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令和３年度 当別町との連携事業について 

 包括連携推進協定・連携推進協議会、業務協力  その他委員会・協議会等  生涯学習事業（当別町―北海道医療大学  連携講座）等  

4 月  
・当別町新生活応援事業募集開始  

・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種のシミュレーション

参加 （ 1 日目：看護師 11 名、 2 日目：医師 3 名、看護師 7 名） 

・「地域包括ケア論」特別講師  

 （当別町福祉部介護課高齢者支援係／本学リハビリテーション科学部鈴木教

授） 

 

・第 1 回・第 2 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部臨床福祉学科近藤講師） 

・当別町自立支援型地域ケア会議  

（本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅野講師）  

・地域ケア会議  ネットワーク会議  

（本学リハビリテーション科学部作業療法学科浅野講師、同理学療法学科佐藤助教） 

 

5 月  
・第 1 回連携推進協議会(5/25) 【メール開催】 

・アルバイト支援事業：当別町 150 周年記念 NHK のど自慢  

 （学生応募申込 4 名）→中止 

・メンタルヘルス研修打合せ及び公認心理師養成科目「心理実習」打合

せ【web 会議】  

（本学心理科学部本谷准教授） 

・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣：2 日間  

（本学小林特任教授等  医師 1 名、看護師 4 名） 

・当別町自立支援型地域ケア会議  打合せ  

（本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅野講師）  

・第 1 回当別町地域福祉計画策定委員会  

（本学看護福祉学部臨床福祉学科志水教授、中田講師）  

・第 3 回・第 4 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【web 会議】  

（本学看護福祉学部臨床福祉学科近藤講師） 

 

 

6 月  
・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣：12 日間  

（本学小林特任教授等  医師 19 名、看護師 39 名） 

・令和 3 年度（第 14 期）当別町小中高大生 TOWN ミーティング   

第 1 回、第 2 回グルメミーティング  

・第 2 回当別町地域福祉計画策定委員会  

 （本学看護福祉学部臨床福祉学科志水教授、中田講師） 

・地域ケア会議医療介護連携専門部会【 web 会議】（本学看護福祉学部看護学科竹生教

授） 

・第 5 回・第 6 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【web 会議】  

（本学看護福祉学部臨床福祉学科高橋助教、近藤講師）  

・第 1 回社会教育委員会及び地域学校協働本部運営委員会（本学薬学部浜上教授）  

・自立支援型地域ケア会議【web 会議】  

 （本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅野講師、歯

科クリニック澁谷歯科衛生士）  

・第 1 回当別町コミュニティバス運行事業者連絡会議（本学総務企画課長熊谷）  

・第 1 回当別町地域公共交通活性化協議会【書面会議】（本学総務企画課長熊谷） 

 

7 月  
・第 2 回連携推進協議会(7/6) 

・アルバイト支援事業：とうべつプレミアム商品券販売（学生 2 名）  

・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣：12 日間  

（本学小林特任教授等  医師 18 名、看護師 37 名） 

・令和 3 年度（第 14 期）当別町小中高大生 TOWN ミーティングチーム活

動「記念メニュー販売」  ※8 月 1 日学生による記念メニュー販売  

・第 7 回・第 8 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【web 会議】  

（本学看護福祉学部臨床福祉学科高橋助教、近藤講師）  

・第 1 回当別町地域包括支援センター運営協議会（当別町認知症初期集中支援チー

ム検討会併設開催）  

 （看護福祉学部臨床福祉学科池森講師）  

 

８月  
・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣：16 日間  

 （本学小林特任教授等  医師 16 名、看護師 46 名） 

 

・第 9 回・第 10 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】  

（本学看護福祉学部臨床福祉学科高橋助教、近藤講師）  

・当別町障がい者地域自立支援協議会（子ども部会）【 web 会議】  

 （本学看護福祉学部臨床福祉学科近藤講師） 

 

９月  
・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣：16 日間  

 （本学小林特任教授等  医師 22 名、看護師 43 名） 

・第 11 回・第 12 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部臨床福祉学科高橋助教、近藤講師） 

 

10 月  
・第 3 回連携推進協議会(10/5) 

・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣：11 日間  

（本学小林特任教授等  医師 12 名、看護師 33 名） 

  

・第 2 回当別町コミュニティバス運行事業者連絡会議（本学総務企画課長熊谷） 

・第 13 回・第 14 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部臨床福祉学科高橋助教、近藤講師）  

・第 3 回当別町地域福祉計画策定委員会  

 （本学看護福祉学部臨床福祉学科志水教授、中田講師） 

・自立支援型地域ケア会議【 web 会議】  

 （本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅野講師、歯

科クリニック澁谷歯科衛生士） 

イングリッシュプロジェクト・・・・・・・＜参加 20 名＞  

 10/23（土） 10:00～11:30（白樺コミセン）  

「医療大の留学生や外国出身の職員と交流して、基礎的な英語や英

会話を学習します！」  

ドゥルガ  パウデル（本学先端研究推進センター助教）  

ソヨッド  トウフィクル  イスラム（本学特別研究員）  

バヤルチメグ  アルタンヒシグ（本学歯学研究科院生）  
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 包括連携推進協定・連携推進協議会、業務協力  その他委員会・協議会等  生涯学習事業（当別町―北海道医療大学  連携講座）等  

11 月  
・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣： 1 日間  

 （医師 1 名） 

 

・第 15 回・第 16 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部臨床福祉学科高橋助教、近藤講師）  

・自立支援型地域ケア会議打合せ（本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教

授） 

・地域ケア会議  医療介護連携部門部会【 web 会議】 

 （本学看護福祉学部看護学科竹生教授）  

当別町－北海道医療大学連携講座①・・・・・＜参加 28 名＞  

11/26(金 )10:00～12:00（ゆとろ）  

「健康寿命の伸ばし方～セラチューブ体操と栄養について～」 

池森 康裕（本学看護福祉学部講師）  

 

12 月  
・小中高大生 TOWN ミーティング  

 音楽祭 YouTube 配信に YOSAKOI ソーラン祭り部出演  

・少年野球肘検診（参加者：町内野球少年団 14 名） 

 （本学大学病院リハビリテーション室） 

 

・第 4 回当別町地域福祉計画策定委員会  

 （本学看護福祉学部臨床福祉学科中田講師） 

・第 17 回・第 18 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部臨床福祉学科高橋助教、近藤講師）  

・第 2 回当別町地域包括支援センター運営協議会（当別町認知症初期集中支援チー

ム検討会併設開催）   

（看護福祉学部臨床福祉学科池森講師）  

・地域ケア会議  医療介護連携部門部会【 web 会議】 

 （本学看護福祉学部看護学科竹生教授） 

・当別町地域包括支援センター運営事業及び当別町生活支援体制整備事業  第 1 回

公募型プロポーザル審査会【書面会議】（看護福祉学部臨床福祉学科池森講師） 

・当別町歯科医師連絡会議  （本学歯学部飯嶋教授） 

・第 2 回介護予防事業に関する打合せ  

（本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅野講師、佐藤助

教） 

 

１月  
・第 4 回連携推進協議会(1/25)【オンライン開催】  

・こころつながる☺フレイル予防教室  

（本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅

野講師、佐藤助教）  

・新入生へ「新生活応援事業」の案内及び「ふるさと納税の案内送付  

・第 3 回当別町地域公共交通活性化協議会【書面会議】（本学総務企画課長熊谷） 

・自立支援型地域ケア会議打合せ  

 （本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授） 

・第 19 回・第 20 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部高橋助教、近藤講師）  

・当別町地域包括支援センター運営事業及び当別町生活支援体制整備事業  第 2 回

公募型プロポーザル審査会  

（看護福祉学部臨床福祉学科池森講師）  

・制度横断的合同事例検討会【 web 会議】  

 （本学看護福祉学部臨床福祉学科池森講師、近藤講師） 

当別町－北海道医療大学連携講座②  →中止  

1/28（金 )10:00～12:00（ゆとろ）  

「音楽を用いたリハビリテーション」  

  浅野  雅子（本学リハビリテーション科学部教授）  

２月  
・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣： 9 日間  

 （医師 9 名、看護師 13 名） 

 

・第 21 回・第 22 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部高橋助教、近藤講師） 

・第 3 回当別町コミュニティバス運行事業者連絡会議（本学総務企画課長熊谷）  

・第 4 回当別町地域公共交通活性化協議会（本学総務企画課長熊谷）  

・自立支援型地域ケア会議【 web 会議】  

（本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅野講師、歯

科クリニック澁谷歯科衛生士）  

・第 3 回当別町地域包括支援センター運営協議会（当別町認知症初期集中支援チー

ム検討会併設開催）【書面会議】   

（看護福祉学部臨床福祉学科池森講師）  

・第 1 回当別町新庁舎建設検討委員会  （本学和田副学長）  

 

３月  
・第 5 回連携推進協議会(3/22) 

・新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種への派遣： 16 日間  

 （医師 14 名、看護師 35 名） 

・こころつながる☺フレイル予防教室  

（本学リハビリテーション科学部理学療法学科鈴木教授、同作業療法学科浅

野講師、佐藤助教）  

・第 23 回・第 24 回当別町介護認定及び障害支援区分認定審査会【 web 会議】 

（本学看護福祉学部高橋助教、近藤講師）  

・第 2 回社会教育委員会及び地域学校協働本部運営委員会  

（本学薬学部浜上教授）  

・第 2 回当別町スポーツ推進委員会議  

（本学薬学部浜上教授）  

 

 


