
第８回北九州医療・介護連携プロジェクト会議 
 
 
⽇ 時 令和２年３⽉ 2７⽇（⾦）19︓00〜20︓00 
 
場 所 本庁舎 ３階 大集会室 
 
内 容 
１．モデル実施結果（案）  
 〇３⽉ 北九州市医師会、福岡県医師会に報告（書⾯の予定） 
 〇４⽉ 各区医師会に報告 
 
 
 
２．登録申出書（全市展開時版）の構成について 
 〇４⽉上旬    登録申出書のデザイン・印刷発注 
 〇５⽉上旬    登録申出書の納品 
 
 
 
３．「とびうめ＠きたきゅう」に関する取り扱いについて 
 
 
 
 
 
４．全市展開に向けた各種説明会について 
 
 
 
 
 
５．病院窓口ガイドの全 80 病院への配付について 
  ※北九州市病院連携会議への参加依頼も⾏う 
 
 
 
 
 



北九州医療・介護連携プロジェクト 
「とびうめ＠きたきゅう」に関する取り扱いについて 

 

 

北九州医療・介護連携プロジェクト（以下「プロジェクト」という。）は、「とびうめ＠き

たきゅう」、「病院窓口ガイド」、「医療・介護連携ルール」の３つの取組から成っており、こ

れらの取組が相互に作用することにより、「市民に切れ目のない医療・介護を提供する」、「医

療・介護関係者の業務負担が軽減する」ことを目指すものである。 

 

【多職種・多機関への閲覧対象拡大の判断】 
〇病院・診療所以外の機関・職種を「とびうめ＠きたきゅう」の新たな閲覧対象とする 

ことについて 
 「とびうめ＠きたきゅう」の閲覧を必要とする機関・職種については、「北九州医療・介護

連携プロジェクト会議（以下「本会議」という）」に必要性を届け出るものとする（構成団体

がある職種については、構成団体を通じて届け出るものとする）。 

「とびうめ＠きたきゅう」の閲覧対象とするかについては、「とびうめ＠きたきゅう」を

はじめとするプロジェクトへの協力状況や協力体制、医療・介護連携からの必要性等を考慮

し総合的に判断する。 

なお、「とびうめ＠きたきゅう」のシステムは、福岡県医師会診療情報ネットワーク（福岡

県医師会が保有・運用）を活用するため、本会議での判断の結果を受け、福岡県医師会、北

九州市医師会の了解を得ることとする。 

 

【⾏政提供情報の項⽬の追加・変更】 
〇「とびうめ＠きたきゅう」の⾏政提供情報の項⽬の追加・変更について 
 行政提供情報の項目の追加・変更については、医療・介護連携からの必要性等を本会議で

検討し判断することとする。 

 

【個別の医療機関等での「⾏政提供情報の閲覧」について】 
病院に関しては本プロジェクトの主旨に則り、行政提供情報の閲覧を希望する際は、「病

院窓口ガイド」、「医療・介護連携ルール」への協力や北九州市病院連携会議への加入を前提

とする。 

 また、個別の医療機関等に関しては、福岡県医師会、北九州市医師会、北九州市が行う安

全管理研修への参加を義務付けることとし、２年連続で不参加など参加状況が悪い場合は閲

覧を停止するものとする。 

 

 
北九州医療・介護連携プロジェクト会議 

公益社団法人北九州市医師会、公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会北九州ブロック 

小倉医師会訪問看護ステーション、公益社団法人福岡県看護協会 

公益社団法人北九州市薬剤師会、一般社団法人北九州市歯科医師会、NPO 法人ケアマネット 21 

在宅医療・介護連携支援センター、公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会 

公益社団法人福岡県作業療法協会、公益社団法人福岡県介護支援専門員協会 

一般社団法人福岡県医療ソーシャルワーカー協会、公益社団法人福岡県理学療法士会 



No 種別 ⽇時 場所 その他

1 病院
５⽉１１⽇（⽉）
１９︓００－２０︓００

ウェルとばた
多⽬的ホール

北九州市病院連携会議

５⽉１２⽇（火）
１９︓００－２０︓００

商⼯貿易会館
多⽬的ホール

５⽉２５⽇（⽉）
１９︓００－２０︓００

ウェルとばた
多⽬的ホール

５⽉１４⽇（木）
１９︓００－２０︓００

商⼯貿易会館
多⽬的ホール

５⽉１９⽇（火）
１９︓００－２０︓００

ウェルとばた
多⽬的ホール

５⽉２１⽇（木）
１９︓００－２０︓００

ウェルとばた
中ホール

６⽉１８⽇（木）
１９︓００－２０︓００

商⼯貿易会館
多⽬的ホール

５⽉１２⽇（火）
１６︓００－１７︓００

商⼯貿易会館
多⽬的ホール

５⽉１４⽇（木）
１６︓００－１７︓００

商⼯貿易会館
多⽬的ホール

「とびうめ＠きたきゅう」
全市展開に向けた各種説明会（予定案）

多職種向け4

5 市職員向け

診療所2

ＣＭ
訪看
施設

3

















1 春日病院 門司区 公表

2 北九州市立門司病院 門司区 公表 加盟

3 九州鉄道記念病院 門司区 公表 加盟 登録

救急 4 新小文字病院 門司区 公表 加盟 登録

5 新門司病院 門司区 公表

6 鳥巣病院 門司区 公表 加盟

7 緑ケ丘病院 門司区 公表

8 門司掖済会病院 門司区 公表 加盟 登録

9 門司田野浦病院 門司区 公表

10 門司松ヶ江病院 門司区 公表

救急 11 門司メディカルセンター 門司区 公表 加盟 登録

12 大手町リハビリテーション病院 小倉北区 公表 加盟

13 北九州小倉病院 小倉北区 公表 加盟

14 北九州市立医療センター 小倉北区 公表 加盟 登録

救急 15 北九州総合病院 小倉北区 公表 加盟 登録

16 北九州中央病院 小倉北区 公表 加盟

17 霧ヶ丘　つだ病院 小倉北区 公表 加盟

救急 18 健和会  大手町病院 小倉北区 公表 加盟 登録

19 小倉到津病院 小倉北区 公表 加盟 登録

救急 20 小倉記念病院 小倉北区 公表 加盟 登録

21 小倉きふね病院 小倉北区 公表

22 小倉第一病院 小倉北区 公表 加盟 登録

23 小倉中井病院 小倉北区 公表

24 小倉リハビリテーション病院 小倉北区 公表 加盟

25 新栄会病院 小倉北区 公表

救急 26 新小倉病院 小倉北区 公表 加盟 登録

27 林田病院 小倉北区 公表

28 日明病院 小倉北区 公表

29 前田病院 小倉北区 公表

30 南ヶ丘病院 小倉北区 公表

救急 31 三萩野病院 小倉北区 公表 加盟 登録

32 あさひ松本病院 小倉南区 公表 加盟 登録

33 北九州安部山公園病院 小倉南区 公表 加盟

34 北九州湯川病院 小倉南区 公表

救急 35 九州労災病院 小倉南区 公表 加盟 登録

36 小倉蒲生病院 小倉南区 公表

37 小倉セントラル病院 小倉南区 公表

38 小倉南メディカルケア病院 小倉南区 公表

救急 39 国立小倉医療センター 小倉南区 公表 加盟 登録

40 慈恵曽根病院 小倉南区 公表

41 堤小倉病院 小倉南区 公表 加盟 登録

救急 42 東和病院 小倉南区 公表 加盟 登録

43 沼本町病院 小倉南区 公表

44 平尾台病院 小倉南区 公表 加盟 登録

45 松尾病院 小倉南区 公表

北九州医療・介護連携プロジェクト
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46 青葉台病院 若松区 公表 加盟

47 産業医科大学若松病院 若松区 公表 加盟

48 住田病院 若松区 公表

49 芳野病院 若松区 公表 加盟

50 若戸病院 若松区 公表

51 河内病院 八幡東区 公表 加盟

救急 52 北九州市立八幡病院 八幡東区 公表 加盟 登録

53 北九州八幡東病院 八幡東区 公表 加盟 登録

救急 54 済生会八幡総合病院 八幡東区 公表 加盟 登録

救急 55 製鉄記念八幡病院 八幡東区 公表 加盟 登録

56 西野病院 八幡東区 公表 加盟 登録

57 八幡大蔵病院 八幡東区 公表

58 青山中央外科病院 八幡西区 公表

59 大平メディカルケア病院 八幡西区 公表

60 折尾病院 八幡西区 公表 加盟

61 香月中央病院 八幡西区 公表 加盟 登録

62 小嶺江藤病院 八幡西区 公表

63 佐々木病院 八幡西区 公表 加盟 登録

救急 64 産業医科大学病院 八幡西区 公表 加盟 登録

救急 65 JCHO九州病院 八幡西区 公表 加盟 登録

救急 66 正和中央病院 八幡西区 公表 加盟 登録

67 正和なみき病院 八幡西区 公表 加盟 登録

68 新王子病院 八幡西区 公表 加盟 登録

69 新生会病院 八幡西区 公表

70 東筑病院 八幡西区 公表 加盟 登録

71 萩原中央病院 八幡西区 公表 加盟

72 浜崎病院 八幡西区 公表

73 浜田病院 八幡西区 公表 加盟

74 八幡厚生病院 八幡西区 公表 加盟 登録

75 八幡慈恵病院 八幡西区 公表

76 八幡西病院 八幡西区 公表

救急 77 戸畑共立病院 戸畑区 公表 加盟 登録

78 戸畑けんわ病院 戸畑区 公表 加盟 登録

救急 79 戸畑総合病院 戸畑区 公表 加盟 登録

80 戸畑リハビリテーション病院 戸畑区 公表 加盟 登録

18 合計 80 51 36


