第８回 医療福祉連携フォーラム in 苗場

健康なまちづくり！
地域を活かし
地域とともに生きる！
〜地域医療連携は、人口減・医療資源減とどう向き合うか〜

2018 年

9 29
月

会

会

費

場

苗場プリンスホテル
〒949-6292
新潟県南魚沼郡湯沢町三国 202

月

日 (日)

3,000 円（税込）

【詳細・お申し込みは下記ホームページをご覧ください】

関越自動車道「月夜野」IC から 33km（約 50 分）

医療福祉連携士の会

関越自動車道「湯沢」IC から 21km（約 35 分）

https://www.renkeishi.com

9 月 30 日（日）

● 講演（13：30 〜）

さとやまからはじまる十の物語「里山十帖」

演者：岩佐 十良氏（株式会社自遊人 代表取締役）

● 講演（9：00 〜）

「地域医療魚沼学校について」

座長：中村 起也氏（広南会広南病院）

演者：布施 克也氏（魚沼市立小出病院 院長）

● シンポジウム１（14：20 〜）

「新潟・魚沼地域の医療を考える」

● パネルディスカッション（9：45 〜）

座長：内山 聖氏（魚沼基幹病院 院長）
地域医院の立場から

.9 30

（医療福祉連携士の方は 2,000 円）

上越新幹線「越後湯沢」駅よりシャトルバスで約 40 分

9 月 29 日（土）（12：30 から受付開始）

日 (土)

上村 伯人氏（上村医院 院長）

「超高齢社会の処方箋

わが街で何が必要か」

座長：斎川 克之氏（済生会新潟第二病院 地域連携福祉センター）
下村 裕見子氏（北里大学大学院精神科学）

● シンポジウム２（15：25 〜）

「新潟地域の取り組みについて」

＜パネリスト＞

『上越地域の取り組み』古澤 弘美氏（上越地域医療センター病院）

渡邉 由美子 氏（新発田北蒲原医師会 下越在宅医療推進センター）

座長：斎川 克之氏（済生会新潟第二病院 地域連携福祉センター）

『病院広報の取り組み』清治 智樹氏（新潟臨港病院）
● ワールドカフェ（16：05 〜）

( 順不同 )

布施 克也氏（魚沼市立小出病院 院長）

古澤 弘美氏（上越地域医療センター病院 看護部長）

角屋 宗敬氏（社会福祉法人魚沼福祉会 在宅介護支援センター堀之内）
鎌田 瑞樹氏（長岡赤十字病院 地域連携サポートセンター）

「地域で連携実務者としてできること」

滝沢 美智子氏（魚沼市立小出病院 地域医療連携室）

主催者：NPO 法人医療福祉連携士の会、
「第 8 回

医療福祉連携フォーラム㏌苗場」実行委員会

後援：日本医療マネジメント学会（予定）

第８回 医療福祉連携フォーラム in 苗場

開催概要

時】：2018 年 9 月 29 日（土）13 時 30 分 ～ 9 月 30 日（日）12 時
所】：苗場プリンスホテル・イベントホール「ブリザーディウム」
〒949-6292
新潟県南魚沼郡湯沢町三国 202
電話 025-789-2211
【参加費】：3,000 円（医療福祉連携士の方は 2000 円）
【日
【場

容】テーマ：
「健康なまちづくり！地域を活かし地域とともに生きる！」

【内

～地域医療連携は、人口減・医療資源減とどう向き合うか～
平成 30 年 9 月 29 日（土）
13：30 開会
（12：30 から受付開始）
13：30～14：20

講演

さとやまからはじまる十の物語「里山十帖」
株式会社自遊人

14：20～15：15

シンポジウム１

シンポジウム２

岩佐 十良 氏

「新潟・魚沼地域の医療を考える。」

座長：魚沼基幹病院 病院長
地域医院の立場から
～休憩（10 分）～
15：25～15：55

代表取締役

上村医院

院長

内山 聖 氏
上村 伯人 氏

「新潟地域の取り組みについて」

座長：済生会新潟第二病院地域連携福祉センター

演者１
演者２

副センタ―長
斎川 克之 氏
上越地域の取り組み：上越地域医療センター病院 看護部長 古澤 弘美 氏
病院広報の取り組み：社会医療法人 新潟臨港保健会
法人本部経営企画課課長代理
清治 智樹 氏
～休憩（10 分）～

16：05～17：30

ワールドカフェ

18：00～20：30

懇親会

「地域に連携実務者としてできること。」

平成 30 年 9 月 30 日（日）
9：00～9：45

講演「地域医療魚沼学校について」
座長：広南会広南病院 神経内科
演者：魚沼市立小出病院 院長

9：45～11：45

パネルディスカッション
「超高齢社会の処方箋

中村
布施

起也 氏
克也 氏

わが街で何が必要か」

座長：済生会新潟第二病院地域連携福祉センター 副センタ―長
座長：北里大学大学院精神科学
パネリスト：魚沼市立小出病院 院長
(順不同)
新発田北蒲原医師会 下越在宅医療推進センター
上越地域医療センター病院 看護部長
社会福祉法人魚沼福祉会 在宅介護支援センター堀之内
長岡赤十字病院 地域連携サポートセンター
魚沼市立小出病院 地域医療連携室

斎川 克之 氏
下村 裕見子氏
布施 克也 氏
渡邉由美子 氏
古澤 弘美 氏
角屋 宗敬 氏
鎌田 瑞樹 氏
滝沢 美智子氏

第8回 医療福祉連携フォーラムin苗場 FAX専用参加申込用紙

申込締切：９月１４日（金）
送付先（Fax）：０２５－３３３－４８９１
※「医療福祉連携士の会ホームページ」 （https://www.renkeishi.com/） からの申し込みも可能です。
ﾌｫｰﾗﾑのみ参加(29日、30
日のいづれか又は両日)

ﾌｫｰﾗﾑ＋懇親会に参加
13:00～17:30、18:00〜20:30

ﾌｫｰﾗﾑ＋懇親会
+苗場プリンスホテル泊

参加希望のものに
○印
参加費・

企画参加
合計額

禁煙・喫煙
３,000円
（医療福祉連携士２,00０円）

計 10,000円
（医療福祉連携士9,000円）

計 16,000円
（医療福祉連携士15,000円）

◆参加費は、参加企画の合計金額です。会場への交通費は含まれておりません。各自御手配下さい。
◆9月29日のフォーラム終了後の送迎バスはありません。懇親会終了後に送迎バスを運行する予定です。
◆越後湯沢駅⇔会場の無料送迎バスを運行する予定です。ご利用の方は〇印をつけて下さい。

9月29日（土）
越後湯沢駅→会場

10：40発→11：20着

11：50発→12：30着

12：30発→13：10着

利用する場合〇印

9月29日（土）
会場→越後湯沢駅

9月30日（日）

20：50発→21:30着

12：00発→12：40着

13：30発→14：10着

利用する場合〇印

振込後の返金は、原則として致しかねますので、予めご了承ください。

振込先

入金締切 ９月２１日（金）

ゆうちょ銀行[9900] 店名：〇九八（ゼロキュウハチ） 普通預金
口座番号：0547985 口座名義：特定非営利活動法人 医療福祉連携士の会

申込者
フリガナ
氏名

性別

男性

・

女性

所属先
（事業所、部署）

Ｔｅｌ

ー

ー

Ｆａｘ

ー

ー

E-mail
区分 （あてはまる （
ものに〇）
（

＠
）医療福祉連携士の会会員

（

）期生、（

）年度講習会修了生

）その他

事務局への通信欄
記載いただいた個人情報は会の運営に関してのみに使用させていただきます。
事務局：小林正和、池田幸恵

℡：090-7416-9369

E-mail：office@renkeishi.com

