資 料

札幌圏域の現状について

○

札幌圏域の現状について

＜参考＞
○

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針

関係事業調査表（平成２６年度～平成２９年度）

１

○

札幌圏域の現状について

１

がん対策について

（１）がん検診受診率の状況（地域保健・健康増進事業報告）
ア

胃がん
平成22年度時点では 9.7%（全道 11.8%）であったが、平成27年度時点では 8.4%（全道 8.6%）となり、1.3%減となった。

イ

大腸がん
平成22年度時点では 13.8%（全道 14.5%）であったが、平成27年度時点では 16.8%（全道 14.7%）となり、3.0%増となった。

ウ

肺がん
平成22年度時点では 4.5%（全道 12.1%）であったが、平成27年度時点では 5.1%（全道 9.5%）となり、0.6%増となった。

エ

子宮頸がん
平成22年度時点では 34.9%（全道 28.4%）であったが、平成27年度時点では 41.1%（全道 30.1%）となり、6.2%増となった。

オ

乳がん
平成22年度時点では 28.4%（全道 26.7%）であったが、平成27年度時点では 34.9%（全道 28.9%）となり、6.5%増となった。

（２）がん診療連携拠点病院等の状況
ア

がん診療連携拠点病院
平成29年度４月時点で、平成22年度同様８ヵ所が指定されています。（全道では１ヵ所減で、20ヵ所）

イ

北海道がん診療連携指定病院
平成25年４月時点では６ヵ所（全道 14ヵ所）であったが、平成29年４月時点では 12ヵ所（全道 24ヵ所）となり、６ヵ所増となった。

（３）圏域の禁煙・分煙施設の状況
平成22年度は 669施設（全道 3,023施設）であったが、平成29年４月１日現在では 1,084施設となり、415施設増となった。

（４）主な取り組み
ア
・
・
・

がん健診等について
関係団体では各種講演会の実施や検診の実施、検診の啓発イベント等を行っている。
市町村では検診クーポン配付や講習会、広報への健診等の情報掲載等、乳幼児健診での保護者へのがん検診受診勧奨等を行っている。
江別・千歳保健所では、小学生対象の「がん教育出前講座」の実施や各市町村への検診受診に関する情報提供等を行っている。
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イ

２

たばこ対策について
関係団体では学生対象の講習会や小中学校等での禁煙教室、市町村では「受動喫煙対策ガイドライン」の発行やポスター掲示、妊婦等対象
の禁煙や受動喫煙リーフレットの配付等、江別・千歳保健所では高校・市町村・事業所への受動喫煙防止啓発ポスター送付や、小中学生を対
象に未成年喫煙防止講座等により、それぞれ普及啓発を行っている。

脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病対策について

（１）死亡率について（人口10万人対）
ア

脳血管疾患
平成22年度は 73.3（全道 96.4）であったが、平成27年度では 70.2（全道 91.0）となり、3.1ポイント減となった。

イ

心疾患
平成22年度は 122.5（全道 162.8）であったが、平成27年度では 119.7（全道 170.8）となり、2.8ポイント減となった。

ウ

糖尿病
平成22年度は 9.9（全道 13.8）であったが、平成27年度では 9.6（全道 13.0）となり、0.3ポイント減となった。

（２）特定健康診査について
ア

イ

特定健康診査実施率
平成22年度時点では 18.0%（全道 20.6%）であったが、平成28年度では 22.1%（全道 27.6%）となり、4.1%増となった。
特定健康診査・特定保健指導の周知等
関係団体では特定健診PRポスター掲示や高血圧に関する講演会の開催等を行っている。
市町村では特定健診実施率向上を目的としたイベントの開催や広報等での普及啓発、健康づくり講演会の開催、出前講座の実施等を行っ
ている。
● 保健所では生活習慣病予防のための研修会の開催や、健康づくり・特定健診に関する情報提供及び普及啓発等を行っている。
●
●

（３）受入可能医療機関数・クリティカルパス等について
ア

脳卒中
受入可能医療機関数
平成29年４月時点で、急性期受入可能医療機関数は 25ヵ所（全道 61ヵ所）で、回復期受入可能医療機関は 51ヵ所（全道 184ヵ所）で
あった。
● クリティカルパス導入医療機関数
平成30年度のクリティカルパス導入機関数で、急性期の医療機関数は 12ヵ所（全道 32ヵ所）、回復期の医療機関数は 21ヵ所（全道 62
ヵ所）であった。
●
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●

イ

クリティカルパスの導入推進
関係機関では脳卒中地域連携パス・脳卒中あんしん生活ガイドブックの活用に関する研修会の開催、保健所では医療機関名公表確認時に
クリティカルパス導入に関する啓発の実施等を行っている。

急性心筋梗塞
受入可能医療機関数
平成29年４月時点で、急性期を担う公表医療機関数は 29ヵ所（全道 67ヵ所）であった。
また、平成30年６月時点で回復期・維持期を担う医療機関（「心大血管疾患リハビリテーションⅠ」または「Ⅱ」の届出医療機関）は
34ヵ所（全道 74ヵ所）であった。
● 医療機関数
平成30年度のクリティカルパス導入医療機関数は 4ヵ所（全道 15ヵ所）であった。
● クリティカルパスの導入推進
関係機関では退院から在宅に向けての地域連携の実際に関する研修会の開催等、保健所では医療機関名公表確認時にクリティカルパス導
入に関する啓発の実施等を行っている。
●

ウ

糖尿病
糖尿病医療機能を担う公表医療機関
平成30年2月時点での公表医療機関数は 317ヵ所であった。
● 糖尿病連携手帳
糖尿病連携手帳を活用している医療機関は 253ヵ所であった。
● 医療機能を担う医療機関名等の情報提供
市町村では糖尿病性腎症重症化プログラム対象者への専門医の紹介、道では糖尿病医療機能を持つ医療機関の公表を行っている。
● クリティカルパス導入医療機関数
平成30年度のクリティカルパス導入機関数で、急性期の医療機関数は 128ヵ所（全道 415ヵ所）であった。
● クリティカルパスの導入推進
保健所では医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発の実施等を行っている。
●

３

精神疾患対策について

（１）精神疾患対策について
ア

精神障がい者数
平成23年末では 49,647人（全道 127,863人）であったが、平成28年度末では 70,148人（全道 157,679人）となり、20,501人増となった。
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（２）自殺者の状況と対策
ア

自殺者数
平成24年は 498人（全道 1,260人）であったが、平成27年は 400人（全道 1,045人）となり、98人減少となった。

イ

自殺率（人口10万対）
平成24年は 22.4（全道 23.1）であったが、平成27年は 17.8（全道 20.1）となり、4.6ポイント減となった。

ウ

各機関の取り組み
各市町村では講演会の開催やパネル展示、特に札幌市では「自殺総合対策実務担当者意見交換会」を、道立保健所では「自殺予防対策連
絡会議」を毎年定期開催し、関係機関連携の強化が図られている。
（江別）平成28年度から若年者対策を重点課題とし、高校・大学における実態把握を実施。連絡会議の参集範囲を高校・大学、相談事業所
等に拡大。（参集機関数 42機関）
（千歳）平成24年度から未遂者支援を進めてきたが、平成30年度からは若年の未遂者支援を重点とした検討を行うとともに、研修を充実。
（参集機関数 38機関）
● 平成30年度から、各市町村が策定する自殺対策行動計画について、各保健所で支援開始。
●

（３）地域移行支援
ア

精神科医療機関における学習会開催
平成25年度は４医療機関であったが、平成28年度に1医療機関、平成30年度には２医療機関増加し、退院支援における地域との連携が拡大
している。

イ
●
●

ピアサポーターの育成と関係機関の理解促進
医療機関から対象者を募り、平成29年度以降２医療機関増加した。
各市町村自立支援協議会に保健所と地域生活支援センターが参加し、育成に係る事業説明を実施。
（平成30年度：江別管内 ２市町村 ）

（４）精神科救急医療体制整備
●

精神科輪番病院が平成30年度に1カ所増となり、平成31年度から受入開始することとなった。
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４

救急医療体制について

（１）各機関の取り組み
●
●
●

５

関係機関では、救急当番の調整や救急医療フォーラムの開催等を行っている。
市町村では、救急医療機関への補助支援や、医師・看護師等による相談業務、救急安心センターの開設・運営等を行っている。
江別・千歳保健所では救急告示医療機関の指定事務や医師会・市町村との共催による救急法等講習会の開催、ポスターリーフレットの配
布等を行っている。

災害医療体制について

（１）各機関の取り組み
●

６

関係機関では、航空機事故消化救難医療総合訓練への参加等に取り組んでいる。

へき地医療体制について

（１）各機関の取り組み
●
●

７

市町村では、へき地診療所への拠出金による支援を行っている。
江別・千歳保健所ではへき地現況調査を実施している。

周産期医療体制について

（１）各機関の取り組み
●
●

８

市町村では、養育支援連絡システムによる支援等を行っている。
江別・千歳保健所では医師・助産師に係る補助金制度の紹介等を行っている。

小児医療体制について

（１）各機関の取り組み
●

市町村では、「こどもの救急」冊子のは作成・配付や、子育てハンドブックの配付を行っている。
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９

在宅医療の提供体制について

（１）住民の状況
●

在宅等（自宅、老人ホーム）における死亡の割合
平成22年は 11.18%であったが、平成28年は 13.39%となり、2.21%増となった。
● 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や、要介護認定者や認知症患者の増加により、自宅
や地域で疾病を抱えつつ生活を送る住民が今後も増加していくと考えられる。（P78参照）

（２）在宅医療を担う機関の状況
ア

在宅療養支援病院について
平成24年10月時点では 20ヵ所（全道 35ヵ所）であったが、平成30年４月時点では 27ヵ所（全道 57ヵ所）となり、7ヵ所増となった。

イ

在宅療養支援診療所について
平成24年10月時点では 154ヵ所（全道 312ヵ所）であったが、平成30年４月時点では 149ヵ所（全道 298ヵ所）となり、5ヵ所減となった。

ウ

在宅療養支援歯科診療所について
平成24年10月時点では 92ヵ所（全道 186ヵ所）であったが、平成29年12月時点では 141ヵ所（全道 330ヵ所）となり、49ヵ所増（平成24
年に比べ約1.5倍）となった。

エ

訪問看護ステーションについて
平成25年３月時点では 140ヵ所（全道 336ヵ所）であったが、平成29年10月時点では 246ヵ所（全道 482ヵ所）となり、106ヵ所増（平成
25年と比べ約1.76倍）となった。

オ

薬局について
在宅患者調剤加算算定薬局平成29年12月現在で、246ヵ所（全道 563ヵ所）であり、麻薬免許（小売業者）を有する薬局数は平成30年１月
現在で、820ヵ所（全道 2,015ヵ所）ある。

（３）連携体制の促進
●

各職能団体、市町村において、多職種連携会議や地域包括ケアシステム構築の学習会、在宅看取りの研修、事例検討、ケアカフェなどの
取り組みが実施されている。
・ 江別保健所では、平成29年度より在宅医療と介護連携推進事業に係る情報交換会を開催し、市町村の取り組みを支援している。また、
看護連携推進検討会議を開催し、退院時支援の連携強化について検討している。
・ 千歳保健所では、千歳地域在宅医療多職種連携協議会を開催し、入院に係る医療と介護の連携、バックベッドの確保等について検討し
ている。
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（４）訪問看護師の確保と質の向上
●

訪問看護ステーションの増加により、看護師の確保と看護の質の担保は重要である。訪問看護師の養成研修会、質の向上に向けた研修等
は、職能団体や保健所を中心に実施している。また、事業所同士のネットワーク化の支援も道立保健所では実施している。
・ 江別保健所では、地域看護職員研修を開催し、訪問看護師の役割・機能や地域のサービスの理解をするための研修を開催している。ま
た、訪問看護機関連絡会の活動を支援している。
・ 千歳保健所においても地域看護職員研修の開催とともに、訪問看護連絡協議会設立の支援をしている。

（５）住民への普及啓発
○

各職能団体、札幌市を中心に「かかりつけ医」の普及啓発が実施されている。今後も在宅医療を推進するためには、住民の理解が必要で
あるため引き続き継続していくとともに、他の地域での普及啓発の取り組みが必要である。
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

1 普及啓発

関係団体

【北海道看護協会】
・「看護学生のたばこ対策」講習会
看護師等学校養成所 5校
198名参加

3 がん登録の推進

4

市町村

【札幌市】
・企業・団体等との連携による普及啓発
【札幌市医師会】
イベントの開催、普及啓発媒体の掲示・配布等
・乳がん・子宮がん普及啓発講演会の開催
【恵庭市】
・家庭医学講座、市民健康教育等でがんをテーマに開催
・女子大生リボンムーブメントと合同企画による子宮頸がんセミナーと
・乳がん・子宮がん普及啓発リーフレットを作成し、市民医療フォーラ ヨガ体験
ムや家庭医学講座などで配布
・クーポン券案内時に女子大生リボンムーブメント作成の受診勧奨チラ
シを同封
【千歳医師会】
・講演会、健康まつり、健康教育時に普及啓発。保健センターカレン
・市民健康フォーラム開催
ダーやイベントに併せHPで情報発信
H26.11.15 参加者160名
「当院における胃検診の現状」
【北広島市】
「胃がんで亡くならないために」
・市広報やホームページ、ポスター、健康カレンダー等による周知
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」でパンフレットの
【札幌歯科医師会】
配布
・口腔がん検診事業 H26.6.6実施
・1歳6ヶ月児健診会場にて、子宮がん検診の周知
早期発見・早期治療が極めて重要となる「口腔がん」について、市民 ・がんに関する出前健康講座の実施（1回22人）
への啓発・予防対策を目的とした健診を札幌医科大学、北海道大学、北 ・健康づくり推進員を対象に大腸がんと食物繊維をテーマに研修を実施
海道医療大学より専門医を招聘し、例年6月の「歯と口の健康習慣事業」
として開催される「さっぽろ歯っぴいらんど」の一事業として「口腔が 【石狩市】
ん検診」を平成20年度より実施している。
・市広報や回覧、ホームページ等による周知啓発の実施
・町内会等の集団へのﾘｰﾌ配布によるＰＲ実施 12団体
【北海道看護協会】
・個人へのハガキ送付によるＰＲ実施
延21,096名
・「まちの保健室」ミニ講話
・健康づくりイベントで、大腸がんクイズラリー実施 2日間で162名参
－乳がんを早期発見するために－
加
H26.9.3 参加者25名
【当別町】
【北海道歯科衛生士会】
・健康教育（一般及び中学生）の実施や保健推進員による受診勧奨、広
・札幌市口腔がん予防啓発事業への参加、協力
報への掲載、検診未受診者への電話による受診勧奨など、集団への周知
とともに、個別にも受診勧奨を通して検診の重要性について普及啓発を
実施

が
ん

2 たばこ対策

関係事業調査表（平成２６年度実績）
道（保健所）

摘

要

【保健行政室（江別保健所）】
・地域・職域連携推進連絡会江別部会開催
がん検診受診率向上に向けた情報交換を実施（H27.3.2）
12名出席
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・地域・職域連携推進連絡会千歳部会開催
がん検診受診率向上に向けた情報交換を実施（H27.2.12）
17名出席

【札幌市】
・「さっぽろMU煙デー」啓発事業
北海道日本ハムファイターズオープン戦等各種イベント等で、パネル 【保健行政室・千歳地域保健室・札幌市】
展やリーフレットの配布を実施。
・札幌圏域地域職域連携推進連絡会健康づくりセミナーの開催
・禁煙、完全分煙施設の登録 656件（このうち、H26年度新規登録36
COPDの普及啓発、簡易肺年齢測定体験及び事業所のタバコ対策の事例
件）
発表 H27.9.19 39名出席
・「札幌市受動喫煙防止対策ガイドライン（第二版）」を発行
【保健行政室（江別保健所）】
【恵庭市】
・地域・職域連携推進連絡会江別部会において事業所の喫煙対策に関す
・世界禁煙デーに併せ公共機関、地区会館にポスター掲示
る情報交換を実施
H27.3.2 12名出席
・市HPにたばこ対策と市内禁煙治療の医療機関一覧の掲載
・｢おいしい空気の施設｣登録 継続89件（新規1件）
・禁煙週間
【北広島市】
管内保育所へ受動喫煙防止啓発ポスター、資料の送付
・庁舎内ポスター掲示による禁煙外来・受動喫煙防止・SIDSの予防・世
HPにおいて管内禁煙外来実施医療機関情報の提供
界禁煙デー等の周知
・管内栄養管理スキルアップ研修会の開催
・妊娠届出時（妊婦対象）にたばこの害・受動喫煙防止に関するリーフ
COPD患者の栄養管理
レット配布
H27.10.8 14名出席
・出生届時にSIDS予防のリーフレット配布
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
【当別町】
・禁煙週間に禁煙パネル展の実施（H26.5.30～6.6）
・世界禁煙デー及び禁煙週間にポスターを保健センター掲示
・「おいしい空気の店」登録店140件
・特定健診受診者で問診項目で喫煙ありと答えた方に対し、喫煙に関す
るパンフレットを配布
【石狩市】
・がん対策推進会議への参加

H26.10.10

【北広島医師会】
拠点病院、指定病院等の医療機関
・学術講演会「C型慢性肝炎治療の将来展望」
連携
H26.8.27 17名参加

がん診療連携拠点病院 8ヶ所
がん診療連携指定病院 9ヶ所
（内新規2ヶ所）
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

5

関係団体

関係事業調査表（平成２６年度実績）
市町村

道（保健所）
【保健行政室（江別保健所）】
・研修会の参加
H26.9.20
・地域懇談会の出席
江別地域懇談会
4回
石狩地域懇談会
16回
・代表者会議等
3回

【札幌市医師会】
地域リハビリテーション医療連携
・札幌市の地域リハビリテーション推進協議会に役員が参画し、関係
体制の強化
者・関係団体のネットワークの構築について検討

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・地域懇談会の出席
千歳地域懇談会
1回
恵庭地域懇談会
9回
北広島市地域懇談会
1回
・代表者会議出席
2回

6 クリティカルパスの導入推進
【札幌市】
・北海道、保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上
を目的とした普及啓発イベントを実施(H26.10.26)
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談の実施
・広報で特集掲載（健診結果からわかる恵庭市民の健康状態）

【札幌市医師会】
・特定健診のPRポスター掲示の協力
特定健康診査・特定保健指導の周
7 知及びポピュレーションアプロー 【北広島医師会・北広島市】
チの推進
・「救急の日」記念講演会
「本当に怖い高血圧、怖くない血圧高値」
H26.9.6 約550名参加

脳
卒
中

【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付 年間5,500件
・個別受診勧奨 電話
・町内会回覧で特定健診の周知 年4回
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受
診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づく
りの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配布（3日間）
・インターネット動画サイト「きたひろTV」による特定健診受診のPRビ
デオの配信
・広報紙で特定健診の周知（年1回）
・特定健診ニュースの発行（年1回）
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で、指導の案内
や保健指導を実施
・「心房細動と脳梗塞」や「高血圧」をテーマに生活習慣病予防講演会
を実施
・高血圧に関する出前健康講座（一部血圧測定や体脂肪測定も実施）の
実施（5回106名）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話
・3歳児健診会場にて、30代健診の周知

【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対する特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び
受診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
・生活習慣病予防のためのスキルアップ研修会の開催
高血圧コントロールと生活習慣との関連
H27.3.26 24名出席
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を
実施

【当別町】
・保健推進員や町内会と協働して、健診勧奨を実施
【保健行政室（江別保健所）】
・研修会の参加
H26.9.20
・地域懇談会の出席
江別地域懇談会
4回
石狩地域懇談会
16回
・代表者会議等
3回
・北海道医療計画における医療機関名公表確認時にクリティカルパス導
入に関する啓発を実施

地域リハビリテーション事業の連 【北海道看護協会】
8 携及びクリティカルパス導入の推 ・研修会「退院後のスムーズな在宅生活移行に向けて－脳卒中地域連携
進
パス・脳卒中安心生活ガイドブックの活用－」H26.11.18 参加者78名

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・地域懇談会の出席
千歳地域懇談会
1回
恵庭地域懇談会
9回
北広島市地域懇談会
1回
・代表者会議出席
2回
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２６年度実績）
市町村

道（保健所）

【札幌市】
・北海道、保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上
を目的とした普及啓発イベントを実施(H26.10.26)
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談の実施
・広報で特集掲載（健診結果からわかる恵庭市民の健康状態）

急
性
心
筋
梗
塞

【札幌市医師会】
特定健康診査・特定保健指導の周 ・特定健診のPRポスター掲示の協力
9 知及びポピュレーションアプロー
チの推進
【北広島医師会】
・「生活習慣病予防講演会」への講師派遣

H26.4.25

128名参加

【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付 年間5,500件
・個別受診勧奨 電話
・町内会回覧で特定健診の周知 年4回
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受
診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づく
りの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配布（3日間）
・インターネット動画サイト「きたひろTV」による特定健診受診のPRビ
デオの配信
・広報紙で特定健診の周知（年1回）
・特定健診ニュースの発行（年1回）
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で、指導の案内
や保健指導を実施
・「心房細動と脳梗塞」や「高血圧」をテーマに生活習慣病予防講演会
を実施
・高コレステロール値の方を対象とした健康教室・生活習慣病予防教室
（講話、弁当の試食、運動実技、個別相談）の実施（3日間1ｺｰｽを3ｺｰｽ）
・コレステロールに関する出前健康講座と調理実習の実施（1回13名）
・食事バランスの出前健康講座の実施（7回121名）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話
・3歳児健診会場にて、30代健診の周知

【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対する特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び
受診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を
実施

【当別町】
・保健推進員や町内会と協働して、健診勧奨を実施

・北海道医療計画における医療機関名公表確認時にクリティカルパス導
入に関する啓発を実施

10 クリティカルパスの導入推進

【札幌市】
・北海道、保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上
を目的とした普及啓発イベントを実施(H26.10.26)
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談の実施
・広報で特集掲載（健診結果からわかる恵庭市民の健康状態）

【札幌市医師会】
・特定健診のPRポスター掲示の協力
特定健康診査・特定保健指導の周
【北広島医師会】
11 知及びポピュレーションアプロー
・学術講演会「慢性腎臓病と食塩感受性高血圧」
チの推進
H26.6.25 22名参加
・学術講演会「経口血糖降下薬ーその光と影とは－」
H26.10.22 18名参加
糖
尿
病

【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付 年間5,500件
・個別受診勧奨 電話
・町内会回覧で特定健診の周知 年4回
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受
診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づく
りの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配布（3日間）
・インターネット動画サイト「きたひろTV」による特定健診受診のPRビ
デオの配信
・広報紙で特定健診の周知（年1回）
・特定健診ニュースの発行（年１回）
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で、指導の案内
や保健指導を実施
・糖尿病の予防に関する出前健康講座（1回17名）
・嗜好品の糖分に関する出前健康講座（1回40名）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話
・3歳児健診会場にて、30代健診の周知
【当別町】
・保健推進員や町内会と協働して、健診勧奨を実施
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【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対する特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び
受診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を
実施
・生活習慣病予防のための保健指導研修会開催
（H27.1.14、H27.2.19）
・生活習慣病予防のための事業所健康教育実施
（H26.7.22、H26.8.27）

摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

12

関係団体

関係事業調査表（平成２６年度実績）
市町村

道（保健所）
【保健行政室（江別保健所）】
・北海道医療計画に於ける医療機関名の公表により情報提供を推進

医療機能を担う医療機関名等の情
報提供を推進

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機能調査 38機関
【保健行政室（江別保健所）】
・北海道医療計画における医療機関名公表確認時にクリティカルパス導
入に関する啓発を実施

13 クリティカルパスの導入推進

【保健行政室（江別保健所）】
・精神保健福祉家族学習会
2回
・家族の集い
2回
・高次脳機能障がい支援関係者研修会 1回
・定例精神相談
13回

精神保健福祉センターなど関係機
14 関連携による研修・相談支援の充
実

15

摘

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・高次脳機能障がい支援関係者研修会 1回
・高次脳機能障がい者家族交流会
7回
・ひきこもり家族学習会
4回
・定例精神相談
12回
【保健行政室（江別保健所）】
・精神障がい地域移行研修会出席 1回（千歳保健所開催）
・札幌圏域地域生活移行支援協議会出席 1回

入院患者の地域生活への移行・地
域定着の支援

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・精神障がい地域移行研修会（委託研修）開催
・札幌圏域地域生活移行支援協議会出席 1回
【札幌市】
・「札幌市自殺総合対策実務担当者意見交換会」の開催
関係団体数：16団体
・市職員への自殺のサイン及び対応に関する研修 4回

1回

2回

【恵庭市】
・自殺予防パネル展示(H27.2.20～H27.2.25）
・自殺予防講演会の開催(H27.2.25）
・「恵庭市こころの健康づくり･自殺予防対策推進方針」策定

精 16 自殺対策の推進
神
疾
患

【札幌市医師会】
・自殺予防のポスター及びステッカー掲示の協力
・札幌市の自殺対策実務担当者意見交換会へ役員が参加

【北広島市】
・市民のためのこころの健康講座「シニア世代からのこころのSOS～う
つ・うつ病に早く気づいて上手に対応～」開催（1回42名）
・うつ病の予防に関する出前健康講座の実施（2回55名）
・千歳保健所ゲートキーパー研修の共催（参加38名）
【石狩市】
・うつ・自殺予防ゲートキーパー研修会の開催
H26.6.20 参加26名、H27.3.24 参加31名
・アルコール依存症学習会の開催
H26.12.18 H26.12.18 参加38名
・自殺対策連絡会議の開催 H27.3.2 参加26名
・自殺予防週間パネル展の開催 H26.9.12～9.18

【保健行政室（江別保健所）】
・自殺予防対策連絡会議開催 1回
・地域・職域連携推進連絡会江別部会及び札幌圏域地域職域連携推進連
絡会で事業所におけるメンタルヘルス対策の情報交換
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・自殺予防対策連絡会議開催 1回
・ゲートキーパー研修開催
1回
・自殺予防講演会開催 1回（恵庭市と共催）

【当別町】
・自殺予防のための相談先の周知として、携帯電話やパソコンでできる
メンタルヘルスチェックシステム「心の体温計」を導入し広く町民に周
知
・健康づくりセミナーで自殺予防を目的に「うつ病の理解といのちを守
る聴き方・話し方」というテーマで講演会とロールプレイを実施

17

認知症疾患医療センターや精神科
救急医療体制の整備

【保健行政室（江別保健所）】
・認知症疾患医療センターの指定（１医療機関）
【札幌市】
・精神科救急医療体制道央（札幌・後志）ブロック調整会議の開催（１
・精神科救急医療における診療情報のすみやかな確保とかかりつけ医の
回）
役割促進、通院患者のアドヒアランス向上等を目的とした「こころの安
・精神科救急医療体制輪番リスト（道央ブロック）による当番病院の管
心カード」を導入
理調整の実施
・札幌市指定自立支援医療機関（精神通院医療）に対しカード台紙を交
付し、協力を依頼
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・認知症疾患医療センターの指定（１医療機関）
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要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

18

乳幼児検診時における発達障害時
の早期発見

関係団体

関係事業調査表（平成２６年度実績）
市町村

道（保健所）

【北広島市】
・問診におけるスクリーニング（1歳6ヶ月児健診や3歳児健診では発達面
のスクリーニング検査実施）
・乳児健診の問診票にM-CHATの項目を参考に組みこむ
・必要者に発達相談を実施
・1歳6ヶ月児健診事後教室としてあそび教室を実施（3歳までを対象とす
る）
【石狩市】
・１歳６か月児・３歳児健診で、保健師の問診時、問診票や児とのやり
とりを通して、障害疑いのスクリーニングを実施
・臨床発達心理士による個別の発達相談の実施

【札幌市医師会】
・新規開設医療機関に対し、休日・土曜午後救急当番体制への参画を強
医療機関に対して在宅当番医制へ 力に依頼（医師会入会時）
【石狩市】
19
の積極的に参加を促進
・（一社）石狩医師会へ在宅当番医制運営事業を委託
【千歳医師会】
・救急担当理事の個別による当番参加協力要請
【保健行政室（江別保健所）】
・救急告示医療機関からの更新の申出に基づき、指定を更新
（病院3施設）
【札幌市医師会】
医療機関に対し二次救急への積極
【札幌市】
20
・二次救急協力病院長懇談会等で問題点を把握し、医会等と協力して二
的な参加を促進
・参加医療機関への補助を実施
次体制への参画を推進

21

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療法人社団尾谷病院（千歳市）
26.7 救急告示病院の認定
27.2 病院群輪番制病院への参加
・病院群輪番制への参加について、各医師会、各市、各市消防本部、各
市の中心的病院と調整・協議
【保健行政室（江別保健所）】
・「救急医療懇談会」開催（江別医師会と共催）
市町村、消防本部、警察署、病院相互の情報共有と意見交換を実施
・救急救命士による気管挿管実習受入を医療機関に依頼
（江別：1病院）

メディカルコントロールに基づく
病院前救護体制の一層の充実

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・救急救命士の「気管内チューブによる気道確保」、「薬剤投与」に係
る実習受入医療機関に係る調査、メディカルコントロール検証医師に係
る調査の実施、体制整備の促進等に係る依頼

救
急
医
療
体
制

【札幌市】
・ショッピングモールのトイレに啓発ステッカーを掲示
・出前講座で救急車等の適正利用を啓発

【保健行政室（江別保健所）】
【札幌市医師会】
・｢江別市民救急医療教室｣開催(江別市､江別医師会と共催)
【北広島市】
・医療機関へ啓発ポスター、パンフレット等の送付と提示依頼
講演・実技指導などを通して救急医療に関する普及啓発を実施 参加
・市広報やホームページ、ポスターにより救急車の適正利用について周
市民約60人
知
救急医療l機関や救急車の適切な 【千歳医師会】
・「救急の日」及び「救急医療週間」に関するポスターを市町村、病院
22
・救急車の適正利用に関するステッカーを製作し、市内の公共施設や事
利用を啓発
・千歳市健康まつりで、救急医療の適正利用に関するパンフレット配布
等に配布し掲示を依頼
業所などのトイレや休憩スペースなどに掲示
・救急医療フォーラム開催 H26.11.29 125名参加
・育児交流会にて救急救命講座を実施し、救急車の適切な利用を啓発（2
「血管障害と救急医療（脳血管・心疾患・下肢血管3題）」「帯広市の
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
回）
夜間急病センターの現状について」
・「救急の日」に関するポスターを各市、医療機関、各公共交通機関等
に配布し掲示を依頼
【石狩市】
・市ホームページに救急車の適正利用について掲載（総務課危機管理担
当）
【札幌市】
・救急安心センターさっぽろの開設（平成25年10月1日）及び運営
「救急安心センターさっぽろ」に
23
よる相談体制の充実

【石狩市】
・H26.4.1より「救急安心センターさっぽろ」事業に参加
・「#7119」のロゴをあしらったマグネットシート及びリーフレットを市
内全戸に配付し、センターの周知を図った
・市役所及び保健センター、消防庁舎に一定期間「横断幕」の掲示と
「のぼり」を配置、その他市広報誌やＨＰを通じて、センターの周知を
図った
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２６年度実績）
市町村

【千歳医師会】
・新千歳空港航空機事故初動対応部分訓練参加 H26.9.18
・千歳医師会災害医療支援マニュアルに基づく緊急連絡網訓練実施

摘

要

【保健行政室（江別保健所）】
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・災害時要支援者名簿作成･運用等に係る聞取調査の実施
H26.7.1～31 対象：江別･千歳保健所管轄7市町村
・管轄別研修「災害時要配慮者の避難支援を考える～情報の共有と関係
機関連携～」H27.3.23 61名参加

【札幌歯科医師会】
医療救護活動のための連携体制を
24
・札幌歯科医師会災害時対策本部
随時確認
災
災害発生時に札幌歯科医師会会長を本部長とする対策本部を立ち上
害
げ、組織だった活動が行えるよう「救援救済」「医療救護」「情報収
医
集」「警察歯科」を4本柱とした対策本部の体制を整え、また区（支部）
療
の長も組織の一員として加えることで、札幌市全域で活動が行えるよう
体
にし、更新・確認をことあるごとに行っている
制
25

道（保健所）

災害拠点病院におけるEMISの活用
促進及びDMAT等の派遣体制の確保

【保健行政室（江別保健所）】
・災害拠点病院機能強化事業費補助金の交付（1施設）

26 一般病院におけるEMISの活用促進
27

市町村と連携し地区の実情に即し
た保健指導の実施

へ
き
へき地診療所への医師派遣等の支
地
28
援
医
療
体
制
へき地診療所と中核的な病院との
29
連携強化
総合周産期母子医療センターによ
周 30 る産科医の医療連携体制の構築や
産
医療技術向上の促進
期
医
医療機関等による助産師外来開設
療 31 に向けた連携
体
制
周産期母子医療センターの整備及
32
び人材確保の連携
33

《へき地診療所》
・石狩市浜益国保診療所
・あつた中央クリニック(石狩市)
・すこやかクリニック新篠津
・市立千歳市民病院支笏湖診療所
【保健行政室（江別保健所）】
・へき地医療の現況を把握するため、厚生労働省の依頼により、へき地
診療所に対しへき地医療現況調査を実施
【北広島市】
・養育支援連絡システムによる支援（医療機関との連携）

小児医療を行う医療機関の維持確
保
【恵庭市】
・小児救急普及啓発事業で「こどもの救急」冊子を市医師会の監修のも
と作成、小児救急電話相談についても記載し、乳児家庭全戸訪問の中で
配布し周知

小
児
医
療
小児救急電話相談時用の積極的な
体 34
活用
制

【北広島市】
・母子保健推進員が対象家庭へちらしを配布
・ホームページでの周知
・子育てガイドブックでの周知
【石狩市】
・子育てガイドブックやリーフレットを乳幼児健診時に配布
・市広報やホームページに掲載
【当別町】
・子育て支援センター作成「子育てガイドブック」へ掲載し、新生児訪
問等での周知を実施

35

【保健行政室（江別保健所）】
・「医療連携推進事業」補助団体の事業進捗状況の把握と支援
「I-NET（石狩市での強化された在宅医療のシステム）」」主催の研修
に参加

中心となる医療機関、薬局、訪問
看護STの整備促進

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・「医療連携推進事業」補助団体である「ちとせの介護医療連携の会」
の事業進捗状況の把握と支援
・道央地区在宅緩和ケアネットワークへの支援
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２６年度実績）
市町村

道（保健所）

摘

要

【保健行政室（江別保健所）】
・市町村及び医師会の実態把握
H26.10.15～30 4市町村、2医師会
・多職種連携研修会及び在宅医療の方向性の確認・共有
H27.1.7～20 江別市、江別医師会、訪問看護STいたわり
・各市町,市町委託の地域包括支援センターが実施する「地域ケア会議
（多職種協働による地域包括支援ネットワーク会議）」に参加

36 拠点を市町村として検討

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・在宅医療多職種連携協議会の設置（平成27年3月18日）
【北海道看護協会】
・「地域包括ケアシステムの構築に係る情報交換会」
退院支援から看取りまで多職種に
37
H27.1.23 参加者49名
よる連携体制の検討
・「地域包括ケアの実現に向けた今後の方向性－保健師が担うべき役割
について考える－」H26.7.5 参加者87名
【札幌歯科医師会】
・札幌市高齢者口腔ケア研修事業
平成24年度より開始したこの事業は、医療・介護職員への研修を通し
て口腔状態が悪化した要支援。要介護高齢者の口腔状態の改善・機能の
向上を図り、心身機能の回復につなげること、また一般高齢者を対象に
講習会を開催し、口腔衛生に対する意識向上を図ることが目的として掲
げられており、札幌市と協働で積極的に推進している。
在
口腔機能の維持や専門的な口腔ケ ①医療・介護従事者等を対象とした講演形式の研修（講演会）
宅 38 アの充実
②事業所等に従事し、要支援・要介護者の介護・看護等に関わる者を対
医
象とした講演と口腔ケアに関する実習をセットとした形式での研修（介
療
護・口腔ケアセミナー実習編）
③介護保険施設職員等を対象とし、希望のあった施設の環境・設備等に
沿った講演と口腔ケアに関する実習をセットとした形式での研修（介
護・口腔ケアセミナー出張編）
④一般高齢者やその家族等を対象とした口腔ケアの重要性について周
知・啓発を図ることを目的とした講話（歯科健康講話）

39

多職種協働による在宅チーム医療
の研修や人材育成

【北海道看護協会】
・「訪問看護師養成講習会」
訪問看護師の確保と質の向上及び
H26.9.9～10.24 参加者39名
40
事業所のネットワーク化の推進 ・「訪問看護実践発表会」
H27.1.10 参加者256名
（内 他職種4名）

41

【札幌市】
・医療、介護職員に対する口腔ケア研修会（講演や実習等）及び一般高
齢者に対する講習会の開催
開催回数 11回 委託先 札幌歯科医師会
【恵庭市】
・口腔機能向上教室の開催(4回）
・歯科口腔保健普及啓発事業
講演会(H26.11.7)及び歯科医師健口教室(3回)
【石狩市】
・障害者（児）の口腔ケア相談

2回

参加50名

【札幌市】
・広く医師等を対象に、在宅医療の推進に向けた研修会を開催
開催状況：市内10区で計10回開催 参加延べ1074名
・在宅医療に取り組んでいる、又は在宅医療への参入を目指す医師等の
医療従事者を対象に、実践的な内容の事例検討会・勉強会等を開催
開催状況：市内10区で12回開催 参加延べ871名

【北広島市】
・訪問看護ステーション運営会議への参加（1事業所）

「お薬手帳」の普及及び薬剤管理
指導など、薬局の取り組みの充実

【札幌歯科医師会】
・訪問歯科事業
かかりつけ(医師・歯科医師・薬
様々な理由により、歯科医院を受診することができず、訪問歯科診療 【札幌市】
42 局)の普及啓発及び家庭看護知
を希望する方へ最寄りの「札幌歯科医師会訪問歯科事業協力医」を紹介 ・かかりつけ医普及啓発ステッカー作成
識・技術の普及
することで、患者さんはもとよりそのご家族と近隣歯科医師とのつなが
札幌市内医科診療所（約1,300施設）に配布
りを深めていただき、地域に根ざした、いわゆる「かかりつけ歯科医
師」の普及啓発に努めている。
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【保健行政室（江別保健所）】
・要介護高齢者歯科保健対策推進事業の実施

【保健行政室（江別保健所）】
・「江別地域における在宅医療推進のための多職種研修会」開催
H27.3.17 82名参加 講師:江別医師会特任理事、体験報告者、情報提供
者
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・地域連携推進のための多職種協働研修会開催
H26.9.20 66名参加 実践報告 西岡病院（札幌市）
【保健行政室（江別保健所）】
・訪問看護ST看護管理者交流検討会議 2回
・訪問看護STにおける人材確保・定着に関する実態調査 H26.8.1～29
・訪問看護ST看護管理者企画打合せ会議 4回
・地域在宅医療推進講座「講演会」
H27.3.13 69名参加 講師:旭川市訪問看護ST連絡協議会長、実態調査
報告

【保健行政室（江別保健所）】
・訪問看護ST看護管理者交流検討会
議から訪問看護STの連絡会「手をつ
なぐ訪問看護ETI12」発会に至った

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

1 普及啓発

関係団体

市町村
【札幌市】
・企業・団体等との連携による普及啓発
イベントの開催、普及啓発媒体の掲示等
【千歳市】
・企業と連携協定を結び、がん検診の普及啓発を実施
・ピンクリボンボランティアによる、ピンクリボン作成と健診時の乳がん健診の普
及啓発活動を実施
・成人式会場での、子宮がん検診の普及啓発活動を実施
【北広島医師会】
【恵庭市】
・「救急の日記念講演会」
・女子大生リボンムーブメントと合同企画による子宮頸がん講座とヨガ体験
演題：長引くせきは危険信号!!
・広報で焦点掲載（こわい？面倒？時間がない？行こう！がん検診）
平成27年9月25日 参加者 約290名
・市内高校（2校）にがん予防対策に係る出前講座実施
【札幌歯科医師会】
・講演会、健康教育時に普及啓発。保健センターカレンダーやイベントに併せホー
・口腔がん検診事業
ムページで情報発信
毎年６月の「歯と口の健康週間事業」として開催される「さっぽろ歯っ 【北広島市】
ぴいらんど」の一事業として「口腔がん検診」を平成20年度より実施
・市広報やホームページ、ポスター、健康カレンダー等による周知
平成27年度は49名の参加
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」でパンフレットの配布
【千歳歯科医師会】
・1歳6か月児健診会場にて、子宮がん検診の周知
・北海道歯科医師会と共催し「口腔がん無料検診」を実施
・がんに関する出前健康講座の実施（2回22人）
【北海道看護協会】
【石狩市】
・「看護の日」フェア乳がんセルフチェック がん看護専門看護師による ・市広報や回覧、ホームページ等による周知啓発の実施
モデルを使用しての体験指導、相談対応
・町内会等の集団へのリーフ配布によるPR実施 13団体
平成27年5月10日 32名参加
・個人へのハガキ送付によるPR実施
・ソーシャルマーケティング手法による勧奨（子宮頸がん検診：966名、乳がん検
診956名）
・がん予防道民大会への参加（平成27年10月9日）
【当別町】
・健康教育（一般及び中学生）の実施や保健推進員による受診勧奨、広報への掲
載、検診未受診者への電話による受診勧奨など、集団への周知とともに、個別にも
受診勧奨を通して検診の重要性について普及啓発実施

が
ん

2 たばこ対策

関係事業調査表（平成２７年度実績）

【北海道看護協会】
・「看護学生のたばこ対策」講習会
17校 822名参加

看護師等学校養成所

【札幌市】
・「さっぽろMU煙デー」啓発事業
北海道日本ハムファイターズオープン戦等各種イベント等で、パネル展やリーフ
レットの配布を実施
・禁煙・完全分煙施設の登録
826件（このうち、平成27年度新規登録160件）
・子どもや妊婦の受動喫煙防止に重点を置いた、ポスター、リーフレットを作成
（公共施設、まちづくりパートナー協定企業へ配布）
【千歳市】
・健診実施時に喫煙している方に対し、肺年齢チェッカーを用い、禁煙指導、ＣＯ
ＰＤ普及啓発、禁煙外来の周知等を行い、禁煙意向のあった方には、再度電話で禁
煙対するフォローを実施
・世界禁煙デーに併せ福祉センター内にポスターを掲示
・妊娠届出時に、たばこの害・受動喫煙に関するパンフレットを配布
【恵庭市】
・世界禁煙デーに併せ公共機関、地区会館にポスター掲示
・市HPにたばこ対策と市内禁煙治療の医療機関一覧の掲載
・妊娠届出時（妊婦対象）にタバコの害・受動喫煙防止に関するリーフレット配布
【北広島市】
・庁舎内ポスター掲示による禁煙外来・受動喫煙防止・ＳＩＤＳの予防・世界禁煙
デー等の周知
・妊娠届出時（妊婦対象）にたばこの害・受動喫煙防止に関するリーフレットの配
布
出生届出時にＳＩＤＳ予防に関するリーフレットの配布
【石狩市】
・禁煙パネル展の実施（市図書館にて、市民に対し喫煙・受動喫煙の健康被害や禁
煙についての情報をリーフレット等を活用し、禁煙週間に合せて周知）
・母子手帳発行時、新生児訪問実施時に、喫煙・受動喫煙による母子への健康被害
を周知
・市ＨＰでの周知（世界禁煙デー及び禁煙週間、喫煙・受動喫煙による健康被害、
市主催、禁煙パネル展）
【当別町】
・世界禁煙デー及び禁煙週間にポスターを保健センターに掲示
・特定健診受診者で問診項目で喫煙ありと答えた方に対し、喫煙に関するパンフ
レットを配布

道（保健所）

備

考

【保健行政室（江別保健所）】
・北海道がん予防大会（江別市）の開催支援
・北海道がん対策基金についてリーフレット等による周知
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を実
施

【保健行政室（江別保健所）】
・｢おいしい空気の施設｣登録 継続89件（新規1件）
・禁煙週間による喫煙防止等の啓発
管内保育所へ受動喫煙防止啓発ポスター、資料の送付
保健所ホームページで管内禁煙外来実施医療機関情報の提供
・妊産婦向け喫煙防止リーフレットの配布
・未成年者喫煙防止講座 3回 347名
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・禁煙週間による喫煙防止等の啓発
禁煙パネル展の実施（平成27年5月29日～6月5日）
・「おいしい空気の施設」登録 継続145件（新規0件）
・事業所へ受動喫煙防止とＣＯＰＤの啓発パンフレット送付

3 がん登録の推進
【恵庭市医師会】
拠点病院、指定病院等の医療機関 ・病診連携セミナー
4
連携
平成27年5月27日 高血圧治療の新たな旅立ち
平成27年11月18日 糖尿病と遺伝医療

がん診療連携拠点病院 8ヶ所
がん診療連携指定病院 9ヶ所
（内新規2ヶ所）
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２７年度実績）
市町村

道（保健所）
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・恵庭市包括ケア会議（在宅医療・介護連係）出席 1回
・恵庭市医療と介護連携サービス連絡協議会出席 6回
・北広島市多職種連携会議出席 2回

地域リハビリテーション医療連携
5
体制の強化

6 クリティカルパスの導入推進

特定健康診査・特定保健指導の周
7 知及びポピュレーションアプロー
チの推進
脳
卒
中

【札幌市】
・北海道・保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を目的とし
た普及啓発イベントを実施(平成27年11月8日)
【千歳市】
・個別受診勧奨 電話 年間約6,000件
・町内会回覧で特定健診の周知
・市ホームページ、民間情報誌、市広報誌に健診取組や、受診案内を掲載
・病院受診の検査結果を提出した方への保健指導や、必要な専門医を紹介
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で、指導の案内や保健指導
を実施
・育児相談や子ども関連の施設で、40歳未満の方の健康相談と健診の周知
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談、出前講座の実施
・広報で焦点掲載（生活習慣病予防と健診受診）
【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付 年間4,415件
・個別受診勧奨 電話 1,335人
・町内会回覧で特定健診の周知 年2回
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受診勧奨、生
活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づくりの実演や体験、健康
クイズラリー、パンフレット等の配布（3日間）
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診のＰＲビデオの
作成
・広報紙で特定健診の周知（年1回）
・特定健診ニュースの発行（年1回）
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で指導の案内や保健指導を
実施
・高血圧・動脈硬化に関する出前講座の実施（5回109人）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について講話
【当別町】
・保健推進員等地域コミュニティと協働して、健診勧奨を実施

【北海道看護協会】
地域リハビリテーション事業の連
・退院から在宅に向けての地域連携の実際－脳卒中あんしん連携ノート・
8 携及びクリティカルパス導入の推
脳卒中あんしん生活ガイドブックを活用し再発予防を考える－研修会
進
平成27年10月14日 参加者54名

急
性
心
筋

【北広島医師会】
特定健康診査・特定保健指導の周
・「生活習慣病予防講演会」
9 知及びポピュレーションアプロー
演題：動脈硬化の病態と治療～虚血性心疾患を中心として～
チの推進
平成27年6月19日 参加者 69名

【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び受診
勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
・地域・職域連携推進連絡会江別部会で特定健康診査、特定保健指導に関
する情報提供 平成28年3月9日 12名参加
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を実
施
・生活習慣病予防のための保健指導研修会の開催
「データに基づいた地域保健活動の推進のために」
平成27年9月18日 32名参加
・生活習慣病予防のための保健指導研修会の開催
「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症の治療エッセンス」
平成27年11月11日 33名参加

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
16機関

【札幌市】
・北海道・保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を目的とし
た普及啓発イベントを実施(平成27年11月8日)
【千歳市】
・個別受診勧奨 電話 年間約6,000件
・町内会回覧で特定健診の周知
・市ホームページ、民間情報誌、市広報誌に健診取組や、受診案内を掲載
・病院受診の検査結果を提出した方への保健指導や、必要な専門医を紹介
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で、指導の案内や保健指導
を実施
・育児相談や子ども関連の施設で、40歳未満の方の健康相談と健診の周知
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談、出前講座の実施
・広報で焦点掲載（生活習慣病予防と健診受診）
【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付 年間4,415件
・個別受診勧奨 電話 1,335人
・町内会回覧で特定健診の周知 年2回
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受診勧奨、生
活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づくりの実演や体験、健康
クイズラリー、パンフレット等の配布（3日間）
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【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び受診
勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
・地域・職域連携推進連絡会江別部会で特定健康診査、特定保健指導に関
する情報提供 平成28年3月9日 12名参加
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を実
施
・生活習慣病予防のための保健指導研修会の開催
「データに基づいた地域保健活動の推進のために」

備

考

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
筋
梗
塞

主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２７年度実績）

市町村
道（保健所）
クイズラリー、パンフレット等の配布（3日間）
「データに基づいた地域保健活動の推進のために」
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診のＰＲビデオの
平成27年9月18日 32名参加
作成
・生活習慣病予防のための保健指導研修会の開催
・広報紙で特定健診の周知（年1回）
「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症の治療エッセンス」
・特定健診ニュースの発行（年1回）
平成27年11月11日 33名参加
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で指導の案内や保健指導を
実施
・動脈硬化の病態と治療～虚血性心疾患を中心として～をテーマに生活習慣病予防
講演会を実施
・高コレステロール値の方を対象とした健康教室・生活習慣病予防教室（講話、弁
当の試食、運動実技、個別相談）の実施（3日間1コースを3コース）
・食事バランスの出前健康講座の実施（6回93人）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について講話
【当別町】
・保健推進員等地域コミュニティと協働して、健診勧奨を実施
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
3機関

10 クリティカルパスの導入推進

特定健康診査・特定保健指導の周
11 知及びポピュレーションアプロー
チの推進
糖
尿
病

【札幌市】
・北海道・保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を目的とし
た普及啓発イベントを実施(平成27年11月8日)
【千歳市】
・個別受診勧奨 電話 年間約6,000件
・町内会回覧で特定健診の周知
・市ホームページ、民間情報誌、市広報誌に健診取組や、受診案内を掲載
・病院受診の検査結果を提出した方への保健指導や、必要な専門医を紹介
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で、指導の案内や保健指導
を実施
・育児相談や子ども関連の施設で、40歳未満の方の健康相談と健診の周知
【恵庭市】
・健康づくり講演会（知って得する血糖の話）実施、ホームページで講演会集ダイ
ジェスト版周知
・結果説明会や健康づくり相談、出前講座の実施
・広報で焦点掲載（生活習慣病予防と健診受診）
【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付 年間4,415件
・個別受診勧奨 電話 1,335人
・町内会回覧で特定健診の周知 年2回
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受診勧奨、生
活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づくりの実演や体験、健康
クイズラリー、パンフレット等の配布（3日間）
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診のＰＲビデオの
作成
・広報紙で特定健診の周知（年1回）
・特定健診ニュースの発行（年1回）
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で指導の案内や保健指導を
実施
・糖尿病の予防に関する出前健康講座の実施（1回29人）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について講話
【石狩市】
・特定健診事後教室として血糖改善教室を実施（5回実施 実19／延83名参加）
【当別町】
・保健推進員等地域コミュニティと協働して、健診勧奨を実施
【新篠津村】
・糖尿病予防講演会
平成27年11月20日開催 参加104名

【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び受診
勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
・地域・職域連携推進連絡会江別部会で特定健康診査、特定保健指導に関
する情報提供 平成28年3月9日 12名参加
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を実
施
・生活習慣病予防のための保健指導研修会の開催
「データに基づいた地域保健活動の推進のために」
平成27年9月18日 32名参加
・生活習慣病予防のための保健指導研修会の開催
「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症の治療エッセンス」
平成27年11月11日 33名参加

医療機能を担う医療機関名等の情
12
報提供を推進

【保健行政室（江別保健所）】
・糖尿病公表医療機関 30機関
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・糖尿病公表医療機関 28機関

13 クリティカルパスの導入推進

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
38機関
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備

考

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２７年度実績）
市町村

道（保健所）
【保健行政室（江別保健所）】
・精神保健福祉家族学習会
・家族の集い
・高次脳機能障がい支援関係者研修会
・定例精神相談
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・高次脳機能障がいセミナー
・高次脳機能障がい家族交流会
・ひきこもり家族交流会
・定例精神相談

精神保健福祉センターなど関係機
14 関連携による研修・相談支援の充
実

入院患者の地域生活への移行・地
15
域定着の支援

16 自殺対策の推進
精
神
疾
患

17

18

備

2回
2回
1回
13回
1回
1回
4回
7回

【札幌市】
・ピアサポート活動等の活用により、長期入院者の退院へ向けた意欲を喚起し、地
域移行を促進する（「札幌市精神障がい者地域生活移行推進事業ピアサポーター活
用業務」として、基幹相談支援センターに業務を委託）
・札幌市自立支援協議会まちの課題整理プロジェクトチームのワーキンググループ
の一つとして「札幌市精神障がい者地域生活移行推進プロジェクト」を設置し、医
療と福祉の連携強化や情報共有等による支援体制の整備を図り、入院中の精神障が
い者の地域移行を推進

【保健行政室（江別保健所）】
・精神障がい地域移行研修会出席
・札幌圏域地域生活移行支援協議会出席
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・精神障がい地域移行研修会出席
・札幌圏域地域生活移行支援協議会出席

【札幌市】
・「札幌市自殺対策実務担当者意見交換会」の開催：2回 関係団体数：15団体
・市職員への自殺のサイン及び対応に関する研修：3回
【千歳市】
・うつスクリーニングの実施（若年層） 39歳の市民に実施 1,496人
・普及啓発として、こころの健康づくり講演会 １回362人
・広報の特集、パネル展示
・３歳児健診時にパンフレット配布 891人
・健診受診者に自己採点用うつスクリーニング票を配布 4,914人
・こころのケア講座（ゲートキーパー研修）１回65人
【恵庭市】
・自殺予防講演会の開催(平成27年11月18日、平成28年2月25日）
・自殺予防パネル展示(講演会と同日）
・図書館での啓発コーナー展示（平成27年11月2日～15日）
【北広島市】
・市民のためのこころの健康講座「不眠で気づく心の病気」開催（1回 61人）
・うつ病の予防に関する出前健康講座の実施（3回 59人）
【石狩市】
・ゲートキーパー養成講座の実施（平成28年1月28日 14人参加）
・自殺対策連絡会議の開催（平成28年2月29日 15機関、18名参加）
・広報、ホームページ、町内回覧等による周知啓発
【新篠津村】
・自殺予防講演会「心の健康を考えるつどい」 平成28年3月3日開催 参加52名

【保健行政室（江別保健所）】
・こころの健康と法律相談
1回
・自殺予防対策連絡会議開催
1回
・地域・職域連携推進連絡会江別部会で事業所におけるメンタルヘルス対
策の情報交換 平成28年3月9日 12名参加
・市町村自殺防止対策事業への協力
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・自殺未遂者支援担当者連絡会議
1回
・自殺予防の普及啓発(若年者向け）
1回

1回
1回
1回
1回

認知症疾患医療センターや精神科
救急医療体制の整備

【札幌市】
・精神科救急医療における診療情報のすみやかな確保とかかりつけ医の役割促進、 【保健行政室（江別保健所）】
通院患者のアドヒアランス向上等を目的として平成26年度に導入した「こころの安 ・認知症疾患医療センターに対する運営支援
心カード」の普及啓発、札幌市指定自立支援医療機関（精神通院医療）に対しカー ・江別・石狩地域認知症地域連携協議会の支援
ド台紙を交付するとともに、普及啓発用ポスター等を配付し、協力を依頼

乳幼児検診時における発達障害時
の早期発見

【千歳市】
・10か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診の問診票記載内容、保健師の問診に
おいてスクリーニングを実施
・必要時に発達相談実施
【北広島市】
・問診におけるスクリーニング（1歳6か月児健診や3歳児健診では発達面のスク
リーニング検査）を実施
・乳児健診の問診票にＭ－ＣＨＡＴの項目を参考に組み込む
・必要者に対し発達相談を実施
・1歳6か月児健診事後教室としてあそび教室を実施（3歳までを対象とする）
【石狩市】
・1歳6か月児・3歳児時健診で、保健師の問診時、問診票や児とのやり取りを通し
て、発達に関するスクリーニングを実施
・臨床発達心理士による個別の発達相談を実施
【当別町】
・問診におけるスクリーニング
・必要者に発達相談を実施

【千歳市】
【千歳医師会】
・在宅当番医による休日及び夜間の一次救急診療業務並びに
医療機関に対して在宅当番医制へ
19
・理事会・救急当番割当調整会議承認の上、外科系・内科系医療機関への 医師会に委託
の積極的に参加を促進
参画を要請
【石狩市】
・（一社）石狩医師会へ在宅当番医制運営事業を委託
4/7

当該調整業務を千歳

1回
7回

考

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

20

21

救
急
医
療
体
制

関係団体

医療機関に対し二次救急への積極
的な参加を促進

関係事業調査表（平成２７年度実績）
市町村

考

【保健行政室（江別保健所）】
・「救急医療懇談会」開催（江別医師会と共催）
市町村、消防本部、警察署、病院相互の情報共有と意見交換を実施
・救急救命士による気管挿管実習受入を医療機関に依頼 （江別：1病
院）
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・救急救命士の「気管内チューブによる気道確保」、「薬剤投与」に係る
実習受入医療機関に係る調査、メディカルコントロール検証医師に係る調
査の実施、体制整備の促進等に係る依頼
（気管内チューブによる気道確保実習受入意向医療機関：病院2施設)

メディカルコントロールに基づく
病院前救護体制の一層の充実

「救急安心センターさっぽろ」に
よる相談体制の充実

備

【保健行政室（江別保健所）】
・救急告示医療機関からの更新の申出に基づき、指定を更新
（病院2施設、有床診療所1施設）
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・救急告示医療機関からの更新の申出に基づき、指定を更新
（病院3施設）

【札幌市】
・参加医療機関への補助を実施
【千歳市】
・輪番制運営経費に対し補助金交付

【札幌市】
・ショッピングモールのトイレに啓発ステッカーを掲示
・出前講座で救急車等の適正利用を啓発
【千歳市】
【千歳医師会】
・市ホームページや広報誌、地域情報紙に適正利用の記事を掲載
・千歳市健康まつりで、救急医療の適正利用に関するパンフレット配布
・医者や保健師、看護師等が24時間・年中無休で相談に応ずる電話健康医療相談業
・救急医療フォーラム開催 平成28年3月5日 156名参加
務を委託により実施
救急医療機関や救急車の適切な利 テーマ：「高齢者の救急医療」
22
【北広島市】
用を啓発
「認知症になっても介護が必要になっても安心して生活するた
・ホームページやポスター等により救急車の適正利用について周知
めに」
・救急車の適正利用に関するステッカーを作成し、市内の公共施設や事業所などの
他4題
トイレ等に掲示
・「救急医療の受診心得」リーフレット作成（改訂版）
・育児交流会にて救急救命講座を実施し、救急車の適切な利用を啓発（1回）
【石狩市】
・市ホームページに救急車の適正利用について掲載（総務課危機管理担当）
・市広報に掲載「救急相談」（2ページ）

23

道（保健所）

【保健行政室（江別保健所）】
・｢江別市民救急医療教室｣開催(江別市､江別医師会と共催)
講演・実技指導などを通して救急医療に関する普及啓発を実施
参加市民約70人
・「救急の日」及び「救急医療週間」に関するポスターを市町村、病院等
に配布し掲示を依頼
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・千歳市健康まつりの開催に合わせ、ＡＥＤを使用した救急法等講習会
（千歳市救急法赤十字奉仕団及び千歳市と共催）を行うなど、救急医療に
関する普及啓発を実施
参加市民151名
・「救急の日」及び「救急医療週間」に関するポスターを各市、医療機関
等に配布し掲示を依頼

【札幌市】
・救急安心センターさっぽろの運営 参加自治体数：4市町村
【石狩市】
・平成27年9月9日の「救急の日」に合せ、市役所及び保健センター、消防庁舎に一
定期間「横断幕」の掲示と「のぼり」を配置
・市広報誌（毎月）や市ホームページを通じて、「救急安心センターさっぽろ」を
周知
【新篠津村】
・「救急安心センターさっぽろ」事業に参加

【千歳医師会】
・新千歳空港航空機事故消火救難医療総合訓練参加 平成27年9月17日
・千歳医師会災害医療支援マニュアルに基づく緊急連絡網訓練
【札幌歯科医師会】
医療救護活動のための連携体制を
24
・札幌歯科医師会災害時対策本部
随時確認
災
災害発生時には札幌歯科医師会会長を本部長とする「救援救済」「医療
害
救護」「情報収集」「警察歯科」を4本柱とした対策本部を設置し対応
医
平成27年度はその見直しを実施
療
体
制
災害拠点病院におけるEMISの活用
25
促進及びDMAT等の派遣体制の確保
26 一般病院におけるEMISの活用促進
27

市町村と連携し地区の実情に即し
た保健指導の実施

へ
き
地 28 へき地診療所への医師派遣等の支
援
医
療
体
制
へき地診療所と中核的な病院との
29
連携強化

《へき地診療所》
・石狩市浜益国保診療所
・あつた中央クリニック(石狩市)
・すこやかクリニック新篠津
・市立千歳市民病院支笏湖診療所
【保健行政室（江別保健所）】
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・へき地医療の現況を把握するため、厚生労働省の依頼により、へき地診
療所に対しへき地医療現況調査を実施
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

市町村

備

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関に対し、分娩に従事する産婦人科医及び助産師への補助金制度
について紹介し、これら産婦人科医や助産師の確保及び離職防止を支援
（1病院、2診療所に補助金交付）

小児医療を行う医療機関の維持確
保
【恵庭市】
・小児救急普及啓発事業の中で「こどもの救急」冊子を市医師会の監修のもと作成
小児救急電話相談についても記載し、乳児家庭全戸訪問の中で配布し周知
【北広島市】
・母子保健推進員が対象家庭へちらしを配布
・ホームページでの周知
・子育てガイドブックでの周知
【石狩市】
・子育てガイドブックやリーフレットを乳幼児健診時に配布
・市広報やホームページに掲載
【当別町】
・子育て支援センター作成「子育てガイドブック」へ掲載し、新生児訪問等での周
知を実施
・広報での周知

小
児
医
療
小児救急電話相談時用の積極的な
体 34 活用
制

【札幌薬剤師会】
中心となる医療機関、薬局、訪問
35
・薬剤師からの問い合わせ内容の精査とＱ＆Ａ集作成
看護STの整備促進
・在宅受け入れ薬局リストの調査回収、ホームページの更新

36 拠点を市町村として検討

【保健行政室（江別保健所）】
【札幌市】
・訪問看護ステーションの新規指定 4事業所
・在宅医療の推進に向けた方針や取組内容を検討する会議として、札幌市在宅医療 【千歳地域保健室（千歳保健所）】
推進会議の設置・運営（開催状況：2回）
・道央地区在宅緩和ケアネットワーク研究会・幹事会への出席
・訪問看護ステーションの新規指定 4事業所

【札幌薬剤師会】
・在宅受け入れ薬局リストを保健所と協働で調査
・市・区毎に担当委員を設置
・札幌市 地域包括ケアシステムに対応した多職種連携・協働の推進会議
の参画
・札幌市在宅推進会議への参加

【札幌歯科医師会】
・札幌市高齢者口腔ケア研修事業
研修を通して医療・介護職員の口腔衛生に対する意識向上を図ることを
目的とし、札幌市と協働で実施
(1)医療・介護従事者等を対象とした講演会
「認知症の人の食べる力を引き出す支援」
平成27年10月15日 194名参加
(2)事業所等に従事し、要支援・要介護者の介護・看護等に携わる方を対
象に講演と口腔ケアに関する実習を行う（介護・口腔ケアセミナー実習
編）
口腔機能の維持や専門的な口腔ケ
38
「口腔ケアの仕組みと実際」
アの充実
平成27年11月13日、12月9日 計81名参加
(3)介護保険施設職員等を対象とし、その施設を訪問して講演と口腔ケア
に関する実習を行う（介護・口腔ケアセミナー出張編）
「口腔ケアの仕組みと実際」
平成27年12月4日、平成28年3月2日 計42名参加
(4)一般高齢者やその家族等を対象とした口腔ケアの重要性についての講
話（歯科健康講話）
計13回開催 合計459名参加
【千歳歯科医師会】
・歯科医師会員に講演会を実施

1回

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・千歳地域在宅医療多職種連携協議会における、各市の地域包括ケアシステム
への取り組みについて協議(平成28年9月8日)

【札幌薬剤師会】
・地域ケア連絡会への参加・各薬局への周知
・ケアカフェの開催（札幌市西区）
退院支援から看取りまで多職種に ・多職種検討会議（札幌市白石区・中央区）
37
よる連携体制の検討
【北海道看護協会】
・保健師・看護師のコーディネート力向上－地域包括ケアシステム構築を
推進するために－研修会
平成27年5月29日～30日 受講者86名

在
宅

道（保健所）

【千歳市】
・養育支援連絡システムによる医療機関との連携した支援を実施
【北広島市】
・養育支援連絡システムによる支援（医療機関との連携）

総合周産期母子医療センターによ
30 る産科医の医療連携体制の構築や
周
医療技術向上の促進
産
期
医 31 医療機関等による助産師外来開設
に向けた連携
療
体
制
周産期母子医療センターの整備及
32
び人材確保の連携

33

関係事業調査表（平成２７年度実績）

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・北広島市多職種連携会議出席 2回

【札幌市】
・医療、介護職員に対する口腔ケア研修会（講演や実習等）及び一般高齢者に対す
る講習会の開催
開催回数：8回 （委託先：一般社団法人札幌歯科医師会）
【恵庭市】
・口腔機能向上教室の開催(4回）
・歯科口腔保健普及啓発事業
講演会(平成27年11月6日)、歯科医師健口教室(3回)
【石狩市】
・障がい者（児）の口腔ケア相談
2回実施 49人参加
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【保健行政室（江別保健所）】
・障がい児（者）歯科保健医療連携推進事業の実施
施設に通所している障がい者に対する歯科検診等の実施により、かかり
つけ歯科医の確保や定期受診につなげ、口腔ケアの向上を図る
1事業所 2回 延べ19名参加
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・要介護高齢者歯科保健対策推進事業の実施
介護老人保健施設における口腔ケア知識・技術の普及
1事業所 1回 3名参加
・障がい児（者）歯科保健医療連携推進事業の実施
施設に通所している障がい児（者）に対する歯科検診等の実施により、
かかりつけ歯科医の確保や定期受診につなげ、口腔ケアの向上を図る
1事業所 1回 15名参加

考

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
宅
医
療

主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２７年度実績）
市町村

道（保健所）

【保健行政室（江別保健所）】
・地域懇談会の開催支援
江別地域懇談会
1回
石狩地域懇談会
7回
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
【札幌市】
・千歳地域在宅医療多職種連携協議会研修（北広島市と共同企画・共催）
・新たに在宅医療の参入を目指す、または興味がある医師等を対象とした人材育成
講演「病院と地域をつなげる退院支援」
【千歳歯科医師会】
の研修を開催
講師：札幌医科大学附属病院医療連携センター
・千歳地域在宅医療多職種連携協議会に参加
開催状況：市内10区で計17回開催 延べ1,569名参加（委託先：一般社団法人札
平成27年10月15日 医療介護関係者158名参加
【札幌薬剤師会】
幌市医師会）
・多職種連携研修会企画打合せ会議（北広島市） 7回
・認知症サポーター養成講座（札幌市白石区、厚別区、清田区、豊平区）
多職種協働による在宅チーム医療
・在宅医療に取り組んでいる、または在宅医療への参入を目指す医師等を対象に、 ・千歳地域在宅医療多職種連携協議会研修（恵庭市と共同企画・共催）
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・薬剤師と地域包括支援センターとの関わり（白石包括支援センター第一
の研修や人材育成
実践的な内容の事例検討会・勉強会等を開催
講演「行政と医師会の協働による在宅医療の推進と医療介護連携」
～第三）
開催状況：市内10区で13回開催 延べ939名参加（委託先：一般社団法人札幌市
講師：東京大学高齢社会総合研究機構)
・研修会の開催（平成28年2月）
医師会）
平成27年12月3日 医療介護関係者175名参加
テーマ「薬剤師と訪問看護師との連携」
【千歳市】
・多職種連携研修会企画打合せ会議（恵庭市） 3回
「在宅における薬剤師とケアマネージャーの連携について」
・在宅医療及び介護関係者を対象とした在宅医療・介護連携に関する研修会を実施 ・千歳地域在宅医療多職種連携協議会研修（千歳市と共同企画し、各医師
参加者232名
会・歯科医師会・薬剤師会・千歳市と共催）
基調講演「いのちのバトンを受け取って」
講師：フォトジャーナリスト
シンポジウム「地域で最期を迎えるためには」
平成28年2月20日 医療介護関係者198名参加、
・多職種連携研修会企画打合せ会議（千歳市） 6回

【北海道看護協会】
・訪問看護等の機能強化にかかる意見交換会
訪問看護師の確保と質の向上及び
40
平成27年12月9日 9名出席
事業所のネットワーク化の推進
・訪問看護師養成講習会
平成27年5月13日～6月26日 受講者 33名
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【札幌市】
・訪問看護師の確保を目的とした人材育成研修を開催
開催状況：2回開催 延べ58名参加
【北広島市】
・訪問介護ステーション運営会議への参加（1事業所）

「お薬手帳」の普及及び薬剤管理 【札幌薬剤師会】
指導など、薬局の取り組みの充実 ・在宅訪問サービスについてのリーフレット・カードの作成・配布

【札幌歯科医師会】
・訪問歯科事業
訪問歯科診療を希望する方へ最寄りの「札幌歯科医師会訪問歯科事業協
力医」を紹介することで、患者さんはもとよりそのご家族と近隣歯科医師
かかりつけ(医師・歯科医師・薬 とのつながりを深めることで、地域に根ざした、いわゆる「かかりつけ歯
42 局)の普及啓発及び家庭看護知
科医師」の普及啓発に努めている
識・技術の普及
【千歳歯科医師会】
・千歳市、恵庭市、北広島市において受け入れ体制の整備
【札幌薬剤師会】
・在宅医療においての医療材料に関する研修会
平成28年1月30日、2月27日

【札幌市】
・かかりつけ歯科医・薬局の普及啓発
イベント配布用としてかかりつけ歯科医普及啓発ポケットティッシュ20,000個作
成 （協力：一般社団法人札幌歯科医師会）
札幌市内薬局（約800施設）掲出用としてかかりつけ薬局普及啓発ステッカー作
成・配布 （協力：一般社団法人札幌薬剤師会）
・市民が自らの意思で療養方法を選択する際に手引きとするためのガイドブックを
作製 発行部数：1,000部
・市民を対象とした在宅医療の講演会を開催 開催状況：2回開催、延べ424名参加
（委託先：一般社団法人札幌市医師会）
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【保健行政室（江別保健所）】
・「手をつなぐ訪問看護ETI１２」（訪問看護ステーション看護管理者の
交流検討会議(自主組織)）への運営支援
企画会議10回、管理者交流会1回、総会1回
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・在宅療養推進のための連携会議の開催(平成28年3月2日)
がん化学療法看護についての実践報告、意見交換を実施 11名出席

備

考

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

【札幌市医師会】
・乳がん・子宮がん検診普及啓発講演会
平成29年3月11日開催 参加者：63名
・乳がん・子宮がん検診普及啓発パンフレット作成
・乳がん・子宮がん検診についてオントナへ掲載
【北広島医師会】
・「救急の日」記念講演会
演題：腰痛のお話し～腰痛の原因、治療、対処法について
平成28年9月17日実施 参加者：約510名
1 普及啓発

関係事業調査表（平成２８年度実績）

市町村
【札幌市】
・企業・団体等との連携による普及啓発
（イベントの開催、普及啓発媒体の掲示等）

道（保健所）

【千歳市】
・企業と連携協定を結び、がん検診の普及啓発を実施
・ピンクリボンボランティアによる、ピンクリボン作成と健診時の乳が
ん検診の普及啓発活動を実施
・成人式会場で、子宮がん検診の普及啓発活動を実施
・啓発として幼稚園・保育園等に出向き健診受診勧奨
・3月の女性の健康週間でパネル展の実施
【恵庭市】
・がん予防普及啓発セミナー（平成29年2月25日（土）実施）
女医による乳がんについての講習会と北海道がんセンターによる相談
先紹介
女性のがん予防についてのパネル展（同日開催）
市HPで講演内容のダイジェスト版掲載
・広報で焦点掲載（レディース検診）
・市内高校生にがん予防について出前講座実施（平成28年6月）
・講演会、出前講座等健康教育時に普及啓発。保健センターカレンダー
やイベントに併せHPで情報発信

【札幌歯科医師会】
・口腔がん検診事業
毎年６月の「歯と口の健康週間事業」として開催される「さっぽろ
歯っぴいらんど」の一事業として「口腔がん検診」を平成20年度より実
施
【北広島市】
平成28年度は52名の参加
・市広報やホームページ、ポスター、健康カレンダー等による周知
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」でパンフレットの
【北海道栄養士会】
配布
・平成28年度秋期全道栄養士研修大会
・1歳6か月健診会場にて、子宮がん検診の周知
講演「がん予防など健康長寿のための食習慣」
平成28年10月開催
参加者：307名
【江別市】
・3歳児健診で来所している保護者（母親）に子宮頸がん検診について保
健師が個別に受診勧奨を実施
・子宮頸がん検診未受診者（おもに20代～30代）に健診受診勧奨および
自己採取HPV検査の個別勧奨を実施
・江別市ピンクリボン団体と共に、母の日にショッピングセンターで、
乳がん検診についてティッシュペーパーやチラシを配布する啓蒙普及活
動を実施

【保健行政室（江別保健所）】
・北海道がん対策基金の普及啓発（寄付金用飲料自動販売機の設置等）
・市町村、関係団体等へのがん検診受診勧奨に関する情報提供
・がんに関する知識の普及啓発
（がん出前講座の支援、パンフレット等の配布）
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する健診受診や健康作りに関する情報提供及び普及啓発を実
施
・がん教育出前講座
平成28年12月22日開催 参加者：108名

【札幌市】
・「さっぽろMU煙デー」啓発事業
北海道日本ハムファイターズオープン戦等各種イベント等で、パネル
展やリーフレットの配付を実施
・禁煙・完全分煙施設の登録
848件（このうち、平成28年度新規登録22件）
・子どもや妊婦の受動喫煙防止に重点を置いたポスター及びリーフレッ
トを作成し、公共施設、まちづくりパートナー協定企業へ配付を実施

が
ん

2 たばこ対策

【札幌薬剤師会】
・第18回北海道禁煙指導研究会 一般演題発表
題：薬剤師が関わる禁煙外来～禁煙補助薬のホンネとタテマエ～
平成28年11月12日
・第205回全国禁煙アドバイザー育成講習会参加（平成28年10月2日）
・全国一斉開催（10月17日～23日）「薬と健康の週間」行事の一環で、
各支
部が行う健康フェア等の催しにおいて、禁煙相談実施
・児童・生徒に対し、学校薬剤師が健康教育用実践教材を活用し、禁煙
教育を実施
・HPにおいて、禁煙教育を含む薬物乱用防止対策に関する内容を掲載
・学校薬剤師の資質向上を図るため、各種大会・研修会に参加協力し、
児童・生徒の禁煙教育に活用
・平成25年度環境・健康教育用実践教材を会員に配布、薬物乱用防止啓
発に取り組む
【北海道看護協会】
・「看護学生のたばこ対策」講習会

14校で実施

【千歳市】
・健診実施時に喫煙している方に対し、肺年齢チェッカーを用い、禁煙
指導、COPD普及啓発、禁煙外来の周知等を行い、禁煙意向のあった方に
は、再度電話で禁煙に対するフォローを実施
・妊娠届出時に、タバコの害・受動喫煙に関するパンフレットを配布
・世界禁煙デー、禁煙週間ポスターの公共機関、認定こども園等のポス
ター掲示、保健センターのパネル展の実施
・健康まつりで喫煙者に対するスモーカライザーを用いた禁煙指導
・総合保健センターに禁煙啓発コーナーを常設し情報発信を実施

【保健行政室（江別保健所）】
・禁煙週間による喫煙防止等の啓発
管内保育所・高校・市町村へ受動喫煙防止啓発ポスター、資料等の送
付
保健所ホームページで管内禁煙外来実施医療機関情報の提供
・「おいしい空気の施設」登録 継続87件・新規2件
・未成年者喫煙防止講座 2校 138名

【恵庭市】
・世界禁煙デーに併せ公共機関、地区会館にポスター掲示
・市HPにたばこ対策と市内禁煙治療の医療機関一覧の掲載
・妊娠届出時（妊婦対象）にタバコの害・受動喫煙防止に関するリーフ
レット配布

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・禁煙週間に禁煙パネル展の実施
平成28年5月31日～6月6日
・「おいしい空気の施設」登録 継続145件・新規2件
・事業所へ受動喫煙防止とCOPDの啓発パンフレットを送付

【北広島市】
・庁舎内ポスター掲示による禁煙外来・受動喫煙防止・SIDSの予防・世
界禁煙デー等の周知
・妊娠届出時（妊婦対象）にタバコの害・受動喫煙防止に関するリーフ
レットの配付
・出生届出時にSIDS予防に関するリーフレットの配布
・ホームページによる受動喫煙防止の啓発
【江別市】
・小中学生を対象に学校で禁煙予防教室を実施
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

道（保健所）

摘

要

3 がん登録の推進

がん診療連携拠点病院 8ヶ所
がん診療連携指定病院 12ヶ所
（このうち新規1ヶ所）
※平成29年4月1日現在

拠点病院、指定病院等の医療機関
4
連携

5

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・恵庭市包括ケア会議（在宅医療・介護連係）出席
・恵庭市医療と介護連係サービス連絡協議会出席

地域リハビリテーション医療連携
体制の強化

2回
5回

6 クリティカルパスの導入推進
【札幌市】
・道・保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を目
的とした普及啓発イベントを実施（平成29年2月5日）
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談、出前講座の実施
・健康づくり講演会時にパンフレット等で情報提供

特定健康診査・特定保健指導の周
7 知及びポピュレーションアプロー
チの推進
脳
卒
中

【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付
・個別の電話受診勧奨
・町内会回覧で特定健診の周知
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受
診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づく
りの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配付
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定検診受診のPR
ビデオの作成
・広報紙で特定健診の周知
・特定健診ニュースの発行
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に面談や家庭訪問等で保健指導を実施
・高血圧予防・メタボリックシンドロームに関する出前講座の実施
2回 30人
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話

【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び受
診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康作りに関する情報提供及び普及啓発を実
施
・栄養改善事業推進のための研修会の開催
「対象者へ適正なプランニングをするために」
平成29年2月28日 参加者：34名

【保健行政室（江別保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
14機関

地域リハビリテーション事業の連 【北海道看護協会】
8 携及びクリティカルパス導入の推 ・研修会「脳卒中患者・家族を支えるための地域連携の実際」
進
平成28年4月28日 参加者：42名

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
13機関
【札幌市】
・道・保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を目
的とした普及啓発イベントを実施（平成29年2月5日）
【千歳市】
・個別受診勧奨、電話 年間約6,000件
・市ホームページ、民間情報誌、市広報誌に健診取組や受診案内を掲載
・病院受診の検査結果を提出した方への保健指導や必要な専門医を紹介
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で指導の案内や
保健指導を実施
・育児相談や子ども関連の施設で、40歳未満の方の健康相談と健診の周
知
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

知

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

道（保健所）

【恵庭市】
・健康づくり講演会（あなたのハートが心配です）実施、市HPで講演会
集ダイジェスト版周知
【保健行政室（江別保健所）】
・広報でミニ特集掲載（心筋梗塞・狭心症についてと健診受診）
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び受
・結果説明会や健康づくり相談、出前講座の実施
診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施

急
性
心
筋
梗
塞

特定健康診査・特定保健指導の周
9 知及びポピュレーションアプロー
チの推進

【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付
・個別受診勧奨 電話
・町内会回覧で特定健診の周知
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受
診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づく
りの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配布
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診のPR
ビデオの作成
・広報紙で特定健診ニュースの発行
・ホームページで健診の案内、周知
・生活習慣病講演会を実施
テーマ：あなたの心臓が心配です
参加者：76人
・高コレステロール値の方を対象とした生活習慣病予防教室（講話、弁
当の試食、運動実技、個別相談）の実施
3日間1コース 2コース実施
・食事バランス・上手な健診の受け方の出前健康講座の実施
2回 34人
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を
実施
・栄養改善事業推進のための研修会の開催
「対象者へ適正なプランニングをするために」
平成29年2月28日 参加者：34名

【保健行政室（江別保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
3機関
10 クリティカルパスの導入推進
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
3機関
【札幌市】
・道・保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を目
的とした普及啓発イベントを実施（平成29年2月5日）
【千歳市】
・個別受診勧奨 電話 年間約6,000件
・市ホームページ、民間情報誌、市広報誌に健診取組や受診案内を掲載
・病院受診の検査結果を提出した方へ、保健指導や必要な専門医の紹介
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で、指導の案内
や保健指導を実施
・育児相談や子ども関連の施設で、40歳未満の方の健康相談と健診の周
知
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談出前講座の実施
・健康づくり講演会時にパンフレット等で情報提供
【北広島医師会】
特定健康診査・特定保健指導の周 ・生活習慣病予防講習会へ医師派遣
11 知及びポピュレーションアプロー テーマ：糖尿病の予防について～あなたの血糖値はどのくらいですか
チの推進
～
平成28年6月21日 参加者：51人

糖
尿
病

【北広島市】
・継続受診を促すため、最大過去5年間の経年データを送付
・個別受診勧奨 電話
・町内会回覧で特定健診の周知
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で特定健診の受診
勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づくり
の実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配付
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診のPR
ビデオの作成
・広報紙で特定健診の周知
・特定健診ニュースの発行
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で指導の案内や
保健指導を実施
・生活習慣病講演会を実施
テーマ：あなたの血糖値はどれくらいですか
参加者：51人
・食事に関する出前講座の実施
2回 41人参加
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話
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【保健行政室（江別保健所）】
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び受
診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
・生活習慣病予防のためのスキルアップ研修会開催
テーマ：「慢性腎臓病（CKD）患者の栄養管理・指導について」
平成29年2月1日開催
参加者：22名
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発を
実施
・栄養改善事業推進のための研修会の開催
テーマ：「対象者へ適正なプランニングをするために」
平成29年2月28日 参加者：34名

摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

12

関係団体

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

道（保健所）
【保健行政室（江別保健所）】
・糖尿病公表医療機関 38機関

医療機能を担う医療機関名等の情
報提供を推進

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・糖尿病公表医療機関 28機関

【保健行政室（江別保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
44機関
13 クリティカルパスの導入推進
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
41機関
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

精神保健福祉センターなど関係機
14 関連携による研修・相談支援の充
実

15

入院患者の地域生活への移行・地
域定着の支援

【札幌市】
・ピアサポート活動等の活用により、長期入院者の退院へ向けた意欲を
喚起し、地域移行を促進（「札幌市精神障がい者地域生活移行ピアサ
ポーター活用業務」として、基幹相談支援センターに業務を委託）
・札幌市自立支援協議会に「札幌市精神障がい者地域生活移行推進プロ
ジェクト」を設置し、医療と福祉の連携強化や情報共有等による支援体
制の整備を図り、入院中の精神障がい者の地域移行を推進

道（保健所）
【保健行政室（江別保健所）】
・精神保健福祉家族学習会
・高次脳機能障がい支援関係研修会
・定例精神相談

3回
1回
9回

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・高次脳機能障がい家族交流会
・ひきこもり家族交流会
・定例精神相談

1回
4回
8回

摘

【保健行政室（江別保健所）】
・精神障がい地域移行研修会出席
・地域移行エリア別研修会出席
・札幌圏域チーム会議

2回
1回
2回

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・札幌圏域地域生活移行相談支援協議会出席
・精神障がい者地域移行研修会参加
・地域移行推進に向けた打ち合わせ
・サービス担当者会議出席

1回
1回
2回
1回

【札幌市】
・「札幌市自殺対策実務担当者意見交換会」の開催：1回
関係団体数：15団体
・市職員への自殺のサイン及び対応に関する研修：5回
・「第3次札幌市自殺総合対策行動計画」策定準備のため、札幌市精神保
健福祉審議会に「自殺総合対策の在り方検討部会」を設置し、検討開始
回数：2回 関係団体数18団体

精
神
疾
患 16 自殺対策の推進

【千歳市】
・若年層対策としてうつスクリーニングの実施とフォローアップ（39歳
市民1,487人）及び集団検診でチェックリストを配付（4,243人）
・普及啓発として講演会1回（290人）、癒し講座1回（22人）、3歳児健
診時にパンフレット配布（907人）、集団検診受診者への「心の健康づく
りチェック表」の配付（4,243人）、自殺予防週間、自殺対策強化月間で
のポスター展の実施
・人材養成としてこころのケア講座（ゲートキーパー研修）
参加者：65名
【恵庭市】
・自殺予防講演会の開催（平成28年9月16日）
・自殺予防パネル展示（講演会と同日）
・自殺予防パネル展示（平成29年3月 図書館、JR島松駅、地区会館）
・自殺予防啓発ポスターの作成、掲示（平成29年3月）

【保健行政室（江別保健所）】
・自殺予防対策連絡会議開催
・市町村自殺防止対策事業への協力

2回
2回

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・自殺未遂者支援に係る研修会
1回
・自殺未遂者支援アウトリーチ事業
コンサルテーション 1回
・健康教育
2回
・市の自殺予防対策事業への協力
（情報提供・パネルの貸し出し、企業に対するメンタルヘルス対策への
技術支援）

【北広島市】
・市民のためのこころの健康講座開催
テーマ：大人の発達障害とこころの病気
1回 参加者：112人

17

【保健行政室（江別保健所）】
・認知症疾患医療センターに対する運営支援
・江別・石狩地域認知症地域連携協議会の支援

認知症疾患医療センターや精神科
救急医療体制の整備

【千歳市】
・10か月時健診、1歳6か月時健診、3歳児健診の問診票記載内容、保健師
の問診においてスクリーニングを実施
・必要時に発達相談実施
18

乳幼児検診時における発達障害時
の早期発見

【北広島市】
・問診におけるスクリーニング（1歳6か月健診や3歳児健診では発達面の
スクリーニング検査）実施
・乳児健診の問診票にM-CHATの項目を参考に組み込む
・必要者に対し発達相談を実施
・1歳6か月健診事後教室としてあそび教室を実施（3歳までを対象とす
る）
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1回
2回

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

19

20

関係団体

【千歳医師会】
医療機関に対して在宅当番医制へ
・理事会・救急当番割り当て調整会議承認の上、外科系・内科系医療機
の積極的な参加を促進
関へ参加を要請

医療機関に対し二次救急への積極
的な参加を促進

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

道（保健所）

【千歳市】
・在宅当番医による休日及び夜間の一次救急診療業務並びに当該調整業
務を千歳医師会に委託
【石狩市】
・在宅当番医制運営経費に対し支援

【保健行政室（江別保健所）】
・救急告示医療機関からの更新の申出に基づき、指定を更新
（病院2施設、有床診療所2施設）

【札幌市】
・産科医療機関への補助を実施
【千歳市】
・輪番制運営経費に対し補助金交付

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・救急告示医療機関からの更新の申し出に基づき、指定を更新
（病院2施設）
【保健行政室（江別保健所）】
・「救急医療懇談会」開催（江別医師会と共催）
市町村、消防本部、警察署、病院相互の情報共有と意見交換を実施

21
救
急
医
療
体
制

メディカルコントロールに基づく
病院前救護体制の一層の充実

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・救急救命士の「気管内チューブによる気道確保」、「薬剤投与」に係
る実習受入機関に係る調査、メディカルコントロール検証医師に係る依
頼
（気管内チューブによる気道確保実習受入以降医療機関：病院3施設）
【札幌市】
・ショッピングモールのトイレに啓発ステッカーを掲示
・出前講座で救急車等の適正利用を啓発

【千歳医師会】
・千歳市健康まつり
救急医療の適正利用に関するパンフレット配布
救急医療機関や救急車の適切な利 平成28年9月10日
22
用を啓発
・救急医療フォーラム開催
テーマ：「女性と子供の一大事」「妊婦さんの救急疾患」他3題
平成28年10月29日 参加者：99名
・「救急医療の受診心得」リーフレット配布

23

「救急安心センターさっぽろ」に
よる相談体制の充実

【千歳市】
・市ホームページや広報誌等に適正利用の記事を掲載
・看護師・保健師・医師等が24時間・年中無休で相談に応ずる電話医療
相談業務を委託により実施

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・千歳市健康まつりの開催に合わせ、AEDを使用した救急法講習会
【北広島市】
（千歳市救急法赤十字奉仕団及び千歳市と共催）を行うなど、救急医療
・ホームページやポスター等により救急車の適正利用について周知
に関する普及啓発を実施
・救急車の適正利用に関するステッカーを作成し、市内の公共施設や事
参加市民：200名
業所などのトイレ等に掲示
・「救急の日」に関するポスターを各市、医療機関等に配付し、掲示を
・育児交流会にて救急救命講座を実施し、救急車の適切な利用を啓発 1
依頼
回
【札幌市】
・救急安心センターさっぽろの運営
参加自治体数：5市町村
【石狩市】
・「救急安心センターさっぽろ」事業に参加

【千歳医師会】
・新千歳空港航空機事故消化救難医療部分訓練参加
平成28年9月29日
・千歳医師会災害医療支援マニュアルに基づく緊急連絡網訓練
災 24 医療救護活動のための連携体制を 平成28年9月29日
随時確認
害
【札幌歯科医師会】
医
・札幌歯科医師会災害時対策本部
療
災害発生時には札幌歯科医師会会長を本部長とする「救援救済」「医
体
療救護」「情報収集」「警察歯科」を4本柱とした対策本部を設置し対応
制
25

災害拠点病院におけるEMISの活用
促進及びDMAT等の派遣体制の確保

26 一般病院におけるEMISの活用促進
27

【保健行政室（江別保健所）】
・｢江別市民救急医療教室｣開催(江別市､江別医師会と共催)
講演・実技指導などを通して救急医療に関する普及啓発を実施
参加市民約50人
・「救急の日」及び「救急医療週間」に関するポスターを市町村、病院
等に配布し掲示を依頼

市町村と連携し地区の実情に即し
た保健指導の実施
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

へ
へき地診療所への医師派遣等の支
き
28
援
地
医
療
体
制
へき地診療所と中核的な病院との
29
連携強化

総合周産期母子医療センターによ
30 る産科医の医療連携体制の構築や
医療技術向上の促進

周
産
期
医 31 医療機関等による助産師外来開設
に向けた連携
療
体
制
周産期母子医療センターの整備及
32
び人材確保の連携

33

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

道（保健所）

摘

《へき地診療所》
・石狩市浜益国保診療所
・あつた中央クリニック(石狩市)
・すこやかクリニック新篠津
・市立千歳市民病院支笏湖診療所

【石狩市】
・石狩市厚田区内唯一の医療機関に対し拠出金（運営・施設管理）によ
る支援

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・へき地医療の現況を把握するため、厚生労働省の依頼により、へき地
診療所に対しへき地医療現況調査を実施

【千歳市】
・養育支援連絡システムによる医療機関との連携した支援を実施
【北広島市】
・養育支援連絡システムによる支援（医療機関との連携）

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関に対し、分娩に従事する産婦人科医及び助産師への補助金制
度について紹介し、これら産婦人科医や助産師の確保及び離職防止を支
援（1病院、2診療所に補助金交付）

小児医療を行う医療機関の維持確
保

小
児
医
療
小児救急電話相談時用の積極的な
体 34 活用
制

【恵庭市】
・小児救急普及啓発事業の中で「こどもの救急」冊子を市医師会の監修
のもと作成、小児救急電話相談についても記載し、乳児家庭全戸訪問の
中で配布し周知
【北広島市】
・母子保健推進員が対象家庭へチラシを配付
・ホームページでの周知
・子育てガイドブックでの周知
【石狩市】
・広報いしかりに掲載（毎月）

【札幌市医師会】
中心となる医療機関、薬局、訪問 ・主治医、副主治医システムの構築
35
看護STの整備促進
在宅医療を行う医師のグループ化を形成し、学会出張等で不在にする
際の主治医の支援を行う

36 拠点を市町村として検討

37

退院支援から看取りまで多職種に
よる連携体制の検討

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・道央地区在宅緩和ケアネットワーク研究会・幹事会への出席
・訪問看護ステーションの新規指定 3事業所

1回

【札幌市】
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・在宅医療の推進に向けた方針や取組内容を検討する会議として、札幌
・千歳地域在宅医療他職種連携協議会における、各市の地域包括ケアシ
市在宅医療推進会議の設置・運営
ステムへの取り組みについて協議（平成28年9月8日）
開催状況：1回
【札幌市】
・主治医・副主事医・後方支援医療機関等で構成されたグループ診療体
制を各区で構築し、患者の急変時に主治医が都合により対応できない場
合、代わりに副主治医が対応できる体制を整備
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
委託先：一般社団法人札幌市医師会
・北広島市在宅医療介護連携推進協議会出席
【恵庭市】
・関係職員向け研修会の開催(講演とグループワーク)
講演「スムーズな在宅医療・介護連携をつくる」
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要

5回

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

【札幌歯科医師会】
・札幌市高齢者口腔ケア研修事業
研修を通して医療・介護職員の口腔衛生に対する意識向上を図ること
を目的とし、札幌市と協働で実施
(1)医療・介護従事者等を対象とした講演会
「認知症とお口のトラブル～楽しく美味しく安全に食べる為に～」
平成28年10月18日 183名参加
(2)事業所等に従事し、要支援・要介護者の介護・看護等に携わる方を対
象に講演と口腔ケアに関する実習を行う（介護・口腔ケアセミナー実習
口腔機能の維持や専門的な口腔ケ
38
編）
アの充実
「口腔ケアの仕組みと実際」
平成28年12月7日 36名参加
(3)介護保険施設職員等を対象とし、その施設を訪問して講演と口腔ケア
に関する実習を行う（介護・口腔ケアセミナー出張編）
「口腔ケアの仕組みと実際」
平成29年3月3日、平成29年3月8日、平成29年3月21日 計45名参加
(4)一般高齢者やその家族等を対象とした口腔ケアの重要性についての講
話（歯科健康講話）
計10回開催 合計504名参加

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

道（保健所）

【保健行政室（江別保健所）】
・障がい者（児）歯科保健医療連携推進事業
就労継続支援（B型）施設に通所する障がい者の方を対象に歯科検診等
【札幌市】
の実施により、かかりつけ歯科医の確保や定期検診につなげ、口腔ケア
・医療、介護職員に対する口腔ケア研修会（講演や実習等）及び一般高
の向上を図る
齢者に対する講習会の開催
1事業所 10名
開催回数：8回 委託先：一般社団法人札幌歯科医師会
・訪問歯科医療を担う歯科医師を確保するための研修会の開催
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
開催回数：1回 委託先：一般社団法人札幌歯科医師会
・要介護高齢者歯科保健対策推進事業
介護老人保健施設における口腔ケア知識・技術の普及
【恵庭市】
1事業所 3名
・口腔機能向上教室の開催（4期 12日間）
・障がい者（児）歯科保健医療連携推進事業
・歯科口腔保険普及啓発事業
施設に入所している障がい者（児）の方に対する歯科検診等の実施に
歯科医師健口教室
4回
より、かかりつけ歯科医の確保や定期受診につなげ、口腔ケアの向上を
図る
1事業所 15名

【札幌市医師会】
・在宅医同行研修の実施
新たに在宅医療参入を目指す、また興味がある医師を対象に、在宅医
療を実施している医師の訪問診療に同行する研修を実施
・在宅医療に関する研修会の実施
札幌市医師会2回、各支部28回
【札幌歯科医師会】
・札幌市在宅医療を担う歯科医師の人材育成業務
新たに在宅医療の参入を目指す、または、興味がある医師等を対象と
した人材育成の研修会を札幌市からの委託により開催。
【札幌市】
「在宅歯科医療を始めるにあたって、知っておきたいこと」
・新たに在宅医療の参入を目指す、または、興味がある医師等を対象と
「在宅歯科医療の実際」
した人材育成の研修を開催
平成28年10月1日
57名参加
開催状況
各区を対象とした研修を計11回開催、延べ899名参加
【札幌薬剤師会】
市内全域を対象とした研修を計3回開催、延べ175名参加
・ケア連絡会への参加
在
委託先：一般社団法人札幌市医師会
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
中央区7回、北区2回、東区18回、白石区11回他、計103回参加
宅
多職種協働による在宅チーム医療
・在宅医療に取り組んでいる、又は在宅医療への参入を目指す医師等を ・コミュニケーション支援研修会の開催
・ケアカフェの開催
医 39
の研修や人材育成
対象に、実践的な内容の事例検討会・勉強会等を開催
講演、事例報告、意思伝達支援機器体験
平成28年10月25日 西区
療
開催状況：市内10区で18回開催、延べ1,781名参加
平成28年7月30日
出席者：37名
委託先 ：一般社団法人札幌市医師会
【北海道看護協会】
・「地域包括ケアシステムの構築の推進に向けた取り組み」シンポジウ
【千歳市】
ム（四師会共催）
・在宅医療及び介護関係者を対象とした在宅医療・介護連携に関する研
第3回 8月7日
修会等を実施
第4回 11月19日
33回 延べ1,410名参加
（第1回、2回は昨年度）
【北海道栄養士会】
・在宅訪問栄養食事指導研修（全4回）の開催
医師・ケアマネ・管理栄養士の立場から 他
各回参加80名前後
・平成28年度春期研修会（地域活動栄養士協議会）
「在宅訪問栄養指導の現状」
保険制度と訪問の流れ、実際の指導内容と他職種連携について、症例
を通して研修を開催（6月） 参加：40名

【北海道看護協会】
・「訪問看護師養成講習会」
平成28年5月11日～6月22日 受講33名 修了33名
訪問看護師の確保と質の向上及び ・「訪問看護実践発表会」
40
事業所のネットワーク化の推進
平成29年1月21日 参加：237名（PT 1名、OT 2名含む）
・研修
「訪問看護入門1」 7月 8日～ 9日 受講19名
「訪問看護入門2」12月16日～17日 受講15名

【札幌市】
・訪問看護師の確保を目的とした人材育成研修を開催
開催状況：3回開催、延べ58名参加
【北広島市】
・訪問介護ステーション運営会議への参加（1事業所）
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【保健行政室（江別保健所）】
・「手をつなぐ訪問看護ETI１３」（訪問看護ステーション看護管理者の
交流検討会議(自主組織)）への運営支援
企画会議6回、管理者交流会1回、総会1回
・石狩市内医療機関看護管理者と訪問看護管理者との意見交換会 3回
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・地域看護職員研修会開催
摂食嚥下障がい看護についての講義、演習
平成29年3月6日 20名出席

摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

【札幌薬剤師会】
・市民に対しかかりつけ薬剤師、お薬手帳の普及啓発
「お薬手帳」の普及及び薬剤管理
41
平成28年10月16日 札幌地下街オーロラタウン
指導など、薬局の取り組みの充実
・「くすりとくらしの健康教室」開催
一般市民に対し、全市で30回以上開催

関係事業調査表（平成２８年度実績）
市町村

【札幌市】
・訪問薬剤管理指導等を担う薬剤師を育成するための研修の開催
開催状況：1回 130名参加
委託先 ：一般社団法人札幌薬剤師会

【札幌市医師会】
・かかりつけ医認知症対応力向上研修会の実施
・認知症サポート医、かかりつけ医フォローアップ研修の実施
札幌市医師会主催
【札幌歯科医師会】
・訪問歯科事業
訪問歯科診療を希望する方へ最寄りの「札幌歯科医師会訪問歯科事業
かかりつけ(医師・歯科医師・薬
協力医」を紹介することで、患者さんはもとよりそのご家族と近隣歯科
42 局)の普及啓発及び家庭看護知
医師とのつながりを深めることで、地域に根ざした、いわゆる「かかり
識・技術の普及
つけ歯科医師」の普及啓発に努めている
・事業所歯科健診事業(札幌近郊対象)
【札幌薬剤師会】
・市民に対しかかりつけ薬剤師、お薬手帳の普及啓発
平成28年10月16日 札幌地下街オーロラタウン
・HPで在宅医療受入可能薬局の掲示のリニューアル終了
・「あなたの街の薬剤師」のパンフレットを作成、市民に配布

【札幌市】
・かかりつけ医・歯科医・薬剤師の役割や関わり方の理解を深めるため
のハンドブックを作成
配布部数：約7,600部
・市民が自らの意思で療養方法を選択する際に手引きとするためのハン
ドブックを作成
配布部数：約6,600部
・市民を対象とした在宅医療の講演会を開催
開催状況：2回開催 延べ399名参加
委託先 ：一般社団法人札幌市医師会
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道（保健所）

摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

【札幌市】
・企業・団体等と連携した実行委員会形式による普及啓発
・がん対策に関する事業所向け講演会の開催
・テレビ、ラジオ、地下鉄掲示板、フェイスブックによる啓発
・関係庁舎等へのポスター掲示

1 普及啓発

【江別市】
・3歳児健診で来所している保護者（母親）に子宮頸がん検診について
保健師が個別に受診勧奨を実施
・子宮頸がん検診未受診者（おもに20代～30代）に健診受診勧奨及び
【札幌市医師会】
自己採取HPV検査の個別勧奨を実施
・乳がん・子宮がん検診普及啓発イベント
・江別市ピンクリボン団体と共に、母の日にショッピングセンターで、
平成30年2月28日(水) 参加者：51名
乳がん検診についてティッシュペーパーやチラシを配布する啓蒙普及 【保健行政室（江別保健所）】
・乳がん・子宮がん検診普及啓発パンフレット作成
活動を実施
・北海道がん対策基金の普及啓発（寄付金用飲料自動販売機の設置等）
・市町村、関係団体等へのがん検診受診勧奨に関する情報提供
【札幌歯科医師会】
【千歳市】
・がんに関する知識の普及啓発（パンフレット等の配付）
・口腔がん検診事業
・企業と連携協定を結び、がん検診の普及啓発を実施
・がん教育出前講座(H29.11.17：146名)
毎年６月の「歯と口の健康週間事業」として開催される「さっぽろ
・ピンクリボンボランティアによる、ピンクリボン作成と健診時の
（H29.11.27： 7名）
歯っぴいらんど」の一事業として「口腔がん検診」を平成20年度より実
乳がん検診の普及啓発活動を実施
（H29.11.28： 7名）
施
・成人式会場で、子宮がん検診の普及啓発活動を実施
（H29.12. 6：100名）
平成29年度は57名の参加
（H30. 1.25： 49名）
【恵庭市】
（H30. 2. 7： 55名）
【札幌薬剤師会】
・恵庭市健康カレンダー、ＨＰ、地域情報誌、町内会回覧、市公式
・北海道薬剤師会主催「薬物乱用防止キャンペーンINサッポロ」
facebookでのがん検診普及のための情報発信。公共施設でのポス
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
サッポロファクトリーで共催協力
ター掲示
・各市に対する検診受診や健康づくりに関する情報提供及び普及啓発
平成29年9月24日
・乳幼児健診にて保護者に啓発チラシを配布、国保便りにて検診の案内
を実施
・オーロラタウンにおいて、薬とくらしの週間事業
・がん予防道民大会での普及啓発パネル展示
・がん教育出前講座（H29.11.29：65名）
クイズ＆パネル展を開催
（H29.12. 5: 49名）
平成29年10月22日
【北広島市】
・札幌市内10件、江別市、北広島市、千歳市の健康フェアに参加
・市広報やホームページ、ポスター、健康カレンダー等による周知
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」でパンフレットの
配布
・1歳6か月児健診会場にて、子宮がん検診の周知
・女性のがんについて出前講座の実施（9人）
【当別町】
・健診だより（健診日程表）の配布やホームページ、広報による周知の
ほか、イベント開催時にがん予防に関するポスターやパネルの掲示
・健康福祉出前講座、セミナーによる普及啓発
・特定の年齢の対象者にがん検診受診勧奨通知の送付
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

摘

要

【札幌市】
・「さっぽろMU煙デー」啓発事業
北海道日本ハムファイターズオープン戦等各種イベント等で、パネル
展
やリーフレットの配布を実施。
・禁煙・完全分煙施設の登録
827件（うちH29年度新規登録37件）
・札幌市おもてない委員会で作成した、喫煙・禁煙環境を明示したステ
ッカーの配布。
・子どもや妊婦の受動喫煙防止に重点を置いた、リーフレットを作成
・禁煙外来受診促進事業
子育て世帯を対象に、禁煙外来モニターを募集し受診費用を最大1万円
助成。モニターのアンケート、体験談を普及啓発に活用。
登録申請者：86名 交付申請者：30名

が
ん

【江別市】
・小中学生を対象に学校で禁煙予防教室を実施
・世界禁煙デーにあわせた普及啓発（ポスター掲示、市役所自動
販売機に啓発文表示）
・妊娠届出時に喫煙している妊婦に対し、禁煙指導を実施する他受動
喫煙の害に関するリーフレットを配布
・４か月児健診案内送付時に禁煙外来の情報を含めた禁煙のメリット
に関するチラシを同封
・成人のつどい参加者に喫煙の害と禁煙外来の情報を含めたチラシ
を配布

2 たばこ対策

【札幌薬剤師会】
・児童、生徒に対し、学校薬剤師が健康教育実践教材
（学校薬剤師会作成）で小中学校で禁煙教室開催
・11月に禁煙フォーラムに参加し、紀伊國屋書店テラスにて
当会会員が禁煙指導教室を一般市民に向け開催
【北海道看護協会】
・「看護学生のたばこ対策」講習会

札幌圏域５校で実施

【千歳市】
・世界禁煙デー、禁煙週間：「受動喫煙のない社会を目指して」
ロゴマーク、ポスターの公共機関、認定こども園等の掲示、
保健センターのパネル展の実施
・がん協定で禁煙対策を実施している事業所に対してのロゴマーク
の貼付と普及啓発ポスターの展示
・健康まつりで喫煙者に対するスモーカライザーを用いた禁煙指導
・総合保健センターに禁煙啓発コーナーを常設し情報発信を実施
・妊娠届出時に、タバコの害・受動喫煙に関するパンフレットを配布
・健診実施時に喫煙している方に対し、肺年齢チェッカーを用い、禁煙
指導、COPD普及啓発、禁煙外来の周知等を行い、禁煙意向のあった方
には、再度電話で禁煙に対するフォローを実施

【保健行政室（江別保健所）】
・禁煙習慣による普及啓発
管内保健所・高校・市町村へ受動喫煙防止啓発ポスター、資料等の送
付
保健所ホームページで館内禁煙外来実施医療機関情報の共有
たばこによる健康被害に関する記事の掲載
・「おいしい空気の施設」登録 継続87件（新規2件）
・未成年者喫煙防止講座 1校 138名
・管内大学へ禁煙支援グッズの貸出 1校
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・禁煙週間に禁煙パネル展の実施（H29.5.31～6.6）
・「おいしい空気の店」登録店147件
・事業所へ受動喫煙防止とCOPDの啓発パンフレット送付

【恵庭市】
・世界禁煙デーに併せ公共機関、地区会館にポスター掲示
・市HPにたばこ対策と市内禁煙治療の医療機関一覧の掲載
・妊娠届出時（妊婦対象）にタバコの害・受動喫煙防止に関するリーフ
レット配布
【北広島市】
・庁舎内デジタルサイネージ掲示による受動喫煙防止・SIDSの予防・
世界禁煙デー等の周知
・妊娠届出時（妊婦対象）にたばこの害・受動喫煙防止に関するリーフ
レットの配布
・出生届出時にSIDS予防に関するリーフレットの配布
・ホームページによる受動喫煙防止の啓発
【石狩市】
・禁煙週間に併せ、市内の公共施設でポスターの掲示や啓発資料の
配布スペースを設置
【当別町】
・世界禁煙デー、禁煙週間に公共機関に禁煙ポスターを掲示
3 がん登録の推進

4

拠点病院、指定病院等の医療機関
連携

5

地域リハビリテーション医療連携
体制の強化

【札幌市】
・働く世代のがん患者への支援事業
当該事業では、職業安定所と連携し、がん患者の希望と治療等の状況
に応じ就労支援を行うこととしているが、相談窓口を札幌市内のがん
診療連携拠点病院及び北海道がん診療連携指定病院に拡充した。

2 / 12

がん診療連携拠点病院
がん診療連携指定病院
※平成29年4月1日現在

8ヶ所
12ヶ所

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

【札幌市】
・道、保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を
目的とした普及啓発イベントを実施
平成30年2月10日
・地下鉄車両の窓にPRステッカーを掲示
・地下鉄駅掲示板・公衆浴場・実施医療機関等でPRポスターを掲示
【江別市】
・お知らせ文送付、ホームページ・広報で周知
・電話勧奨、ちらし啓発、訪問勧奨
・出前講座、結果説明会
・自治会単位の取りまとめへの補助金交付
・血圧教室、食講座の実施
・健診終了後、対象者への電話や手紙の送付

【札幌薬剤師会】
・北海道薬剤師国民健康保険組合を通じ、特定健診の受診促進

脳
卒
中

特定健康診査・特定保健指導の周
7 知及びポピュレーションアプロー
【北海道看護協会】
チの推進
・「特定健診・特定保健指導従事者育成研修」
平成29年10月24日（受講者 27名）

【千歳市】
・計画的に特定健診の周知(定期的な広報・広報号外に健診案内
配布・健診ガイド作成し配布・民間情報誌・ホームページ）
・国保特定健診対象者に年間３回健診の日程表を個別通知
個別の電話受診勧奨 年6,000人
40歳未満の国保対象者に健診案内送付
・訪問や電話等で特定保健指導や、対象外でもハイリスクの方には
訪問や電話で保健指導を実施
【保健行政室（江別保健所）】
・特定健診受診勧奨ポスターを指定医療機関12か所に配布し、提示協力
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び
受診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
【恵庭市】
・結果説明会や健康づくり相談、市内団体への出前講座の実施
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・健康づくり講演会時にパンフレット等で情報提供
・生活習慣病予防対策推進のための研修会開催
・健診受診者のうち、発症予防・重症化予防対象者には過去の健診
H29.12.25 32名
データを併せて同封し、保健指導の勧奨を行う
講義「特定健診受診率向上のために」
・保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定に係る意見交換会開
【北広島市】
催
・継続受診を促すため、対象者別リーフレットを送付
H30.2.19
6名
計画報告、意見交換
・個別の電話受診勧奨
・管理栄養士・栄養士のためのセミナー
・町内会回覧で特定健診の周知
「新しい食品表示制度について」
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の受
H30.2.27：68名参加
診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康づく
りの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配布
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診のＰ
Ｒ
ビデオ
・広報紙で特定健診の周知
・特定健診ニュースの発行
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に面談や家庭訪問等で保健指導を実施
・高血圧予防・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑに関する出前講座の実施（2回46人）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話
・「NO（脳）卒中予防について」をテーマに生活習慣病予防講演会を
実施（37人）
【当別町】
・電話、訪問等による個別電話勧奨や、特定健診の受診状況に合わせて
科学的根拠に基づいた健診勧奨リーフレットの送付
・健診受診後に健診結果説明会を案内。欠席者等に訪問、来所、郵送、
電話等で保健指導を実施。また、特定保健指導対象者に生活習慣病
予防を目的とした登記夜間の運動サポート教室を案内。
・保健推進員、民生委員等による地域住民へ健診チラシを回覧する等、
健診勧奨を実施。

地域リハビリテーション事業の連
8 携及びクリティカルパス導入の推
進

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
13機関
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

【札幌市】
・道、保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を
目的とした普及啓発イベントを実施
平成30年2月10日
・地下鉄車両の窓にPRステッカーを掲示
・地下鉄駅掲示板・公衆浴場・実施医療機関等でPRポスターを掲示
【江別市】
・お知らせ文送付、ホームページ・広報で周知
・電話勧奨、ちらし啓発、訪問勧奨
・出前講座、結果説明会
・自治会単位の取りまとめへの補助金交付
・食講座の実施
・健診終了後、対象者への電話や手紙の送付
【千歳市】
・計画的に特定健診の周知(定期的な広報・広報号外に健診案内
配布・健診ガイド作成し配布・民間情報誌・ホームページ）
・国保特定健診対象者に年間３回健診の日程表を個別通知
個別の電話受診勧奨 年6,000人
40歳未満の国保対象者に健診案内送付
・訪問や電話等で特定保健指導や、対象外でもハイリスクの方には
【保健行政室（江別保健所）】
訪問や電話で保健指導を実施
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び
・特定健診受診勧奨ポスターを指定医療機関12か所に配布し、提示協力
受診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施

急
性
心
筋
梗
塞

【北海道看護協会】
特定健康診査・特定保健指導の周
・「特定健診・特定保健指導従事者育成研修」
9 知及びポピュレーションアプロー
平成29年10月24日（受講者 27名）
チの推進
※上記７番と同じ

【恵庭市】
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・健康づくり講演会（血管を守る生活のポイント）実施、市HPで講演会 ・生活習慣病予防対策推進のための研修会開催
集ダイジェスト版周知。
H29.12.25 32名
講義「特定健診受診率向上のために」
【北広島市】
・保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定に係る意見交換会開
・継続受診を促すため、対象者別リーフレットを送付
催
・個別受診勧奨 電話
H30.2.19
6名
計画報告、意見交換
・町内会回覧で特定健診の周知
・管理栄養士・栄養士のためのセミナー
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の
「新しい食品表示制度について」
受診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康
H30.2.27：68名参加
づくりの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配布
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診の
ＰＲビデオ
・広報紙で特定健診の周知
・特定健診ニュースの発行
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に面談や家庭訪問で保健指導を実施
・高コレステロール値の方を対象とした生活習慣病予防教室（講話、
弁当の試食、運動実技、個別相談）の実施（3日間1コースを2コース）
・高脂血症についての出前健康講座の実施（22人）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等に
ついて講話
【当別町】
・電話、訪問等による個別電話勧奨や、特定健診の受診状況に合わせて
科学的根拠に基づいた健診勧奨リーフレットの送付
・健診受診後に健診結果説明会を案内。欠席者等に訪問、来所、郵送、
電話等で保健指導を実施。また、特定保健指導対象者に生活習慣病
予防を目的とした登記夜間の運動サポート教室を案内。
・保健推進員、民生委員等による地域住民へ健診チラシを回覧する等、
健診勧奨を実施。

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
2機関

10 クリティカルパスの導入推進
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

【札幌市】
・道、保険者と協働し、特定健康診査・特定保健指導の受診率向上を
目的とした普及啓発イベントを実施
平成30年2月10日
・地下鉄車両の窓にPRステッカーを掲示
・地下鉄駅掲示板・公衆浴場・実施医療機関等でPRポスターを掲示
【江別市】
・お知らせ文送付、ホームページ・広報で周知
・電話勧奨、ちらし啓発、訪問勧奨
・出前講座、結果説明会
・自治会単位の取りまとめへの補助金交付
・食講座の実施
・健診終了後、対象者への電話や手紙の送付

特定健康診査・特定保健指導の周
11 知及びポピュレーションアプロー
チの推進

糖
尿
病

【千歳市】
・計画的に特定健診の周知(定期的な広報・広報号外に健診案内
配布・健診ガイド作成し配布・民間情報誌・ホームページ）
・国保特定健診対象者に年間３回健診の日程表を個別通知
個別の電話受診勧奨 年6,000人
40歳未満の国保対象者に健診案内送付
・訪問や電話等で特定保健指導や、対象外でもハイリスクの方には
【保健行政室（江別保健所）】
訪問や電話で保健指導を実施
・各市町村に対し特定健康診査、特定保健指導に関する情報提供及び
・特定健診受診勧奨ポスターを指定医療機関12か所に配布し、提示協力
受診勧奨ポスターの掲示など普及啓発を実施
・生活習慣病予防のためのスキルアップ研修会
【恵庭市】
「サルコペニア予防のための運動と栄養」
・結果説明会や健康づくり相談、市内団体出前講座の実施
H30.2.23 22名
・健康づくり講演会（糖尿病合併症から自分を守ろう!）の実施
市HPで講演会集の周知
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・健診受診者のうち、発症予防・重症化予防対象者には過去の健診デー
・関係職員を対象に生活習慣病予防対策推進のための研修会開催
タを併せて同封し、保健指導の勧奨を行う
H29.12.25 32名
講義「特定健診受診率向上のために」
【北広島市】
・保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定に係る意見交換会開
・継続受診を促すため、対象者別リーフレットを送付
催
・個別受診勧奨 電話
H30.2.19
6名
計画報告、意見交換
・町内会回覧で特定健診の周知
・管理栄養士・栄養士のためのセミナー
・健康づくり推進員と協働で実施する「健康情報展」で、特定健診の
「新しい食品表示制度について」
受診勧奨、生活習慣病予防や栄養に関する展示・測定コーナー・健康
H30.2.27：68名参加
づくりの実演や体験、健康クイズラリー、パンフレット等の配布
・インターネット動画サイト「きたひろＴＶ」による特定健診受診の
ＰＲビデオ
・広報紙で特定健診の周知
・特定健診ニュースの発行
・ホームページで健診の案内、周知
・健診終了後、保健指導対象者に電話や手紙、家庭訪問で指導の案内や
保健指導を実施
・「糖尿病性網膜症について」をテーマに生活習慣病予防講演会を
実施（35人）
・食事に関する出前健康講座の実施（2回60人）
・健康づくり推進員養成講座にて生活習慣病予防、特定健診等について
講話
【当別町】
・電話、訪問等による個別電話勧奨や、特定健診の受診状況に合わせて
科学的根拠に基づいた健診勧奨リーフレットの送付
・健診受診後に健診結果説明会を案内。欠席者等に訪問、来所、郵送、
電話等で保健指導を実施。また、特定保健指導対象者に生活習慣病
予防を目的とした登記夜間の運動サポート教室を案内。
・保健推進員、民生委員等による地域住民へ健診チラシを回覧する等、
健診勧奨を実施。
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摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

医療機能を担う医療機関名等の情
12
報提供を推進

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

【千歳市】
・糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者には全員訪問か電話で
受診勧奨と保健指導を実施した際に、専門医を紹介

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・糖尿病公表医療機関 34機関

【保健行政室（江別保健所）】
・精神保健福祉家族学習会
・定例精神相談

精神保健福祉センターなど関係機
14 関連携による研修・相談支援の充
実

入院患者の地域生活への移行・地
域定着の支援

摘

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関名公表確認時にクリティカルパス導入に関する啓発を実施
34機関

13 クリティカルパスの導入推進

15

道（保健所）

1回
13回

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・高次脳機能障がい家族交流会 １回
・ひきこもり家族交流会
４回
・定例精神相談
６回

【札幌市】
・ピアサポート活動等の活用により、長期入院者の退院へ向けた意欲
を喚起し、地域移行を促進する。
「札幌市精神障がい者地域生活移行支援事業ピアサポーター活用
業務」として、基幹相談支援センターに業務を委託。
・札幌市自立支援協議会に「札幌市精神障がい者地域生活移行推進プ
ロジェクト」を設置。
医療と福祉の連携強化や情報共有等による支援体制の整備を図り、
入院中の精神障がい者の地域移行を推進した。
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【保健行政室（江別保健所）】
・精神障がい地域移行研修会出席
・地域移行エリア別研修会出席
・札幌圏域チーム会議
・札幌圏域地域生活移行相談支援協議会出席

1回
1回
1回
1回

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・精神障がい者地域生活支援事業の普及啓発
管内精神科病院との打ち合わせ ４回（各病院１回）
院内学習会への参加 ２回（２病院）
・札幌圏域地域生活移行支援協議会出席
１回
・精神障がい者地域移行研修会参加
１回
・精神障がい者地域生活支援事業エリア別研修参加 １回
・圏域チーム会議への参加
２回
・視察旅行（帯広）への参加 １回
・ピアサポーター育成のため定例会への参加 １回
・地域移行推進に向けた打ち合わせ
１０回
・サービス担当者会議出席
１回

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

摘

【札幌市】
・「札幌市自殺対策実務担当者意見交換会」の開催：１回
関係団体数：15団体
・市職員への自殺のサイン及び対応に関する研修：５回
・「第３次札幌市自殺総合対策行動計画」策定準備のため、札幌市精神
保健福祉審議会における「自殺総合対策の在り方検討部会」の開催
５回 関係団体数：18団体

精
神
疾 16 自殺対策の推進
患

【千歳市】
・若年層対策としてうつスクリーニングの実施とフォローアップ
（39歳市民1,374人）及び集団検診でチェックリストを配付（4,489人）
・普及啓発として講演会1回（146人）、癒し講座1回（14人）、3歳児
健診時にパンフレット配布（885人）、自殺予防週間、自殺対策強化
月間でのポスター展の実施、図書館とのコラボレーション
・人材養成としてこころのケア講座（ゲートキーパー研修）
参加者：82名
【札幌薬剤師会】
・薬物乱用キャンペーンにて、当会会員が自殺予防について講演
平成29年9月24日

【恵庭市】
・自殺予防講演会の開催(H29.9.21）
・自殺予防パネル展示(講演会と同日）
自殺予防パネル展示(H30.3 図書館、JR島松駅、地区会館）
【北広島市】
・市民のためのこころの健康講座「うつ病とこころの健康～みんなで
守ろう大切な命」開催（1回57人）
・庁舎内デジタルサイネージ掲示による『自殺予防週間』『いのちの
電話』の周知

【保健行政室（江別保健所）】
・管内大学及び高校の実態把握及び会議主旨説明 15回
・自殺予防対策連絡会議開催
2回
・こころの健康と法律相談（保健師対応事例助言）2回
・市町村自殺防止対策事業の管内の情報交換
1回
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・千歳地域自殺予防対策連絡会議
１回
・市町村自殺対策計画策定にかかる情報交換会 １回
・自殺未遂者支援の実態調査
各市消防への聞き取り
３回
・健康教育
１回
・市の自殺予防対策事業への協力（情報提供・パネルの貸し出し）

【石狩市】
・ゲートキーパー養成研修を開催：１回
・こころの健康づくり講座を開催：１回
【当別町】
・自殺予防啓発ポスター掲示
・相談先の周知

17

認知症疾患医療センターや精神科
救急医療体制の整備

【札幌市】
・精神科救急医療における診療情報のすみやかな確保とかかりつけ医の
役割促進、通院患者のアドヒアランス向上等を目的として平成26年度 【保健行政室（江別保健所）】
に導入した「こころの安心カード」の普及啓発。
・江別・石狩地域認知症地域連携協議会の支援
札幌市指定自立支援医療機関（精神通院医療）に対しカード台紙を交
付するとともに、普及啓発用ポスター等を配付し、協力を依頼。
【千歳市】
・10か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診の問診票記載内容、
保健師の問診においてスクリーニングを実施
・必要者に対し発達相談を実施

18

乳幼児検診時における発達障害時
の早期発見

【北広島市】
・問診におけるスクリーニング（1歳6か月児健診や3歳児健診では発達
面のスクリーニング検査）を実施
・乳児健診の問診票にM-CHATの項目を参考に組込む
・必要者に対し発達相談を実施
・1歳6か月児健診事後教室としてあそび教室を実施（3歳までを対象とす
る）
【石狩市】
・10か月時健診、1歳6か月時健診、3歳児健診の問診票の内容、保健師の
問診においてスクリーニングを実施
・必要時に発達相談実施
【当別町】
・問診によるスクリーニング
・必要者に子ども発達支援センター指導員による発達育児相談を実施
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2回

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

【千歳市】
・在宅当番医による休日及び夜間の一次救急診療業務並びに当該調整
業務を千歳医師会に委託（内科系は9月5日まで）
19

医療機関に対して在宅当番医制へ 【千歳医師会】
の積極的な参加を促進
・理事会・救急当番割当調整会議での担当調整

【石狩市】
・在宅当番医制運営経費に対し支援
【当別町】
・在宅当番医制運営事業に対する負担金の支出
・休日及び夜間の内科系救急医療業務を委託

【札幌市医師会】
・在宅緊急後方支援病院体制の構築
・当番日：日曜日及び祝日
・当番時間帯：午前9時から翌日午前9時
医療機関に対し二次救急への積極
20
・参画医療機関数：33施設
的な参加を促進
・平成29年度受入実績：5件

【保健行政室（江別保健所）】
・救急告示医療機関からの更新の申出に基づき、指定を更新
（病院3施設）

【札幌市】
・参加医療機関への補助を実施
【千歳市】
・輪番制運営経費に対し補助金交付

【千歳医師会】
・外科系・内科系・脳神経外科・循環器科の担当調整

【保健行政室（江別保健所）】
・「救急医療懇談会」開催（江別医師会と共催）
市町村、消防本部、警察署、病院相互の情報共有と意見交換を実施

救
メディカルコントロールに基づく
急 21 病院前救護体制の一層の充実
医
療
体
制
【札幌市】
・ショッピングモールのトイレに啓発ステッカーを掲示
・出前講座で救急車等の適正利用を啓発
【千歳医師会】
・千歳市健康まつり 29.9.9
救急医療の適正利用に関するパンフレット配布
救急医療機関や救急車の適切な利
22
・救急医療フォーラム開催 29.11.11 74名参加
用を啓発
テーマ：みんなで「ささえーる」救急医療
「急病センターへのかかり方」他2題
・「救急医療の受診心得」リーフレット配布

【千歳市】
・市ホームページや広報誌に適正利用の記事を掲載
・市民説明会を実施
・看護師・保健師・医師等が24時間・年中無休で相談に応じる電話
健康医療相談業務を委託により実施
【恵庭市】
・広報、健康カレンダー、地域情報誌での適正受診協力依頼
【北広島市】
・ホームページやポスター等により救急車の適正利用について周知
・救急車の適正利用に関するステッカーを作成し、市内の公共施設や
事業所などのトイレ等に掲示

23

「救急安心センターさっぽろ」に
よる相談体制の充実

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・救急告示医療機関からの更新の申出に基づき、指定を更新
（病院4施設）

【札幌市】
・救急安心センターさっぽろの運営
参加自治体数：５市町村
【石狩市】
・「救急安心センターさっぽろ」事業に参加
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【保健行政室（江別保健所）】
・｢江別市民救急医療教室｣開催(江別市､江別医師会と共催)
講演・実技指導などを通して救急医療に関する普及啓発を実施
参加市民約50人
・「救急の日」及び「救急医療週間」に関するポスターを市町村、病院
等に配布し掲示を依頼
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・千歳市健康まつりの開催に合わせ、ＡＥＤを使用した救急法等講習
会（千歳市救急法赤十字奉仕団及び千歳市と共済）を行うなど、救
急医療に関する普及啓発を実施
参加市民200名
・「救急の日」に関するポスターを各市、医療機関等に配布し掲示を依
頼

摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

摘

要

【千歳医師会】
・新千歳空港航空機事故消火救難医療総合訓練参加
H29.9.7
・千歳医師会災害医療支援マニュアルに基づく緊急連絡網訓練
H29.9.7
災 24 医療救護活動のための連携体制を
随時確認
【札幌歯科医師会】
害
・札幌歯科医師会災害時対策本部
医
災害発生時には札幌歯科医師会会長を本部長とする「救援救済」「医
療
療救護」「情報収集」「警察歯科」を4本柱とした対策本部を設置し対応
体
今年度は、本会役員の変更に伴う組織図の変更
制

25

災害拠点病院におけるEMISの活用
促進及びDMAT等の派遣体制の確保

26 一般病院におけるEMISの活用促進
27

市町村と連携し地区の実情に即し
た保健指導の実施

へ
へき地診療所への医師派遣等の支
き
28
援
地
医
療
体
制
へき地診療所と中核的な病院との
29
連携強化

【石狩市】
・石狩市厚田区内唯一の医療機関に対し拠出金（運営・施設管理）
による支援

《へき地診療所》
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・石狩市浜益国保診療所
・へき地医療の現況を把握するため、厚生労働省の依頼により、へき地 ・あつた中央クリニック(石狩市)
診療所に対しへき地医療現況調査を実施
・すこやかクリニック新篠津
・市立千歳市民病院支笏湖診療所

【千歳市】
・養育支援連絡システムによる医療機関との連携した支援を実施
総合周産期母子医療センターによ
30 る産科医の医療連携体制の構築や
医療技術向上の促進

周
産
期
医
療
医療機関等による助産師外来開設
体 31 に向けた連携
制

【北広島市】
・養育支援連絡システムによる支援（医療機関との連携）
【石狩市】
・養育支援連絡システムにより医療機関との連携し、支援を実施

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・医療機関に対し、分娩に従事する産婦人科医及び助産師への補助金
制度について紹介し、これら産婦人科医や助産師の確保及び利殖防
止を支援した。（１病院、２診療所に補助金交付）

周産期母子医療センターの整備及
32
び人材確保の連携

33

小児医療を行う医療機関の維持確
保
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北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

道（保健所）

摘

【千歳市】
・ホームページ、地域情報誌等にて周知
【恵庭市】
・小児救急普及啓発事業の中で「こどもの救急」冊子を市医師会の
監修の元作成。小児救急電話相談についても記載し、乳児家庭全
戸訪問の中で配布し周知している。

小
児
医
療
小児救急電話相談時用の積極的な
体 34 活用
制

【北広島市】
・母子保健推進員が対象家庭へちらしを配布
・赤ちゃん訪問時にパンフレットを配布
・ホームページでの周知
・子育てガイドブックでの周知
【石狩市】
・広報いしかりに掲載（毎月）
【当別町】
・子育てガイドブックに記載
・広報とうべつへ毎月掲載

【保健行政室（江別保健所）】
・訪問看護ステーションの新規指定

【札幌市医師会】
中心となる医療機関、薬局、訪問 ・主治医、副主治医システムの構築（在宅医療を行う石のグループ化を
35
看護STの整備促進
形成し、学会出張等で不在にする際の主治医の支援を行う）
・在宅医療・介護連携手帳の作成

36 拠点を市町村として検討

37

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・道央地区在宅緩和ケアネットワーク研究会・幹事会出席
2回

【北海道看護協会】
・「地域包括ケアシステムを構築するために－地域ケア会議の
活かし方－研修会」 平成29年7月1日（受講者 19名）

退院支援から看取りまで多職種に 【札幌市医師会】
よる連携体制の検討
・在宅医療・介護連携手帳の作成

1事業所

【保健行政室（江別保健所）】
・在宅医療・介護連携推進事業に係る市町村情報交換会の開催

【札幌市】
・主治医・副主治医・後方支援医療機関等で構成されたグループ診療
体制を各区で構築し、患者の急変時に主治医が都合により対応でき
ない場合、代わりに副主治医が対応できる体制を整備
委託先：一般社団法人札幌市医師会
・介護保険サービス連絡協議会への委託事業として、医師、看護師、
介護支援専門員、介護福祉士などを対象とした「在宅看取りに関す
る研修会」を実施し、95名が参加
【千歳市】
・千歳地域在宅医療多職種連携協議会出席
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２回

【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・北広島市在宅医療介護連携推進協議会・住民周知部会出席 4回
・恵庭市包括ケア会議専門部会出席 1回
・恵庭市医療と介護サービス連絡協議会企画会議等出席 7回
・千歳地域在宅医療多職種連携協議会療養支援部会の開催 2回
・千歳地域在宅医療多職種連携協議会研修会
H30.1.19 54名出席 講演「ＩＣＴの導入について」

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

【札幌歯科医師会】
・札幌市高齢者口腔ケア研修事業
研修を通して医療・介護職員の口腔衛生に対する意識向上を図ること
を目的とし、札幌市と協働で実施
(1)医療・介護従事者等を対象とした講演会
「多職種連携で取り組む誤嚥性肺炎の予防-口腔ケアと摂食嚥下リハビ
リテーション」
平成29年10月6日 210名参加
(2)事業所等に従事し、要支援・要介護者の介護・看護等に携わる方を対
象に講演と口腔ケアに関する実習を行う（介護・口腔ケアセミナー実習
編）
口腔機能の維持や専門的な口腔ケ 「口腔ケアの仕組みと実際」
38
アの充実
平成29年12月8日 43名参加
(3)介護保険施設職員等を対象とし、その施設を訪問して講演と口腔ケア
に関する実習を行う（介護・口腔ケアセミナー出張編）
「口腔ケアの仕組みと実際」
平成29年7月25日、平成30年2月1日、平成30年3月7日 計105名参加
(4)一般高齢者やその家族等を対象とした口腔ケアの重要性についての講
話（歯科健康講話）
計13回開催 合計572名参加

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

【札幌市】
・医療、介護職員に対する口腔ケア研修会（講演や実習等）及び一般
高齢者に対する講習会の開催
開催回数：8回
委託先：一般社団法人札幌歯科医師会
・訪問歯科診療を担う歯科医師を確保するための研修会の開催
開催回数：2回、85名参加
委託先：一般社団法人札幌歯科医師会
【恵庭市】
・口腔機能向上教室の開催(4期
・歯科口腔保健普及啓発事業
歯科医師健口教室(4回)

12日間）

道（保健所）

【保健行政室（江別保健所）】
・障がい者（児）歯科保健医療連携推進事業
就労継続支援（B型）施設に通所する障がい者の方を対象に歯科検診
等の実施により、かかりつけ歯科医の確保や定期検診につなげ、口腔
ケアの向上を図る。
1事業所 10名
・要介護高齢者歯科保健対策事業
介護老人保健施設における口腔ケア知識・技術の普及 3症例

・介護職種、市民等を対象とした口腔ケア・口腔機能に係る研修会
札幌歯科医師会に地域医療係を新設し、専任歯科衛生士が対応。
計10回開催 合計256名参加

【札幌市医師会】
・在宅医同行研修の実施（新たに在宅医療参入を目指す、また興味が
ある医師を対象に、在宅医療を実施している医師の訪問診療に同行
する研修を実施）
・在宅医療に関する研修会の実施
札幌市医師会2回、各支部42回

在
宅
医
療

【札幌歯科医師会】
・札幌市在宅医療を担う歯科医師の人材育成業務
新たに在宅医療の参入を目指す、または、興味がある医師等を対象とし
た人材育成の研修会を札幌市からの委託により開催。
【札幌市】
・「在宅歯科医療における医師・歯科医師の連携構築にむけて」
・新たに在宅医療の参入を目指す、または、興味がある医師等を対象
「訪問歯科診療の実際と歯科医師会の取組み」
とした人材育成の研修を開催
平成29年10月5日
52名参加
開催状況
「介護保険制度～制度の仕組みとケアマネジャーの役割～」
・各区を対象とした研修を計12回開催、延べ902名参加
平成30年1月23日
33名参加
・市内全域を対象とした研修を計２回開催、延べ113名参加
委託先：一般社団法人札幌市医師会
【札幌薬剤師会】
多職種協働による在宅チーム医療
・在宅医療に取り組んでいる、又は在宅医療への参入を目指す医師等
39
・ケアカフェ、ケア連絡会への参加
の研修や人材育成
を対象に、実践的な内容の事例検討会・勉強会等を開催
各区で計94回参加
開催状況：市内10区で16回開催、延べ1,395名参加
・在宅患者に対応可能な薬剤師の人材育成業務で褥瘡研修会を開催
委託先：一般社団法人札幌市医師会
平成29年10月24日 75名参加
・在宅患者に対応可能な薬剤師の人材育成業務で緩和ケア研修会開催
【千歳市】
平成30年2月8日 69名参加
・在宅医療及び介護関係者を対象とした在宅医療・介護関係者を
・同石業務「トライ！ゼロから始める介護保険」
対象とした在宅医療・介護連携に関する研修会等を実施
平成29年11月9日 120名参加
22回 延べ825名参加
【北海道看護協会】
・「札幌市における医療的ケア児支援のための看護職ネット
ワーク事業」
平成29年11月23日 地区別会議（参加者 44名）
平成30年 1月17日 事例検討会（参加者 33名）
・「看護職がつなぐ退院支援と在宅支援研修会」
平成30年3月3日（受講者 84名）
・「退院支援看護師のための－生活と医療を統合する継続看護
マネジメント－研修会」
平成30年1月20日、3月24日・25日（受講者 44名）
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【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・北広島市在宅医療介護連携推進協議会専門研修出席
「医療・介護関係職種による顔の見える連携」
H29.11.1 実践報告、意見交換
・恵庭市医療と介護サービス連絡協議会研修出席 1回
H29.6.14
実践報告、意見交換
・千歳地域在宅医療多職種連携協議会の開催
1回

摘

要

北海道医療計画札幌圏域地域推進方針
主な施策

関係団体

【北海道看護協会】
・「訪問看護師養成講習会」
平成29年4月27日～6月15日（受講者 29名）
・「地域包括ケアシステムにおける看護職等の連携シンポジウム」
平成30年1月13日 参加者166名（看護職163名・他職種3名）
訪問看護師の確保と質の向上及び
40
・「訪問看護ステーション管理者養成研修」
事業所のネットワーク化の推進
平成29年11月24日・25日（受講者 33名）
・「訪問看護入門研修１」
平成29年7月25日・26日（受講者 70名）
・「訪問看護入門研修２」
平成29年11月21日・22日（受講者 49名）

【札幌薬剤師会】
「お薬手帳」の普及及び薬剤管理
41
・薬物乱用キャンペーン、薬とくらしのパネル展で、かかりつけ
指導など、薬局の取り組みの充実
薬剤師、お薬手帳の普及啓発

関係事業調査表（平成２９年度実績）
市町村

【札幌市】
・訪問看護師の確保を目的とした人材育成研修を開催
開催状況：４回開催、延べ151名参加
【北広島市】
・訪問介護ステーション運営会議への参加（1事業所）

【札幌市】
・訪問薬剤管理指導等を担う薬剤師を育成するための研修の開催
開催状況：３回、266名参加
委託先：一般社団法人札幌薬剤師会

【札幌市医師会】
・かかりつけ医認知症対応力向上研修会の実施
・認知症サポート医、かかりつけ医フォローアップ研修の実施
(札幌市医師会主催)

【札幌市】
・健康・福祉フェア等で、かかりつけ医・歯科医・薬剤師ハンドブック
を配布
【札幌歯科医師会】
・医療に関する情報を掲載した冊子「さっぽろ医療ガイド」を改訂し配
・訪問歯科事業
布
かかりつけ(医師・歯科医師・薬 ・訪問歯科診療専用窓口の設置
・市民を対象とした在宅医療の講演会を開催
42 局)の普及啓発及び家庭看護知
札幌歯科医師会に地域医療係を新設し、市民等からの訪問歯科診療の
開催状況：２回開催、延べ355名参加
識・技術の普及
依頼に対して専任歯科衛生士が対応。医療施設や介護施設などとの連携
委託先：一般社団法人札幌市医師会
に携わるとともに、口腔機能の維持のための口腔健康管理が重要である
ことを医療介護関係者や一般市民に周知
【当別町】
・事業所歯科健診事業(札幌近郊対象)
・一般町民や保健・医療・介護関係者を対象とし「上手な医療のかかり
方」をテーマにセミナーの開催
【札幌薬剤師会】
開催状況：1回 86名参加
・札幌地下街オーロラタウン「クイズ＆パネル展」で市民に対し啓発
平成29年10月22日
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道（保健所）
【保健行政室（江別保健所）】
・石狩市内医療機関看護管理者と訪問看護管理者との意見交換会
3回開催 うち１回を地域看護職員研修として実施
・「手をつなぐ訪問看護ETI１６」（訪問看護ステーション看護管理者
の交流検討会議(自主組織)）への運営支援
企画会議２回、管理者交流会1回
【千歳地域保健室（千歳保健所）】
・千歳訪問看護連絡協議会設立支援
・地域看護職員研修（千歳訪問看護連絡協議会研修）開催
H29.11.22 20名出席
講義「結核の理解と対応」

摘

要

