547 人

212 人 228 人 238 人

35 人

6 7 6 -

（
地
域
医
療
構
想

）

在 宅 医 療 等
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５　地域（市町村）における取組

（１）医療と介護が連携した地域包括ケアシステムの構築に向けた基本的な考え方　

（２）高齢者の住まいの確保

（３）その他医療・介護従事者の確保等

中富良野町
平成30年度から富良野医師会や保健所、多職種連携による協議を行い、町民の自助・互助作用の促進、事業普及活動、切れ
目のない医療の提供体制の構築を推進する。

上富良野町
富良野圏域の医師会・歯科医師会等の関係団体の意向や、道の医療計画との整合性を図りながら多職種協働により在宅医
療・介護を一体的に提供できる体制を構築する。

医師

修学資金の貸付け（旭川医大医学生に対し月額5
万円を卒業年度まで貸付、初期研修2年のうち最
低1年は富良野協会病院で研修し、初期研修終了
後5年以内に2年以上富良野協会病院又は旭川医
大病院で後期研修を受けることで償還免除）

地域医療を担う医師の確保

介護職員

介護職員確保に関する関係機関間の情報交換、
地元高校生への介護初任者研修実施。地元高校
生に介護職場の紹介
H30から初任者研修、実務者研修にかかる経費
（経費の1/2。上限6万円　※申請時に６か月以上
就労していることが条件）を助成

介護業務、介護職場への理解が深まる。地元
雇用拡大

市町村名 対象職種 取　組　内　容 期待される効果等

2ユニット18床

R2 高齢者向け公営住宅の整備  令和2年度(H32)まで104戸 平成30年度96戸　令和元年度100戸　令和２年度104戸

看護師 看護職員に関する関係者間の情報交換
各事業所が持つ情報の有効活用。地元雇用の
拡大

介護職員

人材確保、人材育成に関して事業所への支援を
令和元年度より事業化。介護職員初任者研修、実
務者研修の受講に対する助成制度を持つ事業所
に対し、事業所が持つ助成額の半額程度（上限あ
り）を助成

官民が協働した介護職員の確保

中富良野町 H29 特別養護老人ホームの定員増 平成30年4月～　30床→70床

上富良野町 H30 認知症グループホームの開設(H30.10.1)

富良野市

南富良野町 介護職員

介護職員初任者研修を終了した方を対象に研修
費用（上限9万2千円）を助成するとともに、町福祉
担い手対策推進会議により介護・福祉従事者の担
い手確保を推進

現在、町内の介護施設において不足している
介護従事者及び福祉従事者の確保

富良野市

上富良野町

看護師養成学校の設置運営 地域で就業する看護師の確保

看護師

修学資金の貸付け（市看護専門学校在学生に対
し月額3万円を卒業年度まで貸付、貸付期間分を
市内の医療機関に勤務することで償還免除）

新卒看護職員の就業確保

H30 認知症グループホームの増床
平成30年度　18床増床（住宅型有料老人ホームからの転
換）

南富良野町
平成30年度から医療機関や介護事業所との連携を図りながら、町民に対する相談支援や医療・介護関係者による研修会を実
施して、切れ目のない在宅医療・介護サービスの提供体制の構築を推進する。

占冠村
平成30年度から富良野医師会や保健所との連携を図りながら、住民に対する相談支援や医療・介護関係者による多職種連携
に関する研修会を開催するなど、在宅医療・介護サービスの提供体制の構築を推進する。

市町村名
取　組　目　標

取組目標に対する達成状況
年次 内　　　容

市町村名 「在宅医療・介護連携推進事業」の実施内容等について

富良野市
平成28年度から医療と介護の連携研修会を実施。平成29年度から医療と介護の連携の推進に向け「ワーキングチーム会議」を
設置しており、医療と介護の連携を検討し、連携体制を構築していく。
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６　地域住民への広報活動

７　調整会議における協議等

（１）協議の状況

（２）「新公立病院改革プラン」の進捗状況

（３）「公的医療機関等２０２５プラン」の進捗状況

（４）二次医療圏を越えた広域的な協議

　　―

開催日 協議の相手方 協　　議　　事　　項 協　議　の　結　果

・　区域内で初めて、回復期50 床（平成28
年10月地域包括ケア病棟）を開設し、在宅
復帰を支援している。

・　地域包括ケア病棟については、今後継続していく。

・　365日24 時間救急対応し、一次救急につ
いては、区域内医師会の協力の下、当院で
一元化している。

・　365日24時間の救急体制継続。一次救急については、医師会の協
力の下、当院での一元化を継続。

病　　　院　　　名 プランの概要 プランの進捗状況

・　地域センター病院、地域周産期医療セン
ター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院
として重要な役割を担っている。

・　 地域センター病院、地域周産期医療センター、災害拠点病院、へ
き地医療拠点病院としての機能を発揮し、今後も急性期医療を継続し
ていく。

富良野協会病院

・　新たに「地域包括ケア病棟」の導入を検
討する。

・　現在の病院は、昭和55年に建築され老朽化が著しく、上富良野町
立病院改築計画(令和７年予定) において、地域包括ケア病棟の導入
についても検討中である。

中富良野町立病院

・　医療スタッフ及び病院の設備等の現状か
ら、慢性期病床として維持していく。

・　地域包括ケアシステム構築のため、かか
りつけ医等の地域の医療機関として特別養
護老人ホームの主治医としての役割を果た
すとともに認知症サポート医の立場から認
知症患者の早期発見に努める。

・　現状において、慢性期病床として維持されている。

・　地域医療や地域包括ケアの拠点として「予防と診療の一体的提
供」を行い、疾病予防・介護予防等を通じ、認知症サポート医による認
知症患者の早期発見に引き続き取り組んでいく。

病　　　院　　　名 プランの概要（地域医療構想関係） プランの進捗状況

・　町内唯一の有床医療機関のため地域医
療構想を踏まえた役割を明確化する。

・　救急告示医療機関の一つとして、必要に応じ他の２次・３次救急医
療機関へ患者を繫げたり、町内唯一の有床医療機関として、また、身
近なかかりつけ医を抱える医療機関として慢性疾患などに対応すると
ともに、地域住民の健康保持と良質な医療を提供する役割を担って
いる。

・　訪問リハビリテーションや介護療養型老
人保健施設の運営などにより地域包括ケア
の機能を果たしている。

・ 運営する訪問リハビリテーションや介護医療院と院外の福祉関係
サービスとの連携により地域包括ケアを担っている。

上富良野町立病院

H29.8
北海道地域医
療構想リーフ
レット

・市町村
・病院、有床診療所

リーフレットをロビー等に設置 計2,000部

R４.3（予定）
親会

(書面開催）
地域医療構想推進シート更新につい
て

（開催予定）

開催日 親会・部会の別 協議・報告事項 協 議 等 の 結 果

R3. 7.13
親会・部会
(書面開催）

地域医療構想に係る地域説明会 説明会につき、協議事項無し

R3. 10.21
親会

(書面開催）

【協議】病床機能分化・連携促進基盤
整備事業について
【報告】医療機器の共同利用につい
て

協議事項について、承認多数により承認した。

実施日 広報の種類 実施地域等 実　　施　　内　　容 対象人数・部数

H27.9
富良野保健所
のホームペー
ジ

（　富良野圏域　）
地域医療構想・地域推進方針、調整会議の議事録等をホーム
ページに掲載

（富良野圏域住民）
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（５）圏域内のすべての医療機関（病院及び有床診療所）の参画又は情報共有に係る取組

（６）病床機能報告制度に係る取組

（７）地域で不足する外来医療機能の確保に係る取組

病棟の医療機能（病床機能報告
の報告内容）の収れん

病棟の医療機能が毎年変化す
ることのないよう周知

調整会議において報告

5年後又は2025年に向けて、過剰
な医療機能に転換を予定する医
療機関への対応

構想の推進に支障のある病床
転換を行わないよう周知

調整会議において報告

地域で不足する外
来医療機能

現状・課題 取組状況

初期救急医療に
関する外来医療

在宅医療の提供
に関する外来医

療

（現状）○ 平日の時間外のうち22 時までの時間帯は、比較
的軽度な救急患者に対する初期救急医療を中核医療機関
の救急室に一元化して、富良野医師会の医師による当番体
制により実施し、それ以外の時間帯については、中核医療
機関の医師により対応する体制が取られています。

（課題）○ 当番医制に参画する医師の高齢化が進んでお
り、また、かかりつけ医等の確保が困難な状況になっていま
す。

（現状）○ 訪問診療又は往診を実施している施設は、１病
院、５診療所となっています。
○ 人生の最終段階も含め24 時時間体制で患者の急変等
に対応できる在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所
は、令和２年４月現在、それぞれ１施設が届出を行っていま
す。
○ 平成28 年の全年齢の551 人の死亡場所は、病院及び
診療所501 人（90.9％）、老人保健施設２人（0.4％）、老人
ホーム17 人（3.1％）、自宅24 人（4.4％）となっています。

区　               　分 目　　的　　等 調整会議への報告、議論の状況

未報告医療機関の解消
医療法に基づく報告義務に関
する周知

該当事例なし

調整会議（親会・部会）に参加 病床を有する全ての医療機関が参加している。

説明会の開催（情報共有） 病床を有する全ての医療機関が参加している。

その他 　　―

区　               　分 対　　応　　内　　容

○ 訪問看護ステーションは、令和２年４月現在、富良野市３
施設、上富良野町１施設ですが、実施地域を中富良野町、
南富良野町、占冠村としているところがあることから、圏域
全体が利用可能となっています。
○ 平成30 年度に、在宅口腔ケアを実施している歯科診療
所は、７施設となっています。
○ 在宅患者訪問薬剤訪問管理指導料の届出を行っている
薬局は、令和元年８月現在で12施設あり、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月現在では平成25年１月の16施設から17施設に増加
しています。

（課題）〇 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、また、これに対応する必要があります。

○ 原則、市町村はそれぞれを単位として、初期救急医療を確
保します。
○ 当番医制の維持のため、市町村により継続した運営費を負
担します。
○ 住民に対する「かかりつけ医」の推進を図るとともに、確保に
向け富良野圏域地域医療構想調整会議等で協議します。

○ 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連携構築を目指し、地域医療・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、急変時の療養支
援、急変時の対応、看取りまで継続した医療供体制の構築を
図ります。
〇 患者の病変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。

〇 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
間の連携体制の構築に努めます。
〇 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
援専門員による事例検討や情報交換を円滑に行うためのツー
ルの推進などの取組を促進します。
〇 高齢者が可能な限り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、ホームヘルプ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、在宅施策と福祉施策の連携に努めま
す。
〇 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、見守り支援等の取組を促進します。

〇 市町村事業における在宅医療・介護連携推進事業を推進す
る中での広域での課題について、富良野保健医療福祉圏域連
携推進会議在宅医療専門部会及び富良野圏域在宅医療多職
種連携協議会で検討を行い、取組を進めます。
〇 富良野圏域在宅医療多職種連携協議会を開催し、医療、介
護などの専門職が協働し､在宅と医療の連携に係るルール・
ツールを運用するなど、地域に応じた在宅医療の提供体制を
進めます。
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８　本年度の取組に関する評価（課題）及び今後の方向性

新公立病院改革プランの進捗

・　上富良野町立病院では、現状において全床を急性期
病床により運営している。

・　中富良野町立病院は、全床を慢性期病床により運営
しており、今後も維持していくこととしている。

・ 上富良野町立病院では、今後その一部を回復期病
床への転換を検討することとしている。

・  今後、当該プランの進捗状況等について、調整会
議等で情報共有を図る。

公的医療機関等２０２５プラン
の進捗

平成28年から回復期50床開設するとともに、これまでと
同様に地域センター病院、地域周産期医療センター、災
害拠点病院、へき地医療拠点病院としての機能を発揮
し、今後も急性期医療を継続していく。

今後、当該プランの進捗状況等について、調整会議
等で情報共有を図る。

地域における取組
（高齢者の住まいの確保等）

平成30年1月における65歳以上人口1,000人に対する特
別養護老人ホームや有料老人ホーム、認知症グループ
ホームなどの介護関係施設等定員数の整備率は65.2‰
であるが、今後も続く急速な高齢化の進行を見据えた基
盤整備を検討する必要がある。

高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画や
住生活基本計画、高齢者居住安定確保計画等に掲
げる目標が円滑に達成されるよう、保健・医療・福祉
担当部局等と連携しながら必要な技術的支援等の実
施に努める。

地域住民への広報活動
保健所ホームページへの登載や道が作成した「北海道
地域医療構想リーフレット」を配布している。

引き続き、ホームページの活用などにより広報活動を
行う。

非稼働病床（病棟）への対応
現在非稼働病床が30床あるので、今後の検討が必要で
ある。

病床再稼働の時期、将来不足が見込まれる医療機
能への転換等について調整会議等て協議していく。

在宅医療等の確保

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、 在宅医療は慢性期の医療
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の把握が
必要となっている。

在宅医療推進に関する課題について、富良野保健医
療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会（富良
野圏域在宅医療多職種連携協議会）で検討を行い、
取組を推進する。

医療機関の再編統合等

病床機能報告制度に係る取組 全医療機関において報告が行われている。
今後、未報告の医療機関があった場合には、その対
応について、協力を求める。

二次医療圏を越えた広域的な
協議

がん診療連携拠点病院等がなく、また、脳卒中や心筋梗
塞の急性期を担う医療機関が充分ではないことから、上
川中部など他の圏域との医療連携が必要とされる。

必要時に協議を行う。

全医療機関参加型の調整会議
の運営等

一般病床を有する全ての医療機関が、構成メンバーと
なっている。

現状の構成メンバーを維持する。

・　一般病床、療養病床ともに必ずしも有効活用されてい
るとは言えず、また、医療従事者についても確保が困難
な地域となっている。
　

・ 地域センター病院である富良野協会病院が行う医療
機器の共同利用や医師の派遣などの病病・病診連携が
図られている。

・ 必要な人員確保に努めるとともに、必要とされる病
床数の整備については、関係機関と協議・調整を積
み重ね、合議形成が図られるよう努める。

・ ふらの西病院では、医療療養病床と介護療養病床
を介護医療院への転換を予定している。

・ 地域センター病院が行う医療機器の共同利用や医
師の派遣などの連携の取組を継続する。

ＩＣＴを活用した地域医療ネット
ワークの構築

たいせつ安心ｉ医療ネットの画像連携に３医療機関が参
画している。

調整会議での検討を行いながら、たいせつ安心ｉ医療
ネットの活用に向けた一層の普及を促進する。

区　　　　　　　　　　分 評　価　（　課　題　） 今後の方向性

将来的に不足する医療機能の
確保

平成28年度に50床の地域包括ケア病棟が整備され、ま
た、平成29年度には急性期から回復期に６床、令和元年
度に44床転換しているが、2025年の病床必要量177床の
確保に向けたさらなる対応が必要な状況となっている。

・ 調整会議を通じ調整等を図るほか地域医療介護総
合確保基金も活用した施設設備整備への支援等に
取り組む。

・ 上富良野町立病院でも、将来的に地域包括ケア病
棟の導入が検討されている。

地域で不足する外来医療機能
の確保に係る取組

・初期救急医療における、当番医制に参画する医師の高
齢化が進んでおり、また、かかりつけ医等の確保が困難
な状況になっている。

・要介護認定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、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、また、これらに対応する必要が
ある。

圏域での課題について、富良野保健医療福祉圏域連
携推進会議等で検討を行い、取組を進める。
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