
















令和元年度　北空知地域医療介護確保推進協議会　各種会議・行事一覧

年月日 会議・行事等 場所

1 平成31年04月11日 深川市地域ケア会議 深川市

2 平成31年04月16日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

3 平成31年04月16日 正副座長・部会長等会議 市立病院

4 平成31年04月18日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

5 平成31年04月22日 北竜町地域ケア会議 北竜町

6 平成31年04月24日 Ⅲ部会：多職種連携・地域啓発部会第1回会議 市立病院

7 平成31年04月24日 Ⅲ部会：多職種合同研修企画小部会第1回会議 市立病院

8 平成31年04月24日 Ⅲ部会：地域啓発事業企画小部会第1回会議 市立病院

9 平成31年04月25日 深川市地域ケア会議 深川市

10 令和元年5月13日 Ⅲ部会：多職種合同研修企画小部会第2回会議 市立病院

11 令和元年5月16日 深川市地域ケア会議 深川市

12 令和元年5月17日 第1回運営会議 市立病院

13 令和元年5月21日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

14 令和元年5月22日 北空知介護支援専門員連絡協議会総会・研修会 深川市

15 令和元年5月23日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

16 令和元年5月27日 北竜町地域ケア会議 北竜町

17 令和元年5月27日 市立旭川病院地域医療連携のつどい 旭川市

18 令和元年5月29日 深川市認知症ケア研究会総会・研修会 深川市

19 令和元年5月30日 Ⅱ部会:退院調整・在宅生活支援部会第1回会議 市立病院

20 令和元年5月30日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第1回会議 市立病院

21 令和元年5月30日 Ⅱ部会:在宅生活支援検討小部会 市立病院

22 令和元年5月30日 深川市地域ケア会議 深川市

23 令和元年5月30日 北海道自治体病院協議会連携部会 総会・研修会 札幌市

24 令和元年6月10日 Ⅲ部会:第1回多職種合同研修担当スタッフ最終打ち合わせ会 市立病院

25 令和元年6月11日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第2回会議 市立病院

26 令和元年6月14日 地域包括ケアに携わる多職種合同研修会「第1回ケア・カフェきたそらち」 市立病院

27 令和元年6月17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

28 令和元年6月18日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

29 令和元年6月20日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

30 令和元年6月21日 Ⅲ部会：地域啓発事業企画小部会第2回会議・地域リハビリテーション活動支援事業調整会議 市立病院

31 令和元年6月24日 北空知地域医療介護確保推進協議会 市立病院

32 令和元年6月24日 北竜町地域ケア会議 北竜町

33 令和1年06月26日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第3回会議 市立病院

34 令和元年6月27日 深川市地域ケア会議 深川市

35 令和1年07月08日 Ⅲ部会:第2回多職種合同研修担当スタッフ打合せ会 市立病院

36 令和1年07月09日 Ⅱ部会：第1回入退院支援研修会企画進行担当者打合せ会 市立病院

37 令和1年07月11日 深川市地域ケア会議 深川市

38 令和1年07月16日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

39 令和1年07月16日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第４回会議 市立病院

40 令和1年07月18日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

41 令和1年07月22日 第1回北空知地域入退院支援研修会 市立病院

42 令和1年07月25日 深川市地域ケア会議 深川市

43 令和元年7月29日 北竜町地域ケア会議 北竜町

44 令和元年7月29日 Ⅲ部会：多職種合同研修企画小部会第3回会議 市立病院

45 令和1年08月06日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第5回会議 市立病院
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46 令和1年08月19日 Ⅲ部会：地域啓発事業企画小部会第3回会議 深川市

47 令和1年08月20日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

48 令和1年08月22日 深川市地域ケア会議 深川市

49 令和1年08月22日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

50 令和1年08月22日 第1回認知症初期集中支援事業研修会 市立病院

51 令和1年08月28日 第2回運営会議 深川市

52 令和1年09月01日 ちっぷ介護フェア 秩父別町

53 令和1年09月02日 北竜町地域ケア会議 北竜町

54 令和1年09月03日 Ⅱ部会：第2回入退院支援研修会企画進行担当者打合せ会 市立病院

55 令和1年09月04日 北空知多職種連携セミナー 深川市

56 令和1年09月07日 入院前から始める入退院支援の取組みと人材育成 札幌市

57 令和1年09月12日 深川市地域ケア会議 深川市

58 令和1年09月12日 Ⅲ部会:第2回多職種合同研修担当スタッフ最終打ち合わせ会 市立病院

59 令和1年09月12日 滝川市立病院在宅医療カンファレンス 滝川市

60 令和1年09月17日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

61 令和1年09月19日 深川市地域ケア会議 深川市

62 令和元年9月20日 地域包括ケアに携わる多職種合同研修会「第2回ケア・カフェきたそらち」 深川市

63 令和1年09月24日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第6回会議 市立病院

64 令和1年09月26日 深川市地域ケア会議 深川市

65 令和1年09月26日 深川市成年後見地域連携ネットワーク会議 深川市

66 令和1年09月27日 北空知地域自殺対策連絡会議 深川市

67 令和1年09月30日 北竜町地域ケア会議 北竜町

68 令和1年10月01日 Ⅰ部会：ＩＣＴ活用情報共有ツール導入調査研究会 市立病院

69 令和1年10月04日 第３回運営会議 深川市

70 令和1年10月12日 在宅・介護保険施設等で働く看護職の看護実践報告・交流会 札幌市

71 令和1年10月16日 北空知地域住民フォーラム開催地打合せ会 北竜町

72 令和1年10月17日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

73 令和1年10月19日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

74 令和1年10月21日 北竜町地域ケア会議 北竜町

75 令和1年10月24日 地域医療・介護担当課長等会議 沼田町

76 令和1年10月24日 深川市地域ケア会議 深川市

77 令和1年10月27日 在宅医療・介護を考える北空知地域住民フォーラムin北竜 北竜町

78 令和1年10月28日 旭川厚生病院地域医療連携の集い 旭川市

79 令和1年11月06日 Ⅱ部会：第2回入退院支援研修会企画進行担当者打合せ会 市立病院

80 令和1年11月07日 がん診療連携講演会（市立旭川病院） 市立病院

81 令和1年11月12日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第6回会議 市立病院

82 令和1年11月17日 わかち愛劇団第7回公演「子どもでもわかる介護劇」 妹背牛町

83 令和1年11月18日 第2回北空知地域入退院支援研修会 市立病院

84 令和1年11月20日 Ⅲ部会:第3回多職種合同研修担当スタッフ打合せ会 市立病院

85 令和1年11月21日 正副専門部会長・事務局会議 秩父別町

86 令和1年11月21日 深川地区被害者支援連絡協議会 深川市

87 令和1年12月03日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第7回会議 市立病院

88 令和1年12月03日 Ⅱ部会:入退院支援企画小部会第8回会議 市立病院

89 令和1年12月04日 深川地域訪問看護ステーション運営委員会 深川市

90 令和1年12月05日 Ⅲ部会：多職種合同研修企画小部会第4回会議 市立病院

91 令和1年12月06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
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92 令和1年12月09日 Ⅱ部会:在宅生活支援検討小部会第2回会議 市立病院

93 令和1年12月12日 Ⅲ部会：地域啓発事業企画小部会第4回会議 市立病院

94 令和1年12月17日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

95 令和1年12月18日 深川市ＳＯＳネットワーク連絡会議 深川市

96 令和1年12月18日 深川市高齢者虐待防止ネットワーク会議 深川市

97 令和1年12月19日 深川市地域ケア会議 深川市

98 令和1年12月19日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

99 令和1年12月20日 深川市自殺対策推進連絡会議 深川市

100 令和1年12月21日 旭川医療センター新外来管理診療病棟内覧会・地域医療連携の集い 旭川市

101 令和1年12月23日 北竜町地域ケア会議 北竜町

102 令和1年12月25日 正副専門部会長・事務局会議 秩父別町

103 令和2年01月15日 Ⅱ部会:在宅生活支援検討小部会第3回会議 市立病院

104 令和2年01月16日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

105 令和2年01月21日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

106 令和2年01月23日 地域医療・介護担当課長会議 深川市

107 令和2年01月23日 深川市地域ケア会議 深川市

108 令和2年01月24日 Ⅲ部会:第3回多職種合同研修担当スタッフ最終打ち合わせ会 市立病院

109 令和2年01月30日 地域包括ケアに携わる多職種合同研修会「第3回ケア・カフェきたそらち」 深川市

110 令和2年01月31日 深川市成年後見地域連携ネットワーク会議 深川市

111 令和2年02月06日 深川市地域ケア会議 深川市

112 令和2年02月07日 北空知介護支援専門員連絡協議会スキルアップ研修会 深川市

113 令和2年02月06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

114 令和2年02月10日 旭川赤十字病院医療連携のつどい 旭川市

115 令和2年02月13日 深川市介護者と共に歩む会研修会 深川市

116 令和2年02月13日 滝川市立病院在宅医療カンファレンス 滝川市

117 令和2年02月14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

118 令和2年02月17日 北竜町地域ケア会議 北竜町

119 令和2年02月17日 Ⅲ部会：多職種連携・地域啓発部会第2回会議 市立病院

120 令和2年02月18日 妹背牛町地域ケア会議 妹背牛町

121 令和2年02月20日 第2回認知症初期集中支援事業研修会 市立病院

122 令和2年02月20日 深川市地域ケア会議 深川市

123 令和2年02月20日 秩父別町地域ケア会議 秩父別町

26 令和2年02月25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

124 令和2年02月26日 第４回運営会議 市立病院

125 令和2年02月28日 北空知介護支援専門員連絡協議会研修会　⇒　中止 深川市

126 令和2年02月29日 地域包括ケアシステム構築に向けた多職種合同研修　⇒　中止 札幌市

127 令和2年03月02日 Ⅱ部会：退院調整・在宅生活支援部会第2回会議　⇒　中止 市立病院

128 令和2年03月05日 深川市地域ケア会議　 ⇒　中止 深川市

129 令和2年03月17日 妹背牛町地域ケア会議 　⇒　中止 妹背牛町

130 令和2年03月19日 深川市地域ケア会議　 ⇒　中止 深川市

131 令和2年03月19日 秩父別町地域ケア会議 　⇒　中止 秩父別町

132 令和2年03月23日 北竜町地域ケア会議 ⇒　中止 北竜町

※このほか、北空知地域医療介護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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