
北空知地域医療介護確保推進協議会
専門部会事業報告に係る説明資料
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開催日・場所 事業名 内 容

９月２１日（金）
１６:３０～１９:００
北竜町

第１回認知症初期集

中支援事業事例共有
検討会

認知症初期集中支援事業に係る関係市町及び関係機関の専門職等による
学習会。第１回は、北竜町の初期集中支援チームの事例を共有検討。
参加者２３名

９月２８日（金）
１８:１５～２０:００
深川市立病院

第１回入退院支援研
修会

入退院支援調整に係る病院・介護・福祉関係者の連携を深める研修会。第１
回は、病院・看護師からの事例をグループワークにより検討。今年度から北
空知地域入退院支援・調整ルールの普及促進に取り組む。参加者１０３名

１０月２０日（土）
１３:３０～１６:００
妹背牛町

在宅医療・介護を考
える北空知地域住民
フォーラムin妹背牛

在宅医療と介護について地域住民に考えてもらう地域啓発事業。関係市町持
ち回りで、講演会や研修会など地域の実情に応じて企画。今年度は妹背牛町
で開催、講師は北星学園大学の杉岡直人先生。参加者９７名

１０月３１日（水）
１８:００～２１:３０
プラザホテル板倉

地域包括ケアに携わ
る多職種合同研修会

地域包括ケアに携わる関係者の交流研修会。今年度は顔の見える多職種連
携ツール「ケア・カフェ」を学び体験交流（意見交換） 講師は「ケア・カフェ」の
手法を開発したケア・カフェジャパン代表の阿部泰之先生（旭川医科大学病
院医師）。研修会終了後、飲みニケーション交流会を開催。事業は北空知介
護支援専門員連絡協議会との共催で実施。参加者１２１名、交流会４６名

１１月３０日（金）
１８:１５～１９:５０
深川市立病院

第２回入退院支援研
修会

入退院支援調整に係る病院・介護・福祉関係者の連携を深める研修会。第２
回は、地域・ケアマネジャーからの事例をグループワークにより検討。
参加者８３名

２月１日（金）
１８：００～１９：４０
深川市

地域リハ活動支援事
業事例共有検討会

居宅介護支援専門員スキルアップ研修会として、地域リハビリテーション活動
支援事業３年間の成果と課題を報告し、事例をグループワークで共有検討。
事業は北空知介護支援専門員連絡協議会との共催で実施。参加者２９名

２月８日（金）
１８：００～１９：４０
深川市

第２回認知症初期集

中支援事業事例共有
検討会

認知症初期集中支援事業に係る関係市町及び関係機関の専門職等による
学習会。第２回は、深川市の初期集中支援チームの事例を共有検討。
参加者２６名

２月１８日（月）
１８：００～１９：４０
深川市

多職種連携ツール導
入調査研究会

ＩＣＴを活用した多職種連携（地域連携）ツールの導入について、システム提供
事業者の提案を聞く調査研究会を開催。
参加者２１名

平成３０年度北空知地域医療介護確保推進協議会各種研修事業等
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医療・介護資源等のガイドのほか、研修会等の案内や各種
事業の報告の掲載など、ホームページを２３回更新しました。
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「北空知地域入退院支援・調整ルール」試行事業
Ｈ２９年度に検討、３０年８月から実施
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ケアマネ事業所の情報提供様式に
ない追加情報を記載する方式



機能・使い
勝手

事業所で所有するパソコン、タブレット、スマートフォンの端末で利用可能。移動端末から現場等で記録ができる。
○コメント機能～ＬＩＮＥのような使い勝手で、患者・利用者ごとに多職種の支援者がタイムリーにコメントできる。バイタルデータの
入力、褥瘡の状況写真なども投稿できる。 住所からグーグルマップで地図表示できる。
○関連文書機能～利用者単位で入院時情報連携シートやサービス利用計画などの文書や資料を投稿、ファイリングできる。
○掲示板・回覧版機能～研修会の案内や通知文書など、お知らせや連絡事項を一度に連絡できる。閲覧状況も把握できる。
○会議室機能 参加者を限定しバーチャルな会議ができる。テーマごとに情報共有が可能。相談窓口としても活用できる。資料も
書類の投稿も可能。 ○メッセージ機能 メールのように相手を指定して連絡・情報交換ができる。

他地域の
導入事例

・青森県八戸市 始まりはクリニックで、ＮＰＯ法人をつくりネットワークをつくったが、市が補助金を出して公共事業になった。
登録事業所１８０以上となっている。
・大分県由布市 由布市地域包括ケ推進協議会（市が事務局）を設け官民一体で導入。独自に「ケアカンファレンスシート」「医療介
護連携票」を作成し、「Mell＋community」に実装した。 独自の取り込みも可能
・そのほか事例集に、札幌市の医療法人稲生会の事例を掲載。ホームページにも動画で紹介。上川、空知は導入事例がない。

セキュリティ

・パスワード認証は、施設ＩＤ、スタッフＩＤ，パスワードの３重で管理している。
・使用権限も事業所ごとにスタッフのアクセス権を設定できる。操作ログも取得できる。
・厚生労働省などの資料情報セキュリティガイドラインに準拠
・情報はクラウドで管理、端末にデータは不要。そのため端末の機能はインターネット環境がある最低限のもので済むので、端末
購
入コストが抑えられる。・この間の大規模災害の実例で、端末や紙書類が破損・紛失しても、クラウドからの復旧可能であった。

導入・維持
経費

・初期導入支援日として、一式１８０，０００円、操作説明会が１回３０，０００円である。
・「Mell＋community」の利用料は、１事業所契約で月額１，５００円、年額１８，０００円と安価で持続可能な料金となっている。
・３０事業所の参加で、操作説明会を４回開催した場合は、初年度は９０７，２００円（税込）で、２年次以降は利用料５４０，０００円
（１８，０００円×３０事業所）となる。・操作説明会は２０人～３０人を対象に必要に応じて開催。
・契約事業所内のアカウントに制限はなく１台でも１００台でも利用料は同じ。
・機能と仕組みを考えるとかなり安価な価格である。

その他

・患者・利用者には同意が必要。どのように同意を得るかを地域で決める。導入地域等で同意について問題は聞いていない。
患者・利用者に多職種で支援することを説明し理解を得ている。
・どうのようは患者・利用者を対象にするかも地域で基準を決める必要がある。要介護度で決める例もある。
・デモだけでは分からないので、実際に試行してから検討することは可能か。⇒ 想定していないが、検討可能である。
・システムのアップデートは自動で行う。
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ＩＣＴ活用情報共有ツール導入調査研究に係るデモ説明会開催報告
２月１８日（月）１８：００～１９：４０ 深川市立病院 ２階 中会議室 出席１９名

株式会社ワイズマンのシステム「Mell＋community」の導入提案の説明を受け、５グループに分かれ担当者の説明を聞き
ながら端末を操作し機能や使い勝手などを確認し、最後に全体で質疑を行い調査した。



第１回北空知地域入退院支援研修会 ９月２８日 市立病院
～療養が必要な住民を支援する支援者の力量アップのために～

会場いっぱい！
１市４町から１０３名が参加

勤務終了後に参集 ２０時まで
熱気あふれる研修会でした 7

事例「地域包括病棟から在宅へ
～退院支援を振り返る～」
紹介は飯尾さん、安立さん

入退院支援・調整ルールを
説明する今田さん

２Ｇ発表：山口さん



第２回北空知地域入退院支援研修会 １１月３０日 市立病院
・１１月３０日（金）１８：１５～１９：５０ ・深川市立病院 ２階会議室
・参加者 ８２名（看護職３４名、介護支援専門員２８名、ＭＳＷ・ＳＷ・相談員７名、

リハビリ職１名、保健師８名、ヘルパー１名、事務職３名）
・研修目的 医療関係者と地域支援関係者が連携して入退院支援を進めていく関係を築く
・研修目標 ①北空知地域の支援関係者が本人や家庭の思いに添った入退院支援ができるようになる

②入退院支援をしていく上で、医療関係者と地域支援関係者がタイムリーな情報交換が
できるようになる

事例紹介
「在宅環境に問題のある方の在宅復帰」

「ゴミで溢れている」「お風呂がない」
「ガスがない」「買物にいけない」

「家族の協力もない」

このような状況の方を
食事、衛生、健康、環境の面から
どのような支援をしますか

事例紹介はケアマネ
の夏井さん

多職種、様々な意見を聞いて勉強になった。
困難事例検討はとても勉強になった。 8



第１回 認知症初期集中支援事業事例検討会
９月２１日（金） 北竜町すこやかセンター １６：３０～１９：００

事例：北竜町の集中支援事例「家族の同意が得られずにサービス導入が進まなかったケース」

事例に係った地域包括、サポート医、看護師の
チーム員のほか、ケアマネ、ヘルパーから報告が
あり、参加者が全員発言。様々な視点から事例を
共有し、支援方法を検討しました。
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北空知では、認知症サポート医の養成確保（７名）、

希望に応じて各市町の「集中支援チーム」へ市立病院
の看護師を派遣する事業を広域実施

参加者の発言は巧みな
板書で共有されました



第２回 認知症初期集中支援事業事例検討会
２月８日（金） 深川市健康福祉センター １８：００～１９：４０

事例： 「妻に対し暴力的行為があるアルツハイマー型認知症の方の家族支援」

10参加者２６名（医師、介護支援専門員、看護師、保健師、社会福祉士、作業療法士、事務職）

アドバイスする
サポート医の松本先生

事例を紹介する
鎌塚さん

参加者の発言をエコマップ
やホワイトボードで共有



在宅医療・介護を考える北空知地域住民フォーラムin妹背牛の開催報告
～ 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？ ～
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・日 時 平成３０年１０月２０日（土）１３：３０～１６：００
・場 所 妹背牛町 わかち愛もせうしひろば（ＪＡ北いぶき妹背牛支所）
・参加者 ９７名（妹背牛町６３名、深川市２０名、秩父別町２名、北竜町７名、沼田町２名、

その他３名、うち一般６３名、支援関係者３４名）

１市４町を巡回開催、
次年度は北竜町で開催



地域包括ケアに携わる多職種合同研修会の開催報告
～ 「顔の見える関係」から「多職種協働」、そして「チーム北空知」へ ～
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・平成３０年１０月３１日（水）１８：００～２１：３０
・プラザホテル板倉
・参加者 研修会：１２１名 交流会：４６名
・講師 阿部泰之さん（ケア・カフェジャパン代表）

模造紙には何を書いても（描
いても）ＯＫ いたずら書きも可

看護職３９名、介護支援専門員２５名、保健師１０名、ヘルパー
１０名、MSW・SW・相談員９名、事務職７名、リハビリ職６名、医

師５名、薬剤師３名、歯科医師２名、管理栄養士１名、精神保
健福祉士１名、歯科衛生士１名、その他２名



北空知地域リハビリテーション活動支援事業

個別訪問

関係スタッフと居宅訪問し、
自立支援に向け助言。

通所訪問

生活動作の再獲得、
集団活動への助言。

事例検討、地域課題の発掘
に向けリハ視点で参画。

地域ケア会議

担当者会議

心身・活動・参加に働きかける
ケアマネジメントを協議。

地域予防事業 スタッフ研修会

看護・介護職員等へ
リハ視点での介入方法を
紹介。

サロン・老人クラブ等にて
介護予防への意識を高める。
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市町名 年 度
個別
訪問

通所
訪問

地域ケア
会議等

サービス
担当者
会議

サロン・
予防教室
老人クラブ

等

研 修 その他 合計

深川市
H28年度 ３３ ５ １６ １１ １ ５ ７１
H29年度 ４４ ４ １０ １１ ２４ ７ ４ １０４
Ｈ30年度 ３６ ６ １３ １０ ２１ ４ ５ ９５

妹背牛町
H28年度 １４ ２ １３ ０ ０ １ ３０
H29年度 １５ ７ １１ ５ ３ ０ ２ ４３
Ｈ30年度 １３ ６ １２ ８ ４ ０ １ ４４

秩父別町
H28年度 １４ ０ ４ ６ １ １１ ３６
H29年度 ３４ ０ ２ ２９ １ ２ ５ ７３
Ｈ30年度 ２９ ０ １１ ２５ １ １ ３ ７０

北竜町
H28年度 １４ ６ １６ ０ １ ６ ４３
H29年度 １８ ７ １ １５ ２ ０ １ ４４
Ｈ30年度 ２１ １４ １ ２１ ２ ２ １ ６２

沼田町
H28年度 ９ ４ ８ ７ １ ０ ２９
H29年度 １１ ７ ３ ０ ８ ７ ７ ４３
Ｈ30年度 １７ １ １ ３ ９ １ ３ ３５

合計
H28年度 ８４ １７ ５７ ２４ ４ ２３ ２０９
H29年度 １２２ ２５ ２７ ６０ ３８ １６ １９ ３０７
Ｈ30年度 １１６ ２７ ３８ ６７ ３７ ８ １３ ３０６

年 度 深川市 妹背牛町 秩父別町 北竜町 沼田町 合計

平成２８年度 ７１ ３０ ３６ ４３ ２９ ２０９

平成２９年度 １０４ ４３ ７３ ４４ ４３ ３０７

平成３０年度 ９５ ４４ ７０ ６２ ３５ ３０６

○地域リハビリテーション活動支援事業実施件数
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沼田町：個別訪問・サロン活動へ
の助言件数が増加。

北竜町：包括スタッフ・通所事業所スタッフと
カンファレンス、研修会を定期開催。

深川市：市内通所事業所
スタッフ向け合同
研修会を初開催。

秩父別町：平成30年度より地域ケア会議へ
リハ職参画。個別訪問29件と
介護予防強化を継続。

妹背牛町：支援スタッフとの協議の場
が増える。対象者の課題・
目標・取り組みを共有へ。
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・地域リハビリテーション活動支援事業を担当する深川市
立病院の作業療法士から、平成２８年度から始まった地
域リハ３年間の取組の効果と課題について報告がなされ
ました。
・地域リハの活動は普及してきたが、個別訪問が多いが通
所事業所との協議が少ない、認知症のリハ活用が少ない、
スタッフ研修が減少している、リハ職の活用や分野に市
町差があるとの指摘や、
・サービスが入らない日や時間の活動のフォローをどうする
かが課題だとの指摘がありました。

・日 時 平成３１年２月１日（金）１８：００～１９：４０・場 所 深川市健康福祉センター デ・アイ
・目 的 地域リハビリテーション活動支援事業の３年間の取組内容と成果、

ケアマネージャーとしての地域リハビリテーション活用方法について学ぶ
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年月日 会議・行事等 場所

1 平成30年04月10日 運営会議座長・事務局長等引継会議 市立病院

2 平成30年04月19日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

3 平成30年04月24日 深川市地域ケア会議 深川市

4 平成30年04月25日 正副座長・部会長等会議 市立病院

5 平成30年05月10日 認知症多職種連携セミナー 深川市

6 平成30年05月14日 第1回運営会議 市立病院

7 平成30年05月15日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

8 平成30年05月22日 深川市地域ケア会議 深川市

9 平成30年05月23日 深川市認知症ケア研究会総会・研修会 深川市

10 平成30年05月24日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

11 平成30年05月25日 北空知介護支援専門員連絡協議会総会・研修会 深川市

12 平成30年06月15日 北空知地域医療介護確保推進協議会 市立病院

13 平成30年06月19日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

14 平成30年06月21日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

15 平成30年06月28日 Ⅱ部会:退院調整・地域生活支援部会第1回会議 市立病院

16 平成30年06月29日 Ⅰ部会：医療・介護情報共有支援部会第1回会議 市立病院

17 平成31年07月04日 Ⅲ部会：多職種連携・地域啓発部会第1回会議 市立病院

18 平成30年07月10日 Ⅰ部会＆Ⅱ部会合同事業調整会議 市立病院

19 平成30年07月17日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

20 平成30年07月19日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

21 平成30年07月24日 Ⅱ部会認知症・アンケート小部会第1回会議 市立病院

22 平成30年07月24日 深川市地域ケア会議 深川市

23 平成30年07月30日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第1回会議 市立病院

24 平成30年08月01日 Ⅲ部会：多職種合同研修会企画小部会第1回会議 市立病院

25 平成30年08月02日 北空知圏域難病対策地域協議会「講演会」 深川市

26 平成30年08月06日 Ⅲ部会：地域リハビリテーション活動支援事業調整会議第1回会議 市立病院

27 平成30年08月20日 北空知介護支援専門員連絡協議会役員会（地域リハ事業） 深川市

28 平成30年08月21日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

29 平成30年08月21日 深川市地域ケア会議 深川市

30 平成30年08月22日 Ⅲ部会：多職種合同研修会企画小部会第2回会議 市立病院

31 平成30年08月23日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

32 平成30年08月27日 Ⅲ部会地域啓発事業小部会第1回会議 市立病院

33 平成30年08月29日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第2回会議 市立病院

34 平成30年09月10日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第3回会議 市立病院

35 平成30年09月11日 深川市「2018年度メンタルヘルス講演会」 市立病院

36 平成30年09月18日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

37 平成30年09月20日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

38 平成30年09月21日 第1回認知症初期集中支援事業事例共有検討会 北竜町

39 平成30年09月26日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第4回会議 市立病院

40 平成30年09月27日 北海道医師会地域医療を担う青少年育成事業講演会「地域医療を考える」 北竜町

41 平成30年09月27日 深川市地域ケア会議 深川市

42 平成30年09月28日 第1回北空知地域入退院支援研修会 市立病院

43 平成30年10月11日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第5回会議 市立病院

44 平成30年10月12日 北空知地域住民フォーラム打合せ 妹背牛町

45 平成30年10月16日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

46 平成30年10月20日 在宅医療・介護を考える北空知地域住民フォーラムin妹背牛 妹背牛町

別紙１
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47 平成30年10月23日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

48 平成30年10月24日 Ⅲ部会：多職種合同研修会企画小部会第3回会議 市立病院

49 平成30年10月30日 認知症初期集中支援チーム員会議 市立病院

50 平成30年10月31日 地域包括ケアに携わる多職種合同研修会 深川市

51 平成30年11月03日 深川市認知症ケア研究会第2回研修会 深川市

52 平成30年11月06日 深川市地域ケア会議 深川市

53 平成30年11月07日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第6回会議 市立病院

54 平成30年11月15日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

55 平成30年11月18日 妹背牛町民劇団第6回公演「子どもでもわかる介護劇」 妹背牛町

56 平成30年11月20日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

57 平成30年11月26日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第7回会議 市立病院

58 平成30年11月27日 深川市地域ケア会議 深川市

59 平成30年11月30日 第2回北空知地域入退院支援研修会 市立病院

60 平成30年12月10日 Ⅲ部会：多職種合同研修会企画小部会第4回会議 市立病院

61 平成30年12月13日 Ⅲ部会地域啓発事業小部会第2回会議 市立病院

62 平成30年12月14日 北海道高齢者虐待防止推進研修会 旭川市

63 平成30年12月17日 沼田町地域ケア会議 沼田町

64 平成30年12月18日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

65 平成30年12月19日 Ⅱ部会入退院支援研修企画小部会第8回会議 市立病院

66 平成30年12月20日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

67 平成31年01月08日 深川市地域ケア会議 深川市

68 平成31年01月15日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

69 平成31年01月22日 深川市地域ケア会議 深川市

70 平成31年01月23日 第2回認知症初期集中支援事業事例共有検討会打ち合わせ 深川市

71 平成31年02月01日 北空知地域リハビリテーション活動支援事業事例共有検討会 深川市

72 平成31年02月06日 Ⅲ部会：多職種連携・地域啓発部会第2回会議 市立病院

73 平成31年02月08日 第2回認知症初期集中支援事業事例共有検討会 深川市

74 平成31年02月12日 Ⅱ部会:認知症・アンケート小部会第2回会議 市立病院

75 平成31年02月15日 北海道自治体病院協議会連携部会地域連携システム等推進会議 札幌市

76 平成31年02月18日 Ⅰ部会：ＩＣＴ活用情報共有ツールデモ説明会 市立病院

77 平成31年02月19日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

78 平成31年02月21日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

79 平成31年02月21日 Ⅱ部会:退院調整・地域生活支援部会第2回会議 市立病院

80 平成31年02月23日 地域包括ケアシステム構築に向けた多職種合同研修 札幌市

81 平成31年02月26日 深川市地域ケア会議 深川市

82 平成31年03月04日 Ⅰ部会：医療・介護情報共有支援部会第2回会議 市立病院

83 平成31年03月12日 Ⅲ部会：地域リハビリテーション活動支援事業調整会議第2回会議 市立病院

84 平成31年03月14日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

85 平成31年03月16日 「家」に帰りたい、暮らしたいを支える看護研修 札幌市

86 平成31年03月18日 Ⅲ部会：多職種合同研修会企画小部会第5回会議 市立病院

87 平成31年03月19日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

88 平成31年03月19日 深川市地域ケア会議 深川市

89 平成31年03月22日 生活と医療を統合する継続看護マネジメント研修 札幌市

90 平成31年03月23日 入院・退院・在宅医療の切れ目のない支援の実践研修 札幌市

91 平成31年03月27日 第2回運営会議 市立病院

※このほか、北空知地域医療連携支援センターでは、旭川市や砂川市・滝川市の病院との連携を図るため、病院主催
の研修会や連携のつどいなどに参加しています。
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