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平成３０年度 北空知地域医療介護確保推進協議会 議案 
 

 

北空知地域医療介護確保推進協議会 
 

平成２９年度事業報告 

１．設置目的  

 北空知１市４町（深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町）間で、平成２８年３月１８日に締結した

「北空知における地域医療・介護の提供体制の確保と連携に関する協定書」（以下「協定」という。）に基づく広

域事業の実施について協議するために、関係市町、深川保健所、深川医師会、深川市立病院、深川地区消防組合、

介護サービス事業者等の関係機関・団体で構成する「北空知地域医療介護確保推進協議会」（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

２．協議事項  

 広域的に実施する次に掲げる地域医療・介護に係る連携推進事業について協議する。 

( 1)救急医療及び地域医療の確保と連携推進に関する事業 

( 2)在宅医療・介護の連携推進に関する事業 

( 3)認知症施策の連携推進に関する事業 

( 4)介護及び生活支援サービスの確保と連携推進に関する事業 

( 5)その他地域医療及び介護サービスの確保と連携推進に関する事業 

 

３.協議会構成員（平成２９年４月～平成３０年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

会長 深川市長 山下 貴史  

副会長 深川医師会長 成田 昭彦 成田医院 院長 

委員 

妹背牛町長 
寺崎 一郎 
 ↓ 
田中 一典 

 

秩父別町長 神薮 武  

北竜町長 佐野 豊  

沼田町長 金平 嘉則  

深川保健所長 佐々木 孝治  

深川市立病院長 藤澤 真  

深川地区消防組合消防長 須見 淳一  

社会福祉法人揺籃会理事長 
永倉 尚郎 
 ↓ 
永倉 隆太郎 

※１ 

社会福祉法人北海道中央病院理事長 大西 道祥 ※１ 

北空知介護支援専門員連絡協議会長 林 憲雄 ※１ 深川第一病院 院長 

  ※１の団体の代表の委員は２年任期（平成２８年度～平成２９年度） 
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４．関係会議等開催状況  

○北空知地域医療介護確保推進協議会 第１回会議 平成２９年 ６月１３日（火）１８：００  

平成２８年度事業報告 

 １．設置目的 

 ２．協議事項 

 ３．協議会構成員 

 ４．関係会議等開催報告 

平成２９年度事業計画（案） 

 １．協議会の設置目的及び協議事項は平成２８年度と同様とします。 

 ２．協議会の定期開催は毎年５月を予定し、その他必要に応じて開催することとします。 

 ３．協議会構成員 

 

平成３０年度事業計画 

１．設置目的  

 北空知１市４町（深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町）間で、平成２８年３月１８日に締結した

「北空知における地域医療・介護の提供体制の確保と連携に関する協定書」（以下「協定」という。）に基づく広

域事業の実施について協議するために、関係市町、深川保健所、深川医師会、深川市立病院、深川地区消防組合、

介護サービス事業者等の関係機関・団体で構成する「北空知地域医療介護確保推進協議会」（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

２．協議事項  

広域的に実施する次に掲げる地域医療・介護に係る連携推進事業について協議する。 

( 1)救急医療及び地域医療の確保と連携推進に関する事業 

( 2)在宅医療・介護の連携推進に関する事業 

( 3)認知症施策の連携推進に関する事業 

( 4)介護及び生活支援サービスの確保と連携推進に関する事業 

( 5)その他地域医療及び介護サービスの確保と連携推進に関する事業 

３．開 催  

 協議会の定期開催は６月を予定し、その他必要に応じて開催することとします。 

 

４.協議会構成員（平成３０年４月～平成３１年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

会 長 深川市長 山下 貴史  

副会長 深川医師会長 成田 昭彦 成田医院 院長 

委 員 

妹背牛町長 田中 一典  

秩父別町長 神薮 武  

北竜町長 佐野 豊  

沼田町長 金平 嘉則  

深川保健所長 
佐々木 孝治 
 ↓ 
谷田 光弘 

 

深川市立病院長 藤澤 真  

深川地区消防組合消防長 須見 淳一  

社会福祉法人揺籃会理事長 永倉 隆太郎 ※１ 

社会福祉法人北海道中央病院理事長 大西 道祥 ※１ 

北空知介護支援専門員連絡協議会長 林 憲雄 ※１ 深川第一病院 院長 

※１の団体の代表の委員は２年任期（平成３０年度～平成３１年度） 
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北空知地域医療介護確保推進協議会 運営会議 
 

平成２９年度事業報告 

１．設置目的  

 協議会を円滑に運営するため、協議会の委員が所属する機関・団体の担当者で構成する運営会議を設置する。 

２．協議内容  

 ( 1)協議会の検討課題と事業の調整 

 ( 2)救急医療体制の維持・確保 

 ( 3)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

 ( 4)在宅医療・介護連携推進事業の企画立案と進行管理 

 ( 5)地域リハビリテーション活動支援事業の企画立案と進行管理 

 ( 6)認知症対策事業の検討 

 ( 7)その他地域医療・介護連携推進事業の企画立案と進行管理 

 ( 8)各市町地域包括支援センターとの連携調整 

 ( 9)協議会関係団体・組織との連絡調整 

 (10)専門部会の連絡調整 

 

３.運営会議構成員（平成２９年４月～平成３０年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

座 長 深川市市民福祉部次長 安田 浩人  

副座長 深川保健所次長 大森 英孝  

委 員 

深川医師会事務長 千葉 憲一  

深川市立病院事務部長 吉田 博昭  

社会福祉法人揺籃会事務局長 坂本 政之 ※１ 清祥園 

社会福祉法人北海道中央病院理事 蓑口 亮 ※１ アニスティ深川 

北空知介護支援専門員連絡協議会事務局長 佐々木 大樹 ※１ えんれい草・老健りぶれ 

深川地区消防組合深川消防署指令救急課長 小林 正樹  

妹背牛町住民課長 西山 進  

妹背牛町健康福祉課長 河野 和浩  

秩父別町住民課長 早川 聡  

北竜町住民課長 中村 道人  

北竜町地域包括支援センター長兼住民課長補佐 南 祐美子  

沼田町保健福祉課長 黒田 美和  

深川市健康福祉課長 米澤 弘美  

※１の団体の代表の委員は２年任期（平成２８年度～平成２９年度） 
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４．運営会議事務局  

( 1)業務内容 

①協議会の招集、議事録の整理 

②運営会議の招集、議事録の整理 

③機関紙の発行～協議会会議内容、各部会での取組状況などを掲載 

( 2)事務局体制 

 深川市立病院事務部地域連携室に「北空知地域医療介護連携支援センター」を設置し、運営会議の事務局を担

う。 

また、当事務局に行政及び関係団体等との調整のため市町行政の担当者を加えることができるものとする。 

 

≪事務局体制≫ 

所属団体・役職等 氏  名 備  考 

北空知地域 

医療介護連携 

支援センター 

深川市立病院地域連携室室長 村澤 眞由美 副センター長 

深川市立病院地域連携室主幹 武井 博道 事務局長 

深川市立病院管理課長 高田 光徳 副センター長 

深川市立病院地域連携室地域連携係主任 尾中 康晴 事務局員 

市町行政部局 

沼田町保健福祉課主幹 按田 義輝 ２年交代（H28～H29） 

深川市高齢者支援課課長補佐 渡辺 秀輝  

深川市健康福祉課課長補佐 本多 孝二  

 

５．関係会議等開催状況  

○第１回運営会議 平成２９年 ５月１１日（木）１５：００  

( 1)北空知地域医療介護確保推進協議会、運営会議、各専門部会等 

平成２８年度事業報告及び決算報告 

平成２９年度事業計画(案)及び予算(案)について 

ア 

イ 

ウ 

エ 

オ 

カ 

ク 

ケ 

北空知地域医療介護確保推進協議会 

       〃        運営会議 

       〃        Ⅰ-医療・介護情報共有支援部会 

       〃        Ⅱ-退院調整・在宅生活支援部会 

       〃        Ⅲ-多職種連携・地域啓発部会 

北空知地域リハビリテーション活動支援事業 

北空知認知症施策担当者会議等 

関係事業費決算及び予算(案) 

( 2)救急医療等の状況について 

( 3)平成２９年度北空知地域医療介護確保推進協議会の開催について 
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○第２回運営会議 平成３０年 １月２５日（木）１５：００ 

( 1)北空知地域医療介護確保推進協議会、運営会議、各専門部会等 

①北空知地域医療介護確保推進協議会 

 平成２９年 ６月１３日 

②北空知地域医療介護確保推進協議会 運営会議 

 平成２９年 ５月１１日 

③Ⅰ医療・介護情報共有支援部会 

 平成２９年 ７月１８日 第１回部会 

 平成２９年１０月１３日 第１回情報共有小部会 

 平成２９年１２月１９日 第２回部会 

④Ⅱ退院調整・在宅生活支援部会 

 平成２９年 ７月２５日 第１回部会 

 平成２９年 ８月２４日 第１回退院調整在宅支援小部会 

 平成２９年 ８月２８日 第１回研修企画会議 

 平成２９年 ８月３０日 第１回アンケート小部会 

 平成２９年 ９月２６日 第２回退院調整在宅支援小部会 

 平成２９年１０月２４日 第２回研修企画会議 

 平成２９年１０月３０日 第３回退院調整在宅支援小部会 

 平成２９年１１月 ３日 第１回北空知地域入退院支援研修会 

 平成２９年１１月２７日 第３回研修企画会議 

 平成２９年１１月３０日 第２回部会 

⑤Ⅲ多職種連携・地域啓発部会 

 平成２９年 ６月３０日 第１回部会 

 平成２９年１０月１４日 

        地域包括ケアに携わる多職種合同研修会 兼 北空知介護支援専門員連絡協議会研修会 

 平成２９年１１月 ６日 第２回部会 

 平成２９年１２月 ２日 在宅療養を考える北空知地域住民フォーラム 

         「いずれはみんなに訪れる人生の最期どう迎えたいですか？どう送りたいですか？」 

 平成２９年１２月２６日 内部打合せ 

 北空知地域リハビリテーション活動支援事業活動件数（４～１２月） 

⑥認知症初期集中支援推進事業 

  認知症初期集中支援チーム（共同実施） 

  認知症サポート医養成[平成３０年度] 

⑦予算執行状況 

⑧協議会・運営会議・専門委員会 体制 
 

 

平成３０年度事業計画  

１．設置目的  

 協議会を円滑に運営するため、協議会の委員が所属する機関・団体の担当者で構成する運営会議を設置する。 

２．協議内容  

 ( 1)協議会の検討課題と事業の調整 

 ( 2)救急医療体制の維持・確保 

 ( 3)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

 ( 4)在宅医療・介護連携推進事業の企画立案と進行管理 

 ( 5)地域リハビリテーション活動支援事業の企画立案と進行管理 

 ( 6)認知症対策事業の検討 

 ( 7)その他地域医療・介護連携推進事業の企画立案と進行管理 

 ( 8)各市町地域包括支援センターとの連携調整 

 ( 9)協議会関係団体・組織との連絡調整 

 (10)専門部会の連絡調整 
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３．開 催  

 運営会議は四半期に１回程度の頻度で開催します。 

 また、必要に応じて「正副座長・部会長等会議」を開催し事業の進捗等を調整します。 

 

４．運営会議構成員（平成３０年４月～平成３１年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

座 長 
深川市市民福祉部次長 
 ↓ 
深川市高齢者支援課長 

安田 浩人 
 ↓ 
小倉 浩道 

 

副座長 深川保健所次長 
大森 英孝 
 ↓ 
勇崎 比呂志 

 

委 員 

深川医師会事務長 
千葉 憲一 
 ↓ 
高田 智之 

 

深川市立病院事務部長 吉田 博昭  

社会福祉法人揺籃会事務局長 
 ↓ 
社会福祉法人揺籃会理事 

坂本 政之 
 ↓ 
遊佐 英樹 

※１ 清祥園 

社会福祉法人北海道中央病院理事 蓑口 亮 ※１ アニスティ深川 

北空知介護支援専門員連絡協議会事務局長 佐々木 大樹 ※１ 老健りぶれ 

深川地区消防組合深川消防署指令救急課長 小林 正樹  

妹背牛町住民課長 
西山 進 
 ↓ 
清水野 勇 

 

妹背牛町健康福祉課長 河野 和浩  

秩父別町住民課長 早川 聡  

北竜町住民課長 
中村 道人 
 ↓ 
有馬 一志 

 

北竜町地域包括支援センター長兼住民課長補佐 
 ↓ 
北竜町地域包括支援センター長 

南 祐美子  

沼田町保健福祉課長 黒田 美和  

深川市健康福祉課長 米澤 弘美  

※１の団体の代表の委員は２年任期（平成３０年度～平成３１年度） 

 

≪事務局体制≫ 

所属団体・役職等 氏  名 備  考 

北空知地域 

医療介護連携 

支援センター 

深川市立病院地域連携室室長 村澤 眞由美 副センター長 

深川市立病院地域連携室主幹 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係調査員 

武井 博道 
 ↓ 
三ッ井 隆博 

事務局長 

深川市立病院管理課長 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係長 

高田 光徳 
 ↓ 
藤原 智美 

副センター長 
 ↓ 
事務局員 

深川市立病院地域連携室地域連携係主任 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係主査 

尾中 康晴 事務局員 

市町行政部局 

沼田町保健福祉課主幹 按田 義輝 ２年交代（H30～H31） 

深川市高齢者支援課課長補佐 
渡辺 秀輝 
 ↓ 
北垣 千絵 

 

深川市健康福祉課課長補佐 → 主幹 本多 孝二  
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Ⅰ 医療・介護情報共有支援部会 
 

平成２９年度事業報告 

１．担当項目  

( 1)地域の医療・介護の資源の把握 

 ①「北空知介護保険サービス事業所ガイドブック」の内容を基本に、医療情報（病院・歯科・調剤）を加えた

ガイドブックの作成 

 ②ガイドブックの内容を、北空知地域医療介護連携支援センターホームページ等で公開 

 ③ガイドブックの関係機関への配布と住民等への周知 

( 2)医療・介護関係者の情報共有の支援 

 ①医療・介護連携情報共有シートの作成 

 ②情報共有ツールの導入検討～ＩＣＴ（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）

等の活用等 

 

２．平成２９年度事業計画  

( 1)地域の医療・介護の資源の把握 

 ①地域の医療・介護資源のガイドブック及びマップの作成、更新 

 ②把握した情報による医療・介護関係者向けガイドブックの作成と配布 

 ③住民向けのマップまたはガイドブック等作成の検討 

 ④広報紙や各市町ホームページへの掲載の検討 

( 2)医療・介護関係者の情報共有の支援 

 ①情報共有の方法（ＩＣＴ・連絡帳・連絡シート・クリティカルパス・ファックス・電子メール等）や内容の

検討 

 ②情報共有の方法等を決定した場合、地域の医療・介護関係者を対象とした説明会を開催 

 ③救急あんしんカードの普及啓発 

 

３．部会構成員（平成２９年４月～平成３０年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

部会長 秩父別町住民課主幹 斉藤 直美 ２年交代（H28～H29） 

副部会長 深川医師会副会長 松本 三樹 吉本病院 理事長 

委 員 

北空知歯科医会長 伊東 由紀夫 伊東歯科医院 院長 

北海道薬剤師会北空知支部深川部会 岡安 良子 北海道中央病院 薬局長 

北空知介護支援専門員連絡協議会 
佐々木 大樹 
 ↓ 
橋本 和樹 

えんれい草 
 ↓ 
深川市社会福祉協議会 

北空知区域内介護事業所 畠山 美幸 沼田町社会福祉協議会 

深川保健所企画総務課企画主幹 本多 信衛  

妹背牛町健康福祉課主査 南 美也子  

北竜町住民課保健指導係長 神薮 早智  

沼田町保健福祉課主査 渡辺 正人  

深川市高齢者支援課地域包括支援係 
 ↓ 
深川市高齢者支援課地域包括支援係主査 

立川 智章 
 ↓ 
梶 修司 

 

事務局 
深川市立病院地域連携室主幹 武井 博道  

深川市立病院地域連携室地域連携係主任 尾中 康晴  
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４.関係会議等開催状況  

○第１回部会 平成２９年 ７月１８日（火）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)医療機関(病院・診療所・歯科診療所・薬局)及び介護事業所のガイドブック作成状況について 

( 2)医療・介護関係者の情報共有について 

( 3)その他 

○第２回部会 平成２９年１２月１９日（火）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)医療機関(病院・診療所・歯科診療所・薬局)及び介護事業所のガイドブック作成状況について 

( 2)医療・介護関係者の情報共有について 

( 3)その他 

○第３回部会 平成３０年 ３月２６日（月）１８：００ 

( 1)地域の医療・介護の資源の把握 

( 2)医療・介護関係者の情報共有の支援 

 

○第１回情報共有小部会 平成２９年１０月１３日（金）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)医療・介護関係者の情報共有について 

 

５．平成２９年度事業の進捗状況  

( 1)地域の医療・介護の資源の把握 

 ①地域の医療・介護資源のガイドブック及びマップの作成、更新 

 ②把握した情報による医療・介護関係者向けガイドブックの作成と配布 

 ⇒年度内未完成、ホームページ用コンテンツ作成途中 ⇒５月公開予定 

 ③住民向けのマップまたはガイドブック等作成の検討 

 ④広報紙や各市町ホームページへの掲載の検討 

 ⇒紙媒体での公表は今後継続 

( 2)医療・介護関係者の情報共有の支援 

 ①情報共有の方法（ＩＣＴ・連絡帳・連絡シート・クリティカルパス・ファックス・電子メール等）や内容の

検討 

 ②情報共有の方法等を決定した場合、地域の医療・介護関係者を対象とした説明会を開催 

 ⇒ＩＣＴについては、有益だが現段階では費用的な部分を踏まえてＩＣＴの導入は、システム・セキュリティ・

体制等々、さらに研究協議が必要 

 ⇒これまでの協議においてＩＣＴの導入検討について費用面から見た場合に足踏み状況になる傾向があるこ

とから、今後は導入の検討ではなく、ＩＣＴの必要性を検討し導入する場合の費用、導入すべき時期につい

て協議会への提言を行いたい。 

 ③救急あんしんカードの普及啓発 

 ⇒Ⅱ部会において、入院時の情報提供ツールとして「退院調整・在宅生活支援部会版」を作成 

 ⇒平成２８年、１市４町において統一様式の使用を申し合わせ、各市町の在庫がなくなりしだい、統一様式を

使用することとなったが、平成３０年度において統一に至っていない状況 

  市町、消防、医師会の協力のもと、行われている事業で、協議会が直接実施している事業ではないが、退院

時支援として登録の呼びかけ、記載の援助を行うことで普及啓発を図りたい。 
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平成３０年度事業計画 

１．担当項目  

( 1)地域の医療・介護の資源の把握 

 ①「北空知介護保険サービス事業所ガイドブック」の内容を基本に、医療情報（病院・歯科・調剤）を加えた

ガイドブックの作成 

 ②ガイドブックの内容を、北空知地域医療介護連携支援センターホームページ等で公開 

 ③ガイドブックの関係機関への配布と住民等への周知 

( 2)医療・介護関係者の情報共有の支援 

 ①医療・介護連携情報共有シートの作成 

 ②情報共有ツールの導入検討～ＩＣＴ（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）

等の活用等 

 

２．平成３０年度事業計画  

( 1)地域の医療・介護の資源の把握 

 ①地域の医療・介護資源のガイドブック及びマップの更新・充実 

 ②把握した情報による医療・介護関係者向けガイドブックの作成と配布 

 ③住民向けのマップまたはガイドブック等作成の検討 

 ④広報紙や各市町ホームページへの掲載の検討 

( 2)医療・介護関係者の情報共有の支援 

 ①情報共有の方法（ＩＣＴ・連絡帳・連絡シート・クリティカルパス・ファックス・電子メール等）や内容の

検討 

 ②情報共有の方法等を決定した場合、地域の医療・介護関係者を対象とした説明会を開催 

 ③救急あんしんカードの普及啓発 

 

３．部会構成員（平成３０年４月～平成３１年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

部会長 秩父別町住民課主幹・地域包括支援センター長 斉藤 直美 ２年交代（H30～H31） 

副部会長 深川医師会副会長 松本 三樹 吉本病院 理事長 

委 員 

北空知歯科医会長 伊東 由紀夫 伊東歯科医院 院長 

北海道薬剤師会北空知支部深川部会 岡安 良子 北海道中央病院 薬局長 

北空知介護支援専門員連絡協議会 橋本 和樹 深川市社会福祉協議会 

北空知区域内介護事業所 畠山 美幸 沼田町社会福祉協議会 

深川保健所企画総務課企画主幹 
本多 信衛 
 ↓ 
齋藤 顕敏 

 

妹背牛町健康福祉課主査 南 美也子  

北竜町住民課保健指導係長 
 ↓ 
北竜町地域包括支援センター介護予防係長 

神薮 早智 
 ↓ 
大井 敬太 

 

沼田町保健福祉課福祉グループ主査 渡辺 正人  

深川市高齢者支援課地域包括支援係主査 梶 修司  

事務局 

深川市立病院地域連携室主幹 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係調査員 

武井 博道 
 ↓ 
三ッ井 隆博 

 

深川市立病院地域連携室地域連携係主任 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係主査 

尾中 康晴  
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４．年間スケジュール（案）  

年月日 項  目 内  容 

４月 
正副座長・部会長等

会議 
役員交代に伴う引き継ぎ及びH30事業の実施方法等の協議・調整 

５月 第１回運営会議開催 部会長→部会の議案説明 

６月 第１回協議会議開催 部会長→部会の議案説明 

６月 第1回部会開催 

（１）地域の医療・介護資源の把握 

 ①ガイドブック様式検討・確認・配布 

（２）医療・介護関係者の情報共有の支援 

 ①既存の情報共有ツールの確認について 

 ②新たな情報共有ツールの導入に向けて 

 ③救急安心カードの普及啓発に向けての対応策の検討 

 
第２回運営会議開催 部会長→部会事業の進捗状況説明 

９月 第２回部会開催  

 第３回運営会議開催 部会長→部会事業の進捗状況説明 

１２月 第３回部会開催  

 第４回運営会議開催 部会長→部会事業の進捗状況説明 

２月～３月 第４回部会 H30事業報告及びH31事業計画について 

※このほか、必要に応じて作業部会や小部会などを設置し、事業の円滑な推進を図ります。 



- 11 - 

 

Ⅱ 退院調整・在宅生活支援部会 
 

平成２９年度事業報告 

１.担当項目  

( 1)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

①切れ目なく在宅医療と在宅介護を提供するための体制づくりの検討 

○急変時診療体制の検討 ○夜間・休日診療体制の検討 ○在宅での支援体制の検討 

( 2)医療介護連携支援センターの運営と相談の受付、関係者の連携と調整 

①「北空知地域医療介護連携支援センター」の設置と運営 

②相談コーディネーター（看護師、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員など実務経験を有する人材） 

の配置 

③各市町地域包括支援センターからの医療・介護連携に関する事項の相談の受付（地域住民からの相談は、従来

どおり各市町の地域包括支援センターが行うが、直接センターへの相談も受け付けることとする。） 

④退院の際の医療及び介護関係者との連携調整と相互の紹介、他圏域病院との連携調整 

⑤訪問看護等在宅サービスとの連携・調整 

⑥認知症施策の検討 

 

２．平成２９年度事業計画  

( 1)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

 ①地域の介護の提供状況について、情報の確認と整理 

 ②切れ目のない在宅医療と在宅介護が提供される体制の構築のために必要な取組みの検討  

( 2)医療介護連携支援センターの運営と相談の受付、関係者の連携と調整 

 ①北空知地域医療介護連携支援センターの設置と運営方針の設定 

 ②相談業務の対応 

 ③北空知地域医療介護連携支援センターの周知 

（圏域内医療・介護関係者への周知のためのパンフレット作成、各市町広報紙への掲載依頼等） 

 ④相談窓口担当者の地域ケア会議への出席（関係者間の連携構築） 

 ⑤訪問看護等在宅サービスとの連携・調整 

 ⑥認知症施策について、部会内に検討部会を設け調査研究・検討を行う。 

 

３．部会構成員（平成２９年４月～平成３０年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

部会長 妹背牛町健康福祉課長 河野 和浩 ２年交代（H28～H29） 

副部会長 深川保健所企画総務課企画主幹 本多 信衛  

委 員 

深川医師会副議長 児島 俊一 児島医院 院長 

北海道薬剤師会北空知支部深川部会 神戸 真希 なの花薬局 

北空知介護支援専門員連絡協議会 今田 裕之 居宅清祥園 

北空知区域内介護事業所 原田 順子 深川地域訪看 

北空知区域内介護事業所 山崎 雄大 居宅りぶれ 

深川地区消防組合深川消防署指令救急課救急救助係長 柴田 和宏  

深川保健所企画総務課主査 佐藤 一美  

秩父別町住民課主査 太田 祥予  

北竜町住民課介護保険係 島影 奈保子  

沼田町保健福祉課保健師 深尾 知未  

深川市健康福祉課課長補佐 本多 孝二  

 深川市高齢者支援課地域包括支援係 和田 奈津美  
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事務局 

深川市立病院地域連携室室長 村澤 眞由美  

深川市立病院地域連携室主幹 武井 博道 
平成29年4月1日 

３人体制→４人体制 

深川市立病院地域連携室副室長 坂井 良江  

深川市立病院地域連携室地域連携係主任 佐藤 恵里  

 

４.関係会議等開催状況  

○第１回部会 平成２９年 ７月２５日（火）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

 在宅医療・在宅介護に関する住民へのアンケート調査（案）について 

( 2)医療介護連携支援センターの運営と相談の受付、関係者の連携と調整 

 退院調整・退院支援に係る取り組みについて 

( 3)その他 

○第２回部会 平成２９年１１月３０日（火）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)退院調整・在宅生活支援小部会 

( 2)研修企画会議 

( 3)アンケート小部会 

 

○第１回退院調整在宅支援小部会 平成２９年 ８月２４日（木）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)小部会における検討の方向・内容について確認する 

（たたき台）   ①退院調整・退院支援に係る課題の対応策の検討を行う 

         ②北空知地域における退院支援ルールを検討する（検証・改善を含む） 

         ③情報シートの検討を行う（検証・改善を含む） 

         ④リーフレットの検討を行う（Ⅱ部会に提案する） 

         ⑤北空知地域における医療・介護の多職種連携ルールを検討する（検証・改善を含む） 

         ⑥救急あんしんカードとの連携について検討を行う 

○第２回退院調整在宅支援小部会 平成２９年 ９月２６日（木）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)病院がほしい情報・ケアマネがほしい情報 

( 2)北空知地域入退院支援・調整ルール（試案）に係る検討 

○第３回退院調整在宅支援小部会 平成２９年１０月３０日（月）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)病院がほしい情報・ケアマネがほしい情報 

( 2)北空知地域入退院支援・調整ルール（試案）に係る検討 

 

○第１回研修企画会議 平成２９年 ８月２８日（月）１８：００ 

検討事項 

( 1)平成２９年度北空知地域入退院支援に係る研修会企画案について 

( 2)北空知地域の入退院支援の現状課題について 

( 3)北空知地域の入退院支援の実態調査について 

○第２回研修企画会議 平成２９年１０月２４日（火）１８：００ 

検討事項 

( 1)北空知地域入退院支援にかかる実態調査結果について 

( 2)平成２９年度北空知地域入退院支援に係る研修会実施に向けて 
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○第３回研修企画会議 平成２９年１１月２７日（月）１８：００ 

検討事項 

( 1)平成２９年度第１回北空知地域入退院支援研修会 

 ①開催結果について 

 ②研修評価について 

 ③アンケート集計について 

 ④グループワークについて 

( 2)平成２９年度第１回北空知地域入退院支援研修会 

① 研修企画案について 

○第４回研修企画会議 平成３０年 １月３１日（水）１８：００ 

検討事項 

( 1)平成２９年度第２回北空知地域入退院支援研修会 

 ①研修企画案について 

２．その他 

○第５回研修企画会議 平成３０年 ３月２７日（水）１６：００ 

検討事項 

( 1)平成２９年度第１回北空知地域入退院支援研修会 

 ①開催結果について 

 ②研修評価について 

 ③グループワークについて 

 ④アンケート集計について 

その他 

 

○第１回アンケート小部会 平成２９年８月３０日（水）１８：００ 

協議・確認事項 

( 1)在宅医療・在宅介護に関する住民へのアンケート調査について 

 ①アンケートの目的 

② アンケートの実施方法 

 

○第１回北空知地域入退院支援研修会 平成２９年１１月 ３日（金）９：００ 

報告 「北空知地域の入退院支援に係る医療と介護の連携の現状」 

講演 「地域で暮らし続けるを実現するために～連携から、協働そして統合へ～」 

 講師：在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 代表 宇都宮宏子 氏 

グループ討議 「支援が必要なその人が自分らしく生活するための入退院支援を考える」 

全体会（講師助言） 

 

出席者 ８９名 

 医師：１名 薬剤師：１名 看護職：５２名 理学療法士：２名 作業療法士 ４名 

 介護支援専門員・保健師：３名 介護支援専門員・社会福祉士：１名 介護支援専門員：１６名 

 医療ソーシャルワーカー：２名 精神保健福祉士：２名 管理職：２名 事務職：３名 不明：1名 

○第２回北空知地域入退院支援研修会 平成３０年 ３月１６日（金）１８：００ 

リレー事例検討 「認知症をもつ夫婦が在宅で安定した生活が継続できるための支援」 

 コーディネーター：在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス 代表 宇都宮宏子 氏 

事例共有 

グループ討議 「本人の在宅生活をイメージし退院後の生活を組み立てるための支援」 

全体共有 

 

出席者 ９２名 

 医師：２名 薬剤師：８名 看護職：５３名 理学療法士：１名 作業療法士：１名 

 介護支援専門員・保健師：１名 介護支援専門員：１９名 

 医療ソーシャルワーカー：２名 管理栄養士 １名 その他：４名（管理者、社会福祉士、生活相談員） 
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５．平成２９年度事業の進捗状況 

( 1)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

 ①地域の介護の提供状況について、情報の確認と整理 

 ⇒確認、整理中。今後１市４町介護保険事業計画により確認する 

 ⇒在宅医療・在宅介護に関する住民へのアンケート調査を検討 ⇒平成３０年度に簡易アンケートを実施 

③ 切れ目のない在宅医療と在宅介護が提供される体制の構築のために必要な取組みの検討 

 ⇒北空知地域入退院支援・調整ルール（試案）を作成 

 ⇒北空知地域入退院支援研修会を２回開催 （北海道「在宅医療提供体制強化事業（多職種連携協議会運営事

業）」を活用し開催） 

( 2)医療介護連携支援センターの運営と相談の受付、関係者の連携と調整 

 ①北空知地域医療介護連携支援センターの設置と運営方針の設定 

 ⇒協定書 第７条 深川市立病院地域連携室内に設置 

 ②相談業務の開始 

 ⇒センターホームページにて周知（深川市立病院地域連携室にて対応） 

  深川市病院事業の設置等に関する条例施行規則「医療福祉相談及び退院調整支援に関すること」 

④ 北空知地域医療介護連携支援センター設置の周知 

（圏域内医療・介護関係者への周知のためのパンフレット作成、各市町広報紙への掲載依頼等） 

 ⇒「住み慣れたまちで安心して暮らすために」平成２９年４月全戸配布 16,000部（233,107円） 

  「北空知地域における地域包括ケアシステムの構築」について 15,000部（28,130円） 

  市立病院院外広報ほほえみ2017秋号へセンター設置と住民フォーラム開催につて掲載 

 ④相談窓口担当者の地域ケア会議への出席（関係者間の連携構築） 

 ⇒深川市・妹背牛町・沼田町の地域ケア会議に出席 

 ⑤訪問看護等在宅サービスとの連携・調整 

 ⇒センター（地域連携室）職員が随時対応 

 ⑥認知症施策の検討～部会内に検討部会を設け調査研究・検討を行う。 

 ⇒平成２９年度は深川市・北竜町と認知症初期集中支援チーム員専門職派遣業務委託契約を締結 

  （認知症初期集中支援推進事業実施要綱） ※平成３０年度 認知症サポート医養成事業実施 

・初期集中支援の実施件数 ５件（深川市４件、北竜町１件）、うち市立病院看護師派遣 １件（北竜町） 

  実施結果：３件～医療受診、介護サービスにつなぎ支援終了、２件～支援継続中 

※北空知管内の認知症サポート医 ５名 ⇒平成３０年度に認知症サポート医養成事業実施（２名） 

 

平成３０年度事業計画 

１．担当項目  

( 1)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

 ① 
切れ目なく在宅医療と在宅介護を提供するための体制づくりの検討 

 ○急変時診療体制の検討 ○夜間・休日診療体制の検討 ○在宅での支援体制の検討 

( 2)医療介護連携支援センターの運営と相談の受付、関係者の連携と調整 

 ① 「北空知地域医療介護連携支援センター」の設置と運営 

 
② 

 

相談コーディネーター（看護師、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員など実務経験を有する人材）

の配置 

 
③ 

 

各市町地域包括支援センターからの医療・介護連携に関する事項の相談の受付（地域住民からの相談は、

従来どおり各市町の地域包括支援センターが行うが、直接センターへの相談も受け付けることとする。） 

 ④ 退院の際の医療及び介護関係者との連携調整と相互の紹介、他圏域病院との連携調整 

 ⑤ 訪問看護等在宅サービスとの連携・調整 

 ⑥ 認知症施策の検討 
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２．平成３０年度事業計画  

( 1)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

 ① 地域の介護の提供状況について、情報の整理 

 ② 切れ目のない在宅医療と在宅介護が提供される体制の構築のために必要な取組みの実施 

( 2)医療介護連携支援センターの運営と相談の受付、関係者の連携と調整 

 ① 北空知地域医療介護連携支援センターの運営 

 ② 相談業務の充実 

 ③ 北空知地域医療介護連携支援センター業務の周知 

 ④ 相談窓口担当者の地域ケア会議への出席（関係者間の連携構築） 

 ⑤ 訪問看護等在宅サービスとの連携・調整 

 ⑥ 認知症施策の検討・実施 

 

３．部会構成員（平成３０年４月～平成３１年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

部会長 妹背牛町健康福祉課長 河野 和浩 ２年交代（H30～H31） 

副部会長 深川保健所企画総務課企画主幹 
本多 信衛 
 ↓ 
齋藤 顕敏 

 

委 員 

深川医師会副議長 児島 俊一 児島医院 院長 

北海道薬剤師会北空知支部深川部会 
神戸 真希 
 ↓ 
工藤 博之 

なの花薬局 

北空知介護支援専門員連絡協議会 今田 裕之 居宅清祥園 

北空知区域内介護事業所 原田 順子 深川地域訪看所長 

北空知区域内介護事業所 山崎 雄大 居宅りぶれ 

深川地区消防組合深川消防署指令救急課救急救助係長 柴田 和宏  

深川保健所企画総務課主査 佐藤 一美  

秩父別町住民課住民福祉グループ主査 太田 祥予  

北竜町住民課介護保険係 
 ↓ 
北竜町地域包括支援センター介護予防係 

島影 奈保子  

沼田町保健福祉課保健師 
 ↓ 
沼田町保健福祉課福祉グループ主査 

阿部 知未 
 ↓ 
渡辺 正人 

←深尾 知未 
 
 

深川市健康福祉課課長補佐 
 ↓ 
深川市健康福祉課障がい福祉係長 

本多 孝二 
 ↓ 
村田 真紀 

 

深川市高齢者支援課地域包括支援係 
立川 智章 
 ↓ 
鎌塚 聡子 

 

事務局 

深川市立病院地域連携室室長 村澤 眞由美  

深川市立病院地域連携室主幹 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係調査員 

武井 博道 
 ↓ 
三ツ井 隆博 

 

深川市立病院地域連携室副室長 坂井 良江  

深川市立病院地域連携室地域連携係主任 佐藤 恵里  
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４．年間スケジュール（案）  

年月日 項  目 内  容 

４月 
正副座長・部会長

等会議 
役員交代に伴う引き継ぎ及びH30事業の実施方法等の協議・調整 

５月 第１回運営会議 部会長→部会の議案説明 

６月 協議会 部会長→部会の議案説明 

６月 第1回部会 

（１）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

①地域の介護の提供状況について、情報の確認と整理 

②切れ目のない在宅医療と在宅介護が提供される体制の構築のために必要な

取組みの検討 

（２)医療介護連携支援センターの運営と相談の受付、関係者の連携と調整 

①北空知地域医療介護連携支援センターの運営 

②相談業務の充実 

③北空知地域医療介護連携支援センター業務の周知 

④相談窓口担当者の地域ケア会議への出席（関係者間の連携構築） 

⑤訪問看護等在宅サービスとの連携・調整 

⑥認知症施策の検討・実施 

 
第２回運営会議 部会長→部会事業の進捗状況説明 

９月 第２回部会  

 第３回運営会議 部会長→部会事業の進捗状況説明 

１２月 第３回部会  

 第４回運営会議 部会長→部会事業の進捗状況説明 

２月～３月 第４回部会 H30事業報告及びH31事業計画について 

※このほか、必要に応じて作業部会や小部会などを設置し、事業の円滑な推進を図ります。 

 

平成３０年度 北空知地域医療介護連携支援センター体制 

役  職 所属団体・役職 氏  名 担  当 

センター長 深川市立病院副院長 新居 利英 センター業務統括 

センター長代理 深川市立病院事務部長 吉田 博昭 センター長の職務代理 

副センター長 深川市立病院地域連携室長 村澤 眞由美 
運営会議 
退院調整・在宅生活支援部会 

事務局長 
深川市立病院地域連携室 

地域連携係調査員 
三ツ井 隆博 

運営会議及び専門部会の運営調整、 

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業等の進行調整 

事務局次長 
深川市立病院地域連携室 

副室長 
坂井 良江 退院調整・在宅生活支援部会 

事務局員 

深川市立病院地域連携室 

地域連携係長 
藤原 智美 

多職種連携・地域啓発部会 
地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業 

深川市立病院地域連携室 

地域連携係主査 
赤松 充敏 

多職種連携・地域啓発部会 
地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業 

深川市立病院地域連携室 

地域連携係主査 
尾中 康晴 

運営会議 
医療・介護情報共有支援部会 

深川市立病院地域連携室 

地域連携係主任 
佐藤 恵里 退院調整・在宅生活支援部会 
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Ⅲ 多職種連携・地域啓発部会 
 

平成２９年度事業報告 

１．担当項目  

( 1)医療･介護関係者の研修会の実施 

①深川保健所による多職種合同研修会の引き継ぎと事業実施 

②医療・介護関係者を対象とした多職種研修会の実施 

  ・関係団体の研修事業等との連携と活用による研修会の企画立案 

  ・各市町地域ケア会議等の活用による研修会の検討と実施 

③地域リハビリテーション活動支援事業の活用 

( 2)地域住民への普及啓発 

①在宅医療や介護などについての講演会等の開催 

・保健所または各市町での事業等を活用することとし、具体的な実施内容及び役割分担等について検討 

・高齢者虐待の未然防止や早期発見への啓発事業の実施検討 

②在宅医療や介護に関する内容の各市町広報誌やホームページへの掲載依頼 

 

２．平成２９年度事業計画  

( 1)医療･介護関係者の研修会の実施 

①多職種合同研修会の企画立案と実施 

②地域内の研修事業の把握による共同開催等の検討 

③研修会の開催に際してのアンケート実施 

④地域リハビリテーション活動支援事業の活用 

各市町の事業調査とリハビリテーション専門職の派遣調整 

( 2)地域住民への普及啓発 

①地域住民向けの講演会の企画立案と実施 

  ・在宅医療や介護サービスに関する内容を検討 

  ・在宅医療、介護で受けられるサービス内容や利用方法等について、住民啓発用パンフレット配布 

各市町ホームページへの掲載依頼（支援センターホームページへのリンク） 

  ・高齢者虐待に対する地域住民の理解を深める内容についても検討 

 

３．部会構成員（平成２９年４月～平成３０年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

部会長 北竜町地域包括支援センター長兼住民課長補佐 南 祐美子 ２年交代（H28～H29） 

副部会長 北空知介護支援専門員連絡協議会 桑原 薫 幸鐘会 

委員 

深川医師会理事 代田 剛  

北空知歯科医会長 伊東 由紀夫 伊東歯科医院 院長 

北海道薬剤師会北空知支部深川部会 岡安 哲男 深川市立病院 薬剤部長 

北空知区域内介護事業所 及川 雅裕 ＧＨ碧水 管理者 

深川市介護者と共に歩む会会長 北本 清美  

深川保健所企画総務課主査 佐藤 一美  

妹背牛町健康福祉課主査 野本 里恵  

秩父別町住民課保健師 池田 有里恵  

沼田町地域包括支援センター(介護支援専門員) 磵 宏一  

深川市高齢者支援課地域包括支援係長 北垣 千絵  

事務局 

深川市立病院地域連携室長 村澤 眞由美  

深川市立病院管理課長 高田 光徳  

深川市立病院地域連携室地域連携係主査 赤松 充敏  
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４.関係会議等開催状況  

○第１回部会 平成２９年 ６月３０日（金）１７：３０ 

報告事項 

( 1)住民啓発用パンフレットについて 

協議事項 

( 1)平成２９年度多職種合同研修会について 

( 2)平成２９年度住民フォーラムについて 

( 3)平成２９年度地域住民への向け研修会について 

○第２回部会 平成２９年１１月 ６日（月）１７：３０ 

報告事項 

( 1)平成２９年度多職種合同研修会の開催結果について 

協議事項 

( 1)平成２９年度住民フォーラムについて 

( 2)平成３０年度地域リハ活動支援事業の予定調査について 

その他 

( 1)平成２９年度地域住民への向け研修会について 

( 2)平成２９年度地域リハ活動支援事業の状況報告について 

○第３回部会 平成３０年２月２０日（日）１８：００ 

協議事項 

（ 1）多職種合同研修会について 

（ 2）住民フォーラムについて   

（ 3）H30地域住民向けの講演会について 

（ 4）H30地域リハ活動支援事業の集約結果について 

（ 5）H29事業報告及びH30事業計画について 

 

○第１回多職種合同研修会企画担当者会議 平成２９年 ５月１７日（金）１７：３０ 

協議事項 

（ 1）日程、場所について  

（ 2）テーマの設定について 

（ 3）研修内容について（対象者・講師依頼 ・実施形式） 

○第２回多職種合同研修会企画担当者会議 平成２９年 ９月２５日（月）１７：３０ 

協議事項 

（ 1）研修会内容 

（ 2）スケジュールと役割分担について 

（ 3）アンケートの内容について 

（ 4）グループワークの内容・手法等について 

○第３回多職種合同研修会企画担当者会議 平成２９年１１月２０日（月）１７：３０ 

協議事項 

( 1) 多職種合同研修会ＧＷ結果のまとめ方について 

○第４回多職種合同研修会企画担当者会議・第３回住民フォーラム企画担当者会議 

平成２９年１２月２６日（火）１７：００ 

協議事項 

( 1)住民フォーラムの開催結果について 

( 2)多職種合同研修会ＧＷ結果のまとめについて 

( 3)看護協会に提出する成果報告書について 

 

○第１回住民フォーラム企画担当者会議 平成２９年８月３日（木）１7：３０ 

協議事項 

（ 1）北空知地域住民フォーラムの開催に向けて 

（ 2）事業計画案について 
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○第２回住民フォーラム企画担当者会議 平成２９年１０月１８日（水）１7：３０ 

協議事項 

（ 1）北空知地域住民フォーラムの開催に向けて 

（ 2）次回開催時期 

 

○多職種連携・地域啓発部会による高齢者及び認知症支援のための看護連携等推進事業の活用について会議 

平成２９年５月２３日（火）１７：００ 

協議事項 

（ 1）北海道看護協会支部事業について 

    平成２９年度高齢者及び認知症支援のための看護連携等推進事業 

（ 2）北空知地域看護連携推進会議について 

（ 3）事業計画案について 

（ 4）今後の方向性について 

○多職種合同研修会等 事務局・保健所打合せ会議 平成２９年６月２３日（金）１３：３０ 

協議事項 

（ 1）北海道看護協会事業について 

（ 2）平成２７年度までの保健所研修結果について 

（ 3）平成２９年度研修企画案について 

 

≪地域包括ケアに携わる多職種合同研修会 兼 北空知介護支援専門員連絡協議会研修会≫ 

 平成２９年１０月１４日（土）１７：００ 深川市経済センター３階多目的ホール 

 参加人数：１０８名 

 「多職種連携を深めて見えてきたこと」を演題に、「ＣＣＬ（ククル）本音で地域連携の在り方を検討する会」

のメンバーである釧路協立病院医療福祉相談室 望月 誠 氏から「くしろでのＣＣＬの取組み」、金安薬局中園

店薬剤師・北海道薬剤師会在宅医療福祉委員会 釧路支部委員 宮前 彰彦 氏から「在宅医療における薬剤師の

役割」、杉元内科医院院長・釧路市医師会理事 杉元 重治 氏から「釧路地域における在宅医療の現状とＣＣＬ」

について講演いただき、講演の後は、参加者が１４のグループに分かれグループワークを行いました。 

 

≪在宅療養を考える北空知地域住民フォーラム≫ 

「いずれはみんなに訪れる人生の最期 どう迎えたいですか？どう送りたいですか？」 

平成２９年１２月 ２日（土）１３：３０ 深川市経済センター３階多目的ホール 

参加人数：１３５名 

 妹背牛町民劇団「わかち愛」に皆さんにより、「なかよし老人」～ぼけても、病気になっても支え合って、地

域で暮らす老人の物語～ が上演され、演劇のあとは、北空知地域医療介護連携支援センター 村澤副センター

長より、在宅療養するための社会資源の紹介と、深川市立病院訪問看護ステーションみのり 立花管理者より、

がん末期患者の支援について事例発表を受けた後、参加者等による意見交換を行いました。 

 

≪地域住民への向け研修会（妹背牛町老人クラブ生涯講座）≫ 

平成２９年１２月２１日（木）１０：３０ 妹背牛町老人福祉センター 

 北空知の医療看護（訪問看護とリハビリ）啓発用パンフレットの説明などを行いました。 
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５．平成２９年度事業の進捗状況  

( 1)医療･介護関係者の研修会の実施 

①多職種合同研修会の企画立案と実施 

②地域内の研修事業の把握による共同開催等の検討 

③研修会の開催に際してのアンケート実施 

  ⇒10月14日(土)多職種合同研修会を開催、108人が参加。 

（北海道看護協会「高齢者および認知症者支援のための看護職連携推進事業」を活用し開催） 

②を踏まえ、北空知介護支援専門員連絡協議会、北海道看護協会、北海道看護協会北空知支部、北空知地

域医療介護確保推進協議会の４者共催で開催し、アンケートを実施。詳細は、北空知地域医療介護連携支

援センターホームページに掲載。 

また、グループワークで抽出された今後の北空知の連携の課題について、まとめの作業を実施し、翌年度 

以降の事業に役立てることとしている。 

④地域リハビリテーション活動支援事業の活用 

各市町の事業調査とリハビリテーション専門職の派遣調整 

  ⇒各市町の年間事業内容を調査・集約し専門職の派遣調整を行った。 

( 2)地域住民への普及啓発 

①地域住民向けの講演会の企画立案と実施 

  ○在宅医療や介護サービスに関する内容を検討 

  ○在宅医療、介護で受けられるサービス内容や利用方法等について、住民啓発用パンフレット配布 

⇒住民啓発用パンフレットは、４月以降に各市町の住民へ全戸配布した。 

・地域住民向け講演会として、各市町の研修会等に合わせて行うこととし、そのメニューは訪問看護 

（市立病院やケア事業団の訪問看護師を活用）と地域リハビリ事業に関するものとし、妹背牛町で 

12月21日（木）に開催した。 

・12月2日(土)「在宅療養を考える北空知地域住民フォーラム」を開催、135人が参加。 

 北海道看護協会「高齢者および認知症者支援のための看護職連携推進事業」を活用し、北空知介護支援

専門員連絡協議会、北海道看護協会、北海道看護協会北空知支部、北空知地域医療介護確保推進協議会

の４者共催で開催。 

  ○高齢者虐待に対する地域住民の理解を深める内容についても検討 

⇒高齢者虐待に関しては、今後の検討に向けた情報収集に資するため、研修会に参加した。 

平成29年度北海道高齢者虐待防止推進研修会【基礎編】8/28 札幌開催  

深川市１名、支援センター１名 

【在宅編】9/13  札幌開催  

北空知介護支援専門員連絡協議会１名、沼田１名 

【施設編】12/7 札幌開催  

北空知区域内介護事業所１名 

 

平成３０年度事業計画 

１．担当項目  

( 1) 医療･介護関係者の研修会の実施 

 ①深川保健所による多職種合同研修会の引き継ぎと事業実施 

 ②医療･介護関係者を対象とした多職種研修会の実施 

 ・関係団体の研修事業等との連携と活用による研修会の企画立案 

 ・各市町地域ケア会議等の活用による研修会の検討と実施 

③地域リハビリテーション活動支援事業の活用 

( 2)地域住民への普及啓発 

 ①在宅医療や介護などについての講演会等の開催 

 ・保健所または各市町での事業等を活用することとし、具体的な実施内容及び役割分担等について検討 

 ・高齢者虐待の未然防止や早期発見への啓発事業の実施検討 

 ②在宅医療や介護に関する内容の各市町広報誌やホームページへの掲載依頼 
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２．平成３０年度事業計画  

( 1) 医療･介護関係者の研修会の実施 

 ①多職種合同研修会の企画立案と実施 

 ②地域内の研修事業の把握による共同開催等の検討 

 ③研修会の開催に際してのアンケート実施 

 ④地域リハビリテーション活動支援事業の活用 

 ・各市町の事業調査とリハビリテーション専門職の派遣調整 

( 2)地域住民への普及啓発 

 ①地域住民向けの講演会の企画立案と実施 

 ・在宅医療や介護サービスに関する内容を検討 

 ・高齢者虐待に対する地域住民の理解を深める内容についても検討 

 

３．部会構成員（平成３０年４月～平成３１年３月） 

役  職 所属団体・役職 氏  名 備  考 

部会長 
北竜町地域包括支援センター長兼住民課長補佐 
 ↓ 
北竜町地域包括支援センター主幹兼保健指導係長 

南 祐美子 
 ↓ 
神薮 早智 

２年交代（H30～H31） 

副部会長 北空知介護支援専門員連絡協議会 桑原 薫 幸鐘会 

委 員 

深川医師会理事 代田 剛  

北空知歯科医会長 伊東 由紀夫 伊東歯科医院 院長 

北海道薬剤師会北空知支部深川部会 岡安 哲男 深川市立病院 薬剤部長 

北空知区域内介護事業所 及川 雅裕 ＧＨ碧水 管理者 

深川市介護者と共に歩む会会長 北本 清美  

深川保健所企画総務課主査 佐藤 一美  

妹背牛町健康福祉課主査 野本 里恵  

秩父別町住民課保健師 池田 有里恵  

沼田町地域包括支援センター(介護支援専門員) 磵 宏一  

深川市高齢者支援課地域包括支援係長 
北垣 千絵 
 ↓ 
佐  々 まゆみ 

 

事務局 

深川市立病院地域連携室長 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係調査員 

村澤 眞由美 
 ↓ 
三ッ井 隆博 

 

深川市立病院管理課長 
 ↓ 
深川市立病院地域連携室地域連携係係長 

高田 光徳 
 ↓ 
藤原 智美 

 

深川市立病院地域連携室地域連携係主査 赤松 充敏  
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４．年間スケジュール（案）  

年月日 項  目 内  容 

４月 正副座長・部会長等会議 役員交代に伴う引き継ぎ及びH30事業の実施方法等の協議・調整 

５月 第１回運営会議開催 部会長→部会の議案説明 

５月 第1回部会開催 (1)医療･介護関係者の研修会の実施 

 ①多職種合同研修会の企画立案と実施 

 ②地域内の研修事業の把握による共同開催等の検討 

 ③研修会の開催に際してのアンケート実施 

 ④地域リハビリテーション活動支援事業の活用 

  各市町の事業調査とリハビリテーション専門職の派遣調整 

(2)地域住民への普及啓発 

 ①地域住民向けの講演会の企画立案と実施 

 ・在宅医療や介護サービスに関する内容を検討 

６月 第１回協議会議開催 部会長→部会の議案説明 

未定 住民向け講演会の開催  １市４町それぞれの地域での開催を可能な範囲で実施する。 

７月下旬 部会長・事務局打ち合わせ 第２回部会の協議事項等確認 

８月中旬 第２回部会開催 (1)医療･介護関係者の研修会の実施 

 ①多職種合同研修会の企画立案と実施 

 ②地域内の研修事業の把握による共同開催等の検討 

 ③研修会の開催に際してのアンケート実施 

 ④地域リハビリテーション活動支援事業の活用 

  各市町の事業調査とリハビリテーション専門職の派遣調整 

(2)地域住民への普及啓発 

 ①地域住民向けの講演会の企画立案と実施 

 ・在宅医療や介護サービスに関する内容を検討 

 ・高齢者虐待に対する地域住民の理解を深める内容についても検討 

９月 

～１０月 

研修会開催 多職種合同研修会 

未定 第2回運営会議への参加 部会長及び事務局（必要に応じて出席） 

２月上旬 部会長・事務局打ち合わせ 第３回部会の協議事項等確認 

２月下旬 第３回部会開催 ①多職種合同研修会の事業報告 

 次年度、多職種合同研修会の実施方法等について検討 

②地域リハビリテーション活動支援事業の翌年度予定報告 

③Ｈ３０事業報告及びＨ３１事業計画について 

未定 第３回運営会議への参加 部会長及び事務局（必要に応じて出席） 

※このほか、必要に応じて作業部会や小部会などを設置し、事業の円滑な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 



項目 予算額 決算額 増減額

委託料 10,944,720 10,944,720 0

合　計 10,944,720 10,944,720 0

項目 予算額 決算額 増減額

人件費 8,250,000 8,250,000 0

連絡車両
維持費

342,000 342,000 0

事業費 600,000 212,133 -387,867

北空知地域医療介護確保推進協議会
　運営会議
　Ⅰ医療・介護情報共有支援部会
　Ⅱ退院調整・在宅生活支援部会
　Ⅲ多職種連携・地域啓発部会

多職種合同研修会催経費　81,364円
住民フォーラム開催経費　54,409円
ホームページ更新・管理　54,000円
研修旅費及び受講料等　　22,360円

事務費 459,600 425,554 -34,046 事務費　425,554円

消耗品・消耗備品　　　　112,643円
介護新聞購読料　　　　　 16,200円
郵送料　　　　　　　　　 13,452円
コピー機賃借及び使用料　283,259円
※事務室及びパソコン等備品等使用料は含んでいません。

一般管理費 482,400 904,313 421,913

消費税 810,720 810,720 0

合　計 10,944,720 10,944,720 0

項目 予算額 決算額 増減額

委託料 9,326,880 9,326,880 0

合　計 9,326,880 9,326,880 0

項目 予算額 決算額 増減額

人件費 7,450,800 7,450,800 0

連絡車両
維持費

382,800 382,800 0

事務費 391,400 396,502 5,102 事務費計　396,502円

研修旅費及び受講料等　　　 15,600円
消耗品　プリンタインク他　149,704円
燃料費　ガソリン代　　　　 37,716円
備品　　ハードディスク他　142,106円
保険料　任意保険料　　　　 20,752円
連絡車両レンタル消費税　　 30,624円
※事務室等使用料は含んでいません。

一般管理費 411,000 405,898 -5,102

消費税 690,880 690,880 0

合　計 9,326,880 9,326,880 0

平成２９年度　北空知地域医療介護連携支援センター事業(地域医療・介護連携推進事業)決算

収入

積算等内訳

各市町負担金
　　深川市　　4,785,874円
　　妹背牛町　1,630,540円
　　秩父別町　1,490,869円
　　北竜町　　1,412,551円
　　沼田町　　1,624,886円
　　　計　　 10,944,720円

支出

積算等内訳

北空知地域医療介護連携支援センター業務に係る人件費
　7,500,000円（市立病院正規看護職員平均給与費）×1.1＝8,250,000円

年間車両レンタル料等　682,055円／台×0.5(車両利用割合)≒342,000円

当初予算（人件費＋連絡車両維持費＋事業費＋事務費）9,229,687円×10％＝922,968円⇒904,313円【9.79787％】
（参考：総務省が示す一般管理費上限額は10％）

消費税（8％）　10,134,000円×8％＝810,720円

平成２９年度　地域リハビリテーション活動支援事業 決算

収入

積算等内訳

各市町負担金
　　深川市　　5,292,072円
　　妹背牛町　1,128,553円
　　秩父別町　  944,253円
　　北竜町　　  840,912円
　　沼田町　　1,121,090円
　　　計　　  9,326,880円

支出

積算等内訳

北空知地域リハビリテーション活動支援事業に係る人件費
　7,474,995円（作業療法士給与費実費額）×1人区＝7,474,995円

イグニス　@31,900円×12ヶ月＝382,800円

当初予算（人件費＋連絡車両維持費＋事務費）8,230,102円×5％＝411,505円⇒405,898円【4.93187％】
（参考：総務省が示す一般管理費上限額は10％）

消費税（8％）　8,636,000円×8％＝690,880円

多職種合同研修・住民フォーラム・入

退院支援研修会の開催経費について、

センター会計以外から603,145円の共

催団体等から補助・負担あり
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項目 前年度予算額 予算額 増減額

委託料 10,944,720 10,944,720 0

合　計 10,944,720 10,944,720 0

項目 前年度予算額 予算額 増減額

人件費 8,250,000 8,250,000 0

連絡車両
維持費

342,000 342,000 0

事業費 600,000 600,000 0

北空知地域医療介護確保推進協議会
　運営会議
　Ⅰ医療・介護情報共有支援部会
　Ⅱ退院調整・在宅生活支援部会
　Ⅲ多職種連携・地域啓発部会

協議会等の開催経費
講演会等の講師謝礼・会場使用料
パンフレット作成経費
ホームページ作成・更新・管理経費など
　※1専門部会あたり200,000円を基本とし、配分調整する。

事務費 459,600 459,600 0

一般管理費 482,400 482,400 0

消費税 810,720 810,720 0

合　計 10,944,720 10,944,720 0

項目 前年度予算額 予算額 増減額

委託料 9,326,880 9,326,880 0

合　計 9,326,880 9,326,880 0

項目 前年度予算額 予算額 増減額

人件費 7,450,800 7,450,800 0

連絡車両
維持費

382,800 382,800 0

事務費 391,400 391,400 0

一般管理費 411,000 411,000 0

消費税 690,880 690,880 0

合　計 9,326,880 9,326,880 0

事務費　7,833,600円×5％＝391,680円⇒391,400円【4.99655％】
　旅費・参考図書・消耗品費・燃料費・光熱水費・印刷製本費・通信運搬費・使用料及び賃借料・負担金など

平成３０年度　地域リハビリテーション活動支援事業 予算（案）

収入

積算等内訳

各市町負担金
　　深川市　　5,308,115円
　　妹背牛町　1,120,345円
　　秩父別町　  941,267円
　　北竜町　　  837,927円
　　沼田町　　1,119,226円
　　　計　　  9,326,880円

支出

積算等内訳

北空知地域リハビリテーション活動支援事業に係る人件費
　7,474,995円（作業療法士給与費実費額）×1人区＝7,474,995円

イグニス　@31,900円×12ヶ月＝382,600円

当初予算（人件費＋連絡車両維持費＋事務費）8,225,000円×5％＝411,250円⇒411,000円【4.99696％】
（参考：総務省が示す一般管理費上限額は10％）

消費税（8％）　8,636,000円×8％＝690,880円

事務費　9,192,000円×5％＝459,600円
　旅費・参考図書・消耗品費・燃料費・光熱水費・印刷製本費・通信運搬費・使用料及び賃借料・負担金など

平成３０年度　北空知地域医療介護連携支援センター事業(地域医療・介護連携推進事業) 予算（案）

収入

積算等内訳

各市町負担金
　　深川市　　4,798,032円
　　妹背牛町　1,624,320円
　　秩父別町　1,488,607円
　　北竜町　　1,410,289円
　　沼田町　　1,623,472円
　　　計　　 10,944,720円

支出

積算等内訳

北空知地域医療介護連携支援センター業務に係る人件費
　7,500,000円（市立病院正規看護職員平均給与費）×1.1＝8,250,000円

年間車両レンタル料等　682,055円／台×0.5(車両利用割合)≒342,000円

当初予算（人件費＋連絡車両維持費＋事業費＋事務費）9,651,600円×5％＝482,580円⇒482,400円【4.99841％】
（参考：総務省が示す一般管理費上限額は10％）

消費税（8％）　10,134,000円×8％＝810,720円
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