地域医療研究会全国大会 2007
大会委員長 和田忠志（千葉健愛会理事長）
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•@地域医療研究会全国大会 2007 を千葉県「かず は「これからの看護師のあり方」介護保険制度」
「医師
さアーク」で上記のように行うことになりまし 研修問題」
「病院医療・療養病棟」
「在宅ケア」
「ターミ
た。未熟者ですが、和田が大会の運営をさせて頂 ナルケア・緩和ケア」
「小児科医療」を予定しておりま
きます。鎌田實代表世話人、亀井克典事務局長、 す。
若山宏専従をはじめとする方々に多大なご指導を
昼食をはさんで、鎌田實代表世話人の講演を予定し
得て準備を開始しました。また、千葉県での開催 ております。
ということで、大会経験の豊富な苛原診療所の苛
原実氏（松戸市）に副会長をお願いし、運営全般 ２．
宿泊設備
・交通アクセスなど
２．宿泊設備
宿泊設備・
にわたりご指導頂けることになりました。皆様の
会場に隣接して、オークラアカデミアパークホテル
ご協力とご指導をよろしくお願い致します。
１．
大会内容概要
１．大会内容概要
概要は次のとおりです。
① 11 月 24 日

があります。ある程度の部屋は抑えてありますが、小
規模ホテルであるため近隣のホテルをご紹介する予定
です。なお、会場への東京からのアクセスは良好で、東
京駅から高速バスで70分程度、羽田空港からも、バス・
乗用車で 70 〜 80 分程度で到着できる場所です。

午後より大会を開始します。記念講演はあおぞ
ら診療所設立に当たって非常にお世話になった日 ３．
付属企画
３．付属企画
野原重明氏にお願い致しました。午後１時過ぎよ
付属企画として、11 月 24 日午前に、アメリカで重度
り、氏の提唱する「新老人」の活動などを中心に 障害者在宅ケアを先駆的に行っているグループとの日
お話しいただく予定です。
米交流企画（日米同時通訳）を企画中です。
次に、午後３時頃から、シンポジウム「新たな
医療制度はどうあるべきか」（仮題）を予定して
皆様のご指導を得て、ぜひ成功させたいと思います。
います。厚生労働省の代表者に加え、病院の立場 千葉で皆様にお会いするときを楽しみにしております。
から石井暎禧世話人、在宅ケアの立場から増子忠 どうかよろしくお願い致します。
道氏などの論客の方々に、厚みのある討論をお願
いしております。
懇親会の後、北澤彰浩世話人のご尽力を得て、
隣接するホテルでの佐久総合病院の地域医療に学
ぶセミナーを予定しています。
② 11 月 25 日
これまでの地域医療研究会の慣例どおり、総会
の後、午前は分科会を並列で開催します。分科会

地域医療研究会大会
かずさアカデミアパーク
１日目 ： ２００７年１１月２４日（土）
時刻

会議

国際シンポジウム
「日米における小児在宅医療の現
10:00 状とその比較－シュライバー・ナー
～12:00 シング・サービスの実践」
＊同時通訳あり

演者

会場

シンポジスト：
Jo Masseralli氏（ｼｭﾗｲﾊﾞｰ･ﾅｰｼﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ）
Marc Turmenski氏（ｼｭﾗｲﾊﾞｰ･ﾅｰｼﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ）
Toni Almeida氏（ｼｭﾗｲﾊﾞｰ･ﾅｰｼﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ看護師）
吉野浩之氏（おやま城北ｸﾘﾆｯｸ）
荒木暁子氏（千葉大学）
司会：前田浩利氏 （あおぞら診療所新松戸）

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

13:00
開会
～13:20

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

13:20
記念講演
～14:50

日野原重明氏 （聖路加国際病院）
司会：苛原実氏（いらはら診療所）

ﾒｲﾝﾎ
ﾙ
ﾒｲﾝﾎｰﾙ

シンポジウム
15:00
「新たな医療制度はどうあるべき
～17:40
か」

シンポジスト
厚生労働省担当官
増子忠道氏（健和会）
石井暎禧氏 （石心会）
権丈善一氏（慶應大学）
司会：和田忠志氏（あおぞら診療所）

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

18:30
懇親会
～20:00

ホテル
平安の間

清水茂文氏（佐久総合病院）
黒岩卓夫氏（萌気会）
夜間セミナー
20:30
増子忠道氏（健和会）
「若月俊一と佐久総合病院の歴史
～22:30
天明佳臣氏（港町診療所）
に学ぶ」
司会：北澤彰浩氏（佐久総合病院）
春田明郎氏（横須賀中央診療所）

ホテル
有明の間

地域医療研究会大会
かずさアカデミアパーク
２日目 ： ２００７年１１月２５日（日）
会議

時刻

演者

パネリスト：
根本崇氏（千葉県野田市長）
分科会①
宮崎和加子氏（健和会）
パネルディスカッション
厚生労働省担当官
「介護保険制度
苛原実氏（いらはら診療所）
－新予防給付と地域包括支援ｾﾝﾀｰ」 司会：宮武剛氏（目白大学）
安藤親男氏（ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ）

分科会②
「これからの看護師のあり方」

分科会③
「医師研修問題」

シンポジスト：
川島みどり氏（日本赤十字看護大学）
村嶋幸代氏（東京大学）
松村静子氏（在宅看護研究センター）
陣田泰子氏 （聖マリアンナ医科大学病院）
シンポジスト：
宮嵜雅則氏（厚生労働省）
前田清貴氏（徳州会専務理事）
清野佳紀氏（大阪厚生年金病院）
村上智彦氏（夕張医療センター）
司会：宮本真理夫氏（諏訪中央病院）
川越正平氏（あおぞら診療所上本郷）

会場

２０２Ｂ

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

１０１

シンポジスト：
清水聡氏(京都南病院）
川内敦文氏（高知県医療薬務課）
「このままでは崩壊？・・・瀬戸際に立 西沢寛俊氏（全日本病院協会）
大和眞史氏（諏訪日赤病院）
つ地域病院医療を考える」
司会：松本文六氏（へつぎ病院）
亀井克典氏（かわな病院）

２０１Ａ

分科会⑤
「在宅医療・在宅療養支援診療所」

シンポジスト：
伊藤真美氏（花の谷ｸﾘﾆｯｸ)
泰川恵吾氏（ﾄﾞｸﾀｰｺﾞﾝ診療所）
坂本仁氏（坂本医院）
司会：北澤彰浩氏（佐久総合病院）

２０２Ａ

分科会⑥
「ターミナルケア」

シンポジスト：
服部洋一氏（静岡がんセンター研究所）
中山康子氏（在宅緩和ｹｱ支援ｾﾝﾀｰ虹）
岡部健氏（岡部医院）
司会：平原佐斗司氏（梶原診療所）

２０１Ｂ

分科会⑦
「地域で子どもを支える」

シンポジスト：
福島玲子氏（重度障害児の母）
池口紀夫氏（夷隅ひなた）
柘植雅義氏（兵庫教育大学大学院）
高見沢健氏（千葉県立松戸特別支援学校）
司会：前田浩利氏（あおぞら診療所新松戸）

9:30
～12:00 分科会④

12:00
～13:00
13:15 講演
～15:00 「医療がやさしさを取り戻すために」
15 00
15:00
閉会
～15:10

総

会

鎌田實氏Ｘ川島みどり氏対談
司会：川越正平氏（あおぞら診療所上本郷）

１０３

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

地域医療研究会大会
かずさアカデミアパーク
２日目 ： ２００７年１１月２５日（日）
会議

時刻

演者

会場

分科会①
パネルディスカッション
「介護保険制度
－新予防給付と地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰ」

パネリスト：
根本崇氏（千葉県野田市長）
宮崎和加子氏（健和会）
厚生労働省担当官
苛原実氏（いらはら診療所）
司会：宮武剛氏（目白大学）
安藤親男氏（ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ）

分科会②
「これからの看護師のあり方」

シンポジスト：
川島みどり氏（日本赤十字看護大学）
村嶋幸代氏（東京大学）
ﾒｲﾝﾎｰﾙ
村松静子氏（在宅看護研究センター）
陣田泰子氏 （聖マリアンナ医科大学病
院）

分科会③
「医師研修問題」

シンポジスト：
宮嵜雅則氏（厚生労働省）
前田清貴氏（徳州会専務理事）
清野佳紀氏（大阪厚生年金病院）
村上智彦氏（夕張医療センター）
司会：宮本真理夫氏（諏訪中央病院）
川越正平氏（あおぞら診療所上本
郷）

２０２Ｂ

１０１

シンポジスト：
清水聡氏(京都南病院）
川内敦文氏（高知県医療薬務課）
「このままでは崩壊？・・・瀬戸際に 西沢寛俊氏（全日本病院協会）
大和眞史氏（諏訪日赤病院）
立つ地域病院医療を考える」
司会：松本文六氏（へつぎ病院）
亀井克典氏（かわな病院）

２０１Ａ

シンポジスト：
伊藤真美氏（花の谷ｸﾘﾆｯｸ)
分科会⑤
泰川恵吾氏（ﾄﾞｸﾀｰｺﾞﾝ診療所）
「在宅医療・在宅療養支援診療所」 坂本仁氏（坂本医院）
司会：北澤彰浩氏（佐久総合病院）

２０２Ａ

9:30
～12:00 分科会④

分科会⑥
「ターミナルケア」

シンポジスト：
服部洋一氏（静岡がんセンター研究所）
中山康子氏（在宅緩和ｹｱ支援ｾﾝﾀｰ虹）
岡部健氏（岡部医院）
司会：平原佐斗司氏（梶原診療所）

２０１Ｂ

分科会⑦
「地域で子どもを支える」

シンポジスト：
福島玲子氏（重度障害児の母）
池口紀夫氏（夷隅ひなた）
柘植雅義氏（兵庫教育大学大学院）
高見沢健氏（千葉県立松戸特別支援学
校）
司会：前田浩利氏（あおぞら診療所新松
戸）

１０３

12:00
～13:00

総

会

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

鎌田實氏Ｘ川島みどり氏対談

13:15 講演
司会：川越正平氏（あおぞら診療所上 ﾒｲﾝﾎｰﾙ
～15:00 「医療がやさしさを取り戻すために」

本郷）

15 00
15:00
閉会
～15:10

ﾒｲﾝﾎｰﾙ

