
住み慣れたまちで

暮らすために

年をとっても、介護が必要になっても

在宅医療を希望するあなたをサポートします。
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南空知保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会

　病を持っても、体のどこかが不自由になっても、住み慣れた

ところで無理のない療養生活を送られるよう、在宅医療を支え

る関係職種をご紹介します。



訪問診療医

訪問看護師

介護支援専門員（ケアマネージャー）

私たちは在宅療養を支える主なスタッフです

　退院後、通院が困難な方、介護が必要な方など退院

後のケアが必要な方に対して定期的に継続して医師が

ご自宅に訪問し、計画的な診療をします。

　たとえば、

　加齢や認知症などでお体が不自由な方、喘息等息苦

しさがあって通院困難な方、がんの末期などでご家庭

での療養を希望される方などの生活の場で必要な医療

を提供します。

　かかりつけの医師の指示のもと介護度にか

かわらず、病気の状態に合わせて専門的な医

療的ケアを実施しながらご家庭で療養できる

ように看護師が支援いたします。

　介護保険サービスを利用する時に、必要な介護サービス計

画（ケアプラン）を作成するとともに、在宅療養に関する様々

な相談の窓口になります。

　介護ベッドなど在宅療養を支える福祉用具の相談も可能です。

（訪問看護ステーション 他）

（居宅介護支援事業所）

（在宅療養支援診療所 他）
南空知では・・・
在宅療養支援診療所及び病院の数

14医療機関

かかりつけ医師または、各病院の地域医療

連携室・医療相談員にご相談ください。

南空知では・・・
（稼働中の）

訪問看護ステーションの数
15事業所

南空知では・・・
居宅介護支援事業所の数

51事業所

居住地を業務エリアにしてい

る事業所にご相談ください。

事 業 所 名 称 所　在　地 電 話 番 号 業務エリア リハビリ職
配置

岩見沢訪問看護ステーション* 岩見沢市４条西３丁目　であえーる岩見沢４階 0126−25−3004 岩見沢市、月形町 ○
三笠訪問看護ステーション* 三笠市高美町444番地　三笠市ふれあい健康センター内 01267−3−2200 三笠市 ○
夕張訪問看護ステーション* 夕張市若菜３番地19　夕張市保健福祉センター2F 0123−53−3500 夕張市
美唄訪問看護ステーション* 美唄市大通東１条南５丁目１番23号 0126−62−3977 美唄市 ○
長沼地域訪問看護ステーション* 長沼町南町２丁目３番１号　長沼町総合保健福祉センター内 0123−88−1052 長沼町、由仁町、栗山町 ○
医療法人北翔会　訪問看護ステーション　あやめ 岩見沢市10条西21丁目２番地 0126−25−7618 岩見沢市 ○
医療法人社団慶北会花田病院　訪問看護ステーションよろこび 美唄市大通東１条北２丁目１番５号　カーサーイツキⅡ 0126−62−2171 美唄市、奈井江町
医療法人やわらぎ　訪問看護ステーション　マーガレット 南幌町栄町１丁目１番20号 011−378−0092 南幌町、江別市、北広島市 ○
訪問看護ステーション真來 岩見沢市７条西18丁目21番地 0126−35−1717 岩見沢市
訪問看護ステーション　栞 岩見沢市５条東17丁目15−1 0126−35−4337 岩見沢市
訪問看護ステーション　八重の看護岩見沢　(休止中) 岩見沢市北５条西８丁目２番12号 0126−35−6055 岩見沢市、美唄市、三笠市、新篠津村
訪問看護センター　まちの看護師さん（合同会社アーカーシャ） 岩見沢市８条西３丁目1−11　マーガレット３号館202号 0126−35−7122 岩見沢市、三笠市、栗山町、新篠津村
市立三笠総合病院訪問看護ステーション　ゆうゆう 三笠市宮本町489番地1 0126−72−3131 三笠市
訪問看護ステーション　ささえるさん 岩見沢市志文本町４条２丁目１番２号 0126−35−7046 岩見沢市、長沼町、栗山町、由仁町
医療法人萌佑会　訪問看護ステーション　佑 岩見沢市８条西19丁目8−1 0126−20−2311 岩見沢市 ○
合同会社Grace.Ⅰ　訪問看護ステーション　恵 岩見沢市栗沢町北本町64番地 0126−34−2230 岩見沢市、三笠市、栗山町、南幌町

「＊」は、一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団を省略の意

（各市町別事業所数）

夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町

7 22 4 3 2 1 4 6 2

※ 施設・事業所数は平成30年12月末日現在。

利用する

ためには

利用する

ためには

直接、各事業所にご相談くだ

さい。

各事業所の連絡先は、市役所・

町役場の介護保険担当または、

地域包括支援センターにお尋

ねください。

利用する

ためには



地域包括支援センター職員

歯科医師

薬  剤  師

　介護サービスに関すること、権利擁護のこ
と、高齢者虐待のことなど、多岐にわたる問
題の解決に向かって相談援助を行う社会福祉
士、保健師、主任介護支援専門員です。
　高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活
するために支援します。

　最寄りの歯科医院への外来通院が困難な方へ、
ご自宅に訪問して、むし歯の治療や義歯の作成・
修理等を行います。
　また、口腔ケア指導を行い、感染症や誤嚥性
肺炎の予防などを行います。

　最寄りの調剤薬局への利用が困難な方へ、

医師の指示のもと、ご自宅に訪問して、薬を

届け、薬の飲み方や管理の仕方などを説明し

ます。

　また、副作用や飲み合わせの状態などを確

認し、必要に応じて、薬を飲みやすいよう分

包など工夫します。

　その他、訪問リハビリ（理学療法士　作業療法士　言語聴覚士）、訪問介護（介護福祉士

ホームヘルパー）、通所系介護サービス等が利用可能です。

（在宅療養支援歯科診療所 他）

（調剤薬局 他）

南空知では・・・
地域包括支援センターの数

12か所

南空知では・・・
在宅療養支援歯科診療所の数

20機関

南空知では・・・ 
在宅医療受入可能薬局の数
（北海道薬剤師会調べ）➡45機関

最寄りの支援センターに

ご相談ください。

かかりつけ歯科医師、

または、歯科医師会に

お問い合わせください。

かかりつけ調剤薬局の薬剤

師、または、かかりつけ医師、

各病院の地域医療連携室に

お尋ねください。

センター名 所　在　地 電 話 番 号 担 当 地 区

夕張市地域包括支援センター 〒068-0492　夕張市本町4丁目2番地 0123-52-3107 ・夕張市

岩見沢市地域包括支援センター 〒068-8790　岩見沢市4条西3丁目1番地　「であえーる岩見沢」内 0126-25-4649
・中央地区（東条丁目、西5丁
目、並木町、緑が丘、春日町）

・東地区

岩見沢市北地区地域包括支援センター 〒068-0042　岩見沢市北2条西12丁目4番1号 0126-33-5383
・中央地区(西6～10
丁目、有明町南）
・北地区(北村地区含む）

岩見沢市地域包括支援センターほろむい 〒069-0372　岩見沢市幌向南2条3丁目311番地 0126-32-6622
・中央地区（西11丁目、美
園、大和町、大和条丁目）

・西地区

岩見沢市南地区地域包括支援センター 〒068-0807　岩見沢市南町7条2丁目5番17号 0126-32-0300 ・南地区（栗沢地区含む）、駒園

美唄市地域包括支援センター 〒072-8660　美唄市西3条南1丁目1-1 0126-68-8297 ・美唄市

三笠市地域包括支援センター 〒068-2154　三笠市高美町444番地　「ふれあい健康センター」内 01267-3-2010 ・三笠市

南幌町地域包括支援センター 〒069-0235　南幌町中央3丁目4番26号　「あいくる」内 011-378-5888 ・南幌町

由仁町地域包括支援センター 〒069-1203　由仁町東栄87番地の1　「健康元気づくり館」内 0123-83-4750 ・由仁町

長沼町地域包括支援センター 〒069-1390　長沼町南町2丁目3-1  「りふれ」内 0123-82-5051 ・長沼町

栗山町地域包括支援センター 〒069-1512　栗山町松風3丁目252番地 0123-73-2255 ・栗山町

月形町地域包括支援センター 〒061-0511　月形町字月形1466番地1「月形町保健福祉総合センター」内 0126-53-3155 ・月形町

歯科医師会名称 所　在　地 電 話 番 号 担 当 地 域

岩見沢歯科医師会
岩見沢市４条西２丁目
フレンズビル3F

0126−25−1191
夕張市  岩見沢市  三笠市  南幌町
由仁町  長沼町  栗山町  月形町

美唄歯科医師会
美唄市東１条南２丁目１番12−5
孫歯科医院内

0126−62−1239 美唄市

利用する

ためには

利用する

ためには

利用する

ためには



南空知保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会事務局

〒068−8558　岩見沢市８条西５丁目　空知合同庁舎

 北海道空知総合振興局保健環境部保健行政室（北海道岩見沢保健所）

電 話 0126−20−0100（代） 2019．8  作成　

１．アドバンス・ケア・プランニング（ACP）とは？

　もしもの時に備えて、受けたい医療やケアについて、あなたの希望や想い

を、家族や大切な人、かかりつけ医をはじめとした医療者や介護やケアに携

わる人などと、ともに話し合っておくことです。

　最期の時まで、自分らしく穏やかに生きるために、もしもの時のことを考えてみませんか。

２.　いつから始めるの？

〇元気な方でも、いつ、もしもの時を迎えるかわかりません。そうなる前に、あなたの希望

や想いを整理して、家族や大切な人と話し合っておけば、自分で意思を伝えたり判断する

ことが難しくなった時に、家族などが、あなたご自身の希望に配慮した対応をしやすくな

り、代わりに判断する時の悩みや負担を軽くすることができます。

〇今、医療や介護を受けている方は、あなたの想いや希望に沿った最適の選択ができるよう

に、かかりつけ医をはじめとした医療者や介護やケアに携わる人とともに相談しながら考

えてみましょう。わからないことがあれば、ケアマネージャーや地域包括支援センターに

も相談することができます。

そらっちコンシェルジュ

イメージキャラクター「そらっち」

☆関係者が、在宅医療や介護連携で相談したいときは…

～在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧～

☆ アドバンス・ケア・プランニング（ACP）って、聞いたことありますか？
～さいごまで自分らしく、豊かな人生のためのわたしたちの心づもり～

相 談 支 援 窓 口 の 名 称 連絡先（℡） 相 談 対 応 時 間 相談対応の職種

夕 張 市 夕張市地域包括支援センター 0123-52-3107 8時45分から17時30分
保健師、看護師、社会福祉士

主任介護支援専門員

岩見沢市 岩見沢市地域包括支援センターほろむい 0126-32-6622
 ９時00分から17時30分

月～金（祝日除く）

保健師、看護師、社会福祉士

主任介護支援専門員

美 唄 市 美唄市地域包括支援センター 0126-68-8297 8時45分から17時15分
保健師、看護師、社会福祉士

主任介護支援専門員

三 笠 市 三笠市地域包括支援センター 01267-3-2010 8時30分から17時00分 社会福祉士、保健師

南 幌 町 南幌町地域包括支援センター 011-378-5888 8時30分から17時00分 保健師、社会福祉士

由 仁 町

由仁町地域包括支援センター 0123-83-4750
8時30分から17時00分

(夜間・休日専用電話有）
保健師

由仁町立診療所内
「医療福祉相談センター」 0123-83-2031 8時30分から17時00分 看護師、社会福祉士

長 沼 町 長沼町地域包括支援センター 0123-82-5051
8時30分から17時00分

（夜間・休日専用電話有）

保健師、社会福祉士、

主任介護支援専門員、作業療法士

栗 山 町 栗山町地域包括支援センター 0123-73-2255
 ８時30分から17時15分

月～金（祝日除く）

保健師、社会福祉士、

介護支援専門員

月 形 町 月形町地域包括支援センター 0126-53-3155
8時30分から17時15分

月～金（祝日除く）

保健師、社会福祉士、

主任介護支援専門員


