
 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（北区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 大阪市北区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 大阪市北区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
73点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 96点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 48点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 23点 

合  計 240点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（都島区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 都島区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 都島区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
64点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 84点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 55点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 24点 

合  計 227点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（港区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
69点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 101点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 51点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 23点 

合  計 244点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（大正区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 大阪市大正区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 大阪市大正区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
68点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 88点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 45点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 27点 

合  計 228点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（西淀川区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 西淀川区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 西淀川区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
68点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 88点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 48点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 21点 

合  計 225点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（東淀川区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 大阪市東淀川区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 大阪市東淀川区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
75点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 98点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 56点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 28点 

合  計 257点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（東成区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 東成区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 東成区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
75点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 101点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 50点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 29点 

合  計 255点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（生野区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 生野区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 生野区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
75点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 94点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 49点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 24点 

合  計 242点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（旭区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 大阪市旭区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 大阪市旭区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
77点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 95点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 45点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 27点 

合  計 244点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（住吉区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 大阪市住吉区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 大阪市住吉区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
70点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 99点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 52点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 23点 

合  計 244点 

 

 



 

 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託契約に 

係る公募型プロポーザル方式による選定結果について（東住吉区） 

 

1 案件名称 

高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業業務委託 

契約期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

   一般社団法人 大阪市東住吉区医師会 

 

3 募集の経過 

・募集要項の公開期間 

令和３年９月 15日～令和３年 10月 29日 

・応募受付期間 

令和３年 10月 25日～令和３年 10月 29日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

 （1） 選定委員名簿（五十音順、敬称略） 

委員氏名 役職等 

大藤 さとこ 公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院 医学研究科公衆衛生学准教授 

尾﨑 仁 医療法人 尾﨑医院内科院長 

髙丸 賀子 公益社団法人大阪府看護協会 ナースセンター事業所所長 

 

 （2） 選定委員会の開催日  ①令和３年９月８日（選定基準等の決定） 

②令和３年 12月 15日（企画提案内容の審査） 

 

 （3） 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
30点×3名 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 40点×3名 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 20点×3名 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 10点×3名 

合     計 100点×3名 

 

（4） 審査を行った事業者 

      一般社団法人 大阪市東住吉区医師会 全１者 

 

 （5） 審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

審査項目 審査内容 A者 

課題認識 
在宅医療・介護連携推進事業における地域での課題抽出

とその理由 
68点 

企画提案書 在宅医療・介護連携における地域での具体的取り組み 98点 

具体的事例への対応 事例に対応する際の課題の理解と具体的アプローチ 47点 

従事者の採用と配置計画書 業務を円滑に進めるにあたり十分な実施体制であるか 25点 

合  計 238点 

 

 


