地域医療研究会
こんにちは、そして、ようこそ、地域医療研究会へ。
地域医療研究会は、全国のそれぞれの地域で医

地域医療研究会規約
（目的）
第１条

つきを持ったネットワーク型の会です。
それぞれの地域で、「患者のために」「地域住民
のために」「老人や弱者のために」…を地域の状況

て、情報交換・研究を推進するとともに、地域医療に従事す
る医師等の育成・研修を行うことを目的とする。
（名称）
第 ２ 条 本会は地域医療研究会と称する。
（事業）
第 ３ 条 本会の事業は以下のとおりとする。
1）
定期研究会

に応じそれぞれ独自の展開を実践してきた共通コンセ

2）
会報及び定期研究会の報告集の発刊
3）地域医療に従事する医師等の情報交換と研修に関する

プトから、地域住民を主体にした生活に根ざした医療・

連携・協力

保健・福祉の提供と連携を目指すという熱き想いを抱

4）
その他、
本会の活動に必要な事業

1980年に発足した当時の目的は、地域医療の経

第４条

た。現在、会員は全国に広がり、各々の地域で地域
医療を実践しています。
21世紀を迎えた今、あるべき地域医療を求め共通
の想いを抱いて活動している団体との共生を模索す
るためのネットワークにまで拡がっています。
会の趣旨にご賛同いただける方々のご入会をお待

等の医療機関、
その他とする。
（組織）
第 ５ 条 本会には、
総会、
世話人会、
事務局を置く。
第６条
第７条
第８条
第９条

日曜

月曜・
祝日

東京国際フォーラム

全国大会 2013 in埼玉

ご入会の受付を行っております。

言をしてきました。
「地域医療」
という言葉は古く、
また同時に新しいものです。

本会の事務局は、神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地ソ

主催 : 地域医療研究会
主幹 : 社会医療法人財団 石心会
医療法人社団 東京石心会

り世話人および監事は総会において若干名を選出する。

実現しているものであり、さまざまな異なった実現の形があるものです。

大会参加費

世話人会において代表世話人および会長を選出し、代表世

■ 会長は、次期研究会の責任者とし、実行委員会を組織

し、
その準備にあたる。
本会には顧問を置くことができる。顧問の選任は世話人会の

個人

１口

3,000 円

第１１条 本会の経費は、
会費その他の収入をもってあてる。
第１２条

会費は、団体会費は年額一口20,000 円、個人会費は年額
3,000円とし、毎年、定期総会までに納入するものとする。細則
は世話人会で決める。

第１３条

地域医療研究会事務局
社会医療法人財団石心会
神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア東館4Ｆ
TEL.044-511-2266

FAX.044-540-1135

info@chiiken.com

地域医療研究会HP

http://chiiken.jp/

5月8日（水）〜
8月26日（月）

お席に限りがございますので、でき
るだけ事前にお申し込みください。

（会計）

１口 20,000 円

2013 年

があります。地域医療は、それぞれ個性を持った地域が求める医療と福祉を

推薦により総会における承認を要する。

団体

医療・介護・福祉に携わる人、一人一人がそれぞれの「地域医療」への思い

申込受付

世話人及び監事をもって本会役員とし、
世話人会の推薦によ

嘱する。

第１０条

1980年に地域医療研究会が発足して34年が経過しました。地域医療研

催する。

■ 代表世話人は、若干名の世話人等に、事務局担当を委

かホームページを通してお申込みください。

「少子高齢社会における医療・介護・福祉」
究会は医療・介護・福祉が直面する多様な問題にアプローチし、社会的な提

話人が本会を代表する。

入会を希望される方は、地域医療研究会事務局

E-mail

15 16

定期総会は2 年にl 回開催し、必要に応じて臨時総会を開

リッドスクエア東館4 Ｆに置き、
日常の運営にあたる。

ち申し上げます。

なお、大会当日は受付（ホールB 7）におきましても、

本会の会員は、地域医療に従事し、あるいは関心を持つ、団
体会員および個人会員とする。団体会員は、病院・診療所

験交流と地域医療を担う若手医師の確保と養成でし

〒212-0013

地域
医療
研究会

2013. 9.

（会員）

き集っています。

年会費

本会は、保健予防・治療・リハビリテーションそして介護・福
祉との連携にいたる包括的な地域医療の理論と実践につい

療・保健・福祉を実践している医療機関やその職員
及び医療人、市民により構成された、ゆるやかな結び

入会のご案内

会計報告は、監査を受け、定期総会に報告し、承認を得るも
のとする。

（改正）
第１４条 本規約は、
総会において改正することができる。
（付則）
第１５条
■ 本規約は、
1987年8 月22日より発効する。
■ 当面の問、第6 条、第12条は、世話人会の決定にて変更

することができる。
■ 本規約は、
1991年9 月1 目、
1995年8 月27日に一部改正

した。

地域医療研究会に参加される方は、多様な病院から診療所までのさまざま
な職種に携わる方、介護・福祉施設の方など、きわめて多彩です。それは地
域医療研究会が提起する内容が広い領域にわたっているからです。医師不足
によって始まった医療崩壊でしたが、現在では医療・福祉施設の経済的・経
営的な医療崩壊、それによる地域の崩壊の危機に向かおうとしています。
その中で救急医療からリハビリテーション、在宅医療、看取りまでのサー
ビスを繋ぎ目なしに提供する地域包括型の医療・介護・福祉が社会的に求
められています。
今回の大会では、従来からのテーマの他に、救急医療や認知症を正面
から言及するほか、メディカル・ソーシャルワーカー（MSW）の役割につ

事前申込

当日申込

医師・歯科医師

9,000円 10,000円

学生

2,000円

昼食代

1,000円

一般（医師・学生以外）3,000円
懇親会参加費

6,000円

4,000円

3,000円
9/15

9/16

後援：厚生労働省／埼玉県／狭山市／日本医

師会／埼玉県医師会／狭山市医師会／日本病
院会／全日本病院協会／日本医療法人協会／

日本看護協会／埼玉県看護協会／埼玉西部消

防局／労働者住民医療機関連絡会議／ＮＰＯ
在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワー

ク／全日本自治団体労働組合

〈全国大会の内容に関するお問い合わせ〉

いても検討します。
一般の方も無料で参加できる一般公開特別講演もプログラムに入れました。

全国大会事務局・主幹
社会医療法人財団 石心会

が、さまざまな関連職種の方がたくさん参加し、地域医療の諸問題を検討し、

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580 番地
ソリッドスクエア東館 4F
TEL 044-511-2266 FAX 044-540-1135
E-mail saitama-zenkoku@chiiken.jp

それぞれの問題解決の契機となることを願っています。

地域医療研究会

埼玉には大きな会場が少なく、東京の国際フォーラムでの開催となります

大会長

青山壽久

社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院 病院長

http://chiiken.jp/

facebook でも情 報を公 開しています。
ホームページからご覧になれます。
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東京国際フォーラム：東京都千代田区丸の内 3 丁目５番１号

10:00 -

12:00 30 13:00 30 -

12:30 ~ 12:45

開会式

12:45 ~ 13:50

基調講演

-

代表世話人 松本文六（社会医療法人財団 天心堂 理事長）
大会長 青山壽久（社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院 病院長）

-

15:00 -

30 -

社会医療法人財団 石心会 理事長 石井暎禧
座長 青山壽久（社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院 病院長）

-

14:00 ~ 15:20

特別講演

『未来への使命 − 地域から再創造するセーフティネット −』
東京大学名誉教授 神野直彦氏
座長 松本文六（社会医療法人財団 天心堂 理事長）

11:00 -

-

15:30 ~ 18:00

メイン
シンポジウム

30 -

30 -

シンポジスト1 救急の現場から 青山壽久
（社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院 病院長）
シンポジスト2 療養病院 寳積英彦氏
（医療法人 尚寿会 副理事長 大生病院 院長）

シンポジスト3 特別養護老人ホーム 松島説氏
（社会福祉法人 京都社会事業財団 総合福祉施設
京都桂川園 京都市桂川特別養護老人ホーム 主任）
シンポジスト4 在宅 荒井久美子氏
（医療法人社団三育会 新宿ヒロクリニック 看護師）
座長

18:00 -

社会医療法人財団 石心会 川崎幸クリニック 院長

杉山孝博

-

-

30 20:00 -

12:00 30 -

作業療法士

市民全国ネットワーク 会長 苛原実氏

シンポジスト2 全国在宅療養支援診療所連絡会
シンポジスト3 医療法人財団はるたか会

あおぞら診療所新松戸 院長 遠藤光洋氏

コーディネーター 医療法人社団実幸会 いらはら診療所

在宅医療部長 和田忠志氏

シンポジスト1

長谷川敬一氏
野尻晋一氏

シンポジスト4 三軒茶屋リハビリテーションクリニック

理学療法士 中島鈴美氏

13:00 30 -

18:20 ~ 20:00

懇親会

代表世話人
大会長
世話人

松本文六（社会医療法人財団 天心堂 理事長）

青山壽久（社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院 病院長）
石井暎禧（社会医療法人財団 石心会 理事長）

14:00 -

岩手県医療局理事 兼
岩手県立高田病院リハビリテーション科長
前 高田病院 病院長

石木幹人氏

シンポジスト3 介護老人保健施設 清雅苑 副施設長
シンポジスト2

山梨市立牧丘病院
院長 古屋聡氏

コーディネーター 石巻市立病院開成仮診療所

所長 長純一氏

コーディネーター 三軒茶屋リハビリテーションクリニック

分科会 V

分科会 VI つなげる看護

地域とソーシャルワーカー

在宅支援における急性期医療機関の役割

シンポジスト1 自治医科大学附属さいたま医療センター

シンポジスト1

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 千里病院
なでしこプラン推進室 室長 松井久典氏

埼玉医科大学総合医療センター
訪問看護ステーション
訪問看護認定看護師 澤田理恵氏

シンポジスト2

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター
入退院・医療連携センター
退院調整専従看護師 秋葉博子氏

シンポジスト2
シンポジスト3

医療法人財団 青山会 福井記念病院
地域ネットワーク部 部長 武津美樹氏

コーディネーター 社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院

ソーシャルワーカー室 室長 柴﨑陽子

コメンテーター 立教大学 コミュニティー福祉学部 福祉学科

シンポジスト3 ナーシングホーム気の里

施設長
ナーシングホーム経営 田中靖代氏

コーディネーター 公益社団法人 日本看護協会常任理事

准教授 杉山明伸氏

-

-

30 -

-

シンポジスト1 NPO法人 在宅ケアを支える診療所･

分科会 IV ３・１１後の震災、減災の取り組み

（脳卒中当事者） 齋藤秀和氏

院長 長谷川幹氏

-

『高齢社会と多死社会』

16:00 -

19:00 -

シンポジスト1 『元気になる会』

地域医療連携部 総合相談室 室長 大塚智秋氏

-

17:00 -

在宅医療推進室長補佐 奈倉道明氏

副センター長 / 主任介護支援専門員 山田圭子氏

30 -

-

基調講演者 厚生労働省医政局指導課

地域リハビリテーションの将来像

理学療法士

-

30 -

院長 藤原修一郎氏
コメンテーター 公益社団法人全国老人保健施設協会副会長 /
社会保障制度委員会担当 内藤圭之氏

シンポジスト2 竹田綜合病院リハビリテーション科

『病院機能分化と救急医療』

在宅医療における現状と課題

会長 新田國夫氏

コーディネーター 金沢文庫エールクリニック

シンポジスト5 公益財団法人 老年病研究所 前橋市地域包括支援センター西部

-

-

国立長寿医療研究センター
院長 鳥羽研二氏
シンポジスト2 敦賀温泉病院
理事長 玉井顯氏
シンポジスト3 海上寮療養所 / 桜新町アーバンクリニック
シンポジスト1

分科会 III

14:00 -

30 -

分科会 II

分科会 I 地域における認知症

上野秀樹氏

-

9 月15 日（日）
・プログラム

分科会

9:00 ~ 11:30

11:30 ~ 12:15

休憩

11:50 ~ 12:15

地域医療研究会総会

12:15 ~ 14:00

一般公開特別講演

齋藤訓子氏

『フクシマ後の世界を生きる』
元長崎県立大学 非常勤講師
座長

藤田祐幸氏

組合立 諏訪中央病院 名誉院長

鎌田實氏

30 15:00 -

14:00 ~ 15:00

全体報告会・閉会式
※講演内容は変更する場合もございます。

