
 

 

 

軽井沢で「第 65回日本病院学会」を開催 
全国から医療者が集い、 

日本の医療と病院のあるべき姿を考える。 
 

2015年 6月 1日 
社会医療法人財団 慈泉会 

 
 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 理事長・院長の相澤孝夫が学会長を務める「第 65回 日本病院

学会」が、6月 18・19日の 2日間、初夏の軽井沢にて開催することとなりました。本学会が長野県で

開催されるのは、1989年以来 26年振り 2回目となります。 
病院マネジメントと経営改善が軸となる本学会ですが、今年は 2025年を見据えて「まちづくり」や

「地域」にも焦点を当てたプログラムを予定しており、会期中はおよそ 2,000 名の医療関係者が全国

から一堂に会して、日本の医療と病院のあるべき姿を考えます。 
 

記 

学会名： 第 65回 日本病院学会 
テーマ： 日本における医療改革のあるべき姿 ～地域で治し・支える新しい医療～ 
会 期： 2015年 6月 18日（木）・19日（金） 
会 場： 軽井沢プリンスホテルウエスト（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 Tel.0267‐42‐1111） 
学会長： 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 理事長・院長 相澤孝夫 
参加費： 一般（当日登録）12,000円、学生（当日登録）2,000円 

※学生の参加登録には学生証の提示が必要となります。 
詳しくは学会ホームページをご覧ください。 http://www.c‐linkage.co.jp/jha2015/ 

以上 

＜ 学会に関するお問い合わせ ＞ 
相澤病院 本部事務局 

Tel.0263‐33‐8600 E‐mail: karuizawa65@ai‐hosp.or.jp 

＜ このリリースに関するお問い合わせ ＞ 
社会医療法人財団 慈泉会 広報企画室 担当：寺澤 

Tel.0263‐33‐8600 Fax.0263‐32‐6763 
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第65回日本病院学会

開 催 概 要
テ ー マ 日本における医療改革のあるべき姿　～地域で治し・支える新しい医療～

会　　期 2015年6月18日（木）～19日（金）

会　　場 軽井沢プリンスホテルウエスト
〒389-0193　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　TEL：0267-42-1111（代）

学 会 長 相澤　孝夫 （社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 理事長・院長）

企画顧問 小林　茂昭 （社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 医学研究研修センター長）
宮田　和信 （社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 院長代行）
田内　克典 （社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 副院長）

【日本病院会 長野県支部】
井上　憲昭 （長野県支部支部長／長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原医療福祉センター センター長、富士見高原病院・統括院長）
勝山　　努 （長野県支部副支部長／特定医療法人丸山会 丸子中央病院 院長）
吉岡　二郎 （長野県支部副支部長／日本赤十字社 長野赤十字病院 院長）
宮尾　陽一 （長野県支部副支部長／特定医療法人 新生病院 院長）
竹前　紀樹 （長野県支部幹事／公益財団法人長野市保健医療公社 長野市民病院 院長）
清澤　研道 （長野県支部幹事／社会医療法人城西医療財団 城西病院 院長）
森　　哲夫 （長野県支部会計／独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター 院長）
（以下、五十音順）
秋月　　章 （長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院  統括院長）
網野　章由 （日本赤十字社 下伊那赤十字病院 院長）
伊澤　　敏 （長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 院長）
泉　　從道 （長野県厚生農業協同組合連合会 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 院長）
井上　善博 （市立大町総合病院 院長）
大和　眞史 （日本赤十字社 諏訪赤十字病院 院長）
金子　源吾 （飯田市立病院 院長）
川合　　博 （伊那中央病院 院長）
北野　喜良 （独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 院長）
木村　　薫 （長野県厚生農業協同組合連合会 篠ノ井総合病院 院長）
具志堅　進 （社会医療法人中信勤労者医療協会 松本協立病院 院長）
黒澤　一也 （社会医療法人恵仁会 くろさわ病院 理事長）
黒栁　隆之 （長野県厚生農業協同組合連合会 小諸厚生総合病院 院長）
小瀬川和雄 （長野県厚生農業協同組合連合会 新町病院 院長）
社浦　康三 （長野県厚生農業協同組合連合会 下伊那厚生病院 院長）
竹前　克朗 （社会福祉法人ハイネスライフ 朝日ながの病院 院長）
田幸　健司 （長野県厚生農業協同組合連合会 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 院長）
田村　泰夫 （日本赤十字社 川西赤十字病院 院長）
千葉　　恭 （社会医療法人栗山会 飯田病院 理事長）
土屋　　隆 （医療法人 輝山会記念病院 理事長）
土屋　文夫 （町立辰野病院 院長）
寺田　　克 （地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立須坂病院 院長）
中川　真一 （医療法人元山会 中村病院 院長）
中土　幸男 （社会医療法人抱生会 丸の内病院 院長）
中野　　武 （日本赤十字社 安曇野赤十字病院 院長）
西澤　　理 （長野県厚生農業協同組合連合会 北アルプス医療センターあづみ病院 統括院長）
濵口　　實 （諏訪中央病院 院長）
平山　二郎 （市立岡谷病院 病院事業管理者）
古川　賢一 （日本赤十字社 飯山赤十字病院 院長）
古川　安之 （社会医療法人中信勤労者医療協会 塩尻協立病院 院長）
洞　　和彦 （長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院 院長）
三澤　弘道 （国民健康保険 依田窪病院 院長）
村岡　紳介 （伊南行政組合 昭和伊南総合病院 院長）
山田　康裕 （社会福祉法人ハイネスライフ 山田記念朝日病院 理事長）
山本　博昭 （長野医療生活協同組合 長野中央病院 院長）

後　　援 厚生労働省、長野県、松本市、軽井沢町、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本看護協会、
一般社団法人長野県医師会、一般社団法人松本市医師会、一般社団法人長野県薬剤師会

学会ホームページ http://www.c-linkage.co.jp/jha2015/

お問い合わせ先 ＜本部事務局＞
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
〒390-8510　長野県松本市本庄2-5-1
TEL：0263-33-8600　FAX：0263-32-6763
E-mail：karuizawa65@ai-hosp.or.jp

＜運営事務局＞
株式会社 コンベンションリンケージ
〒390-0811　長野県松本市中央1-21-3　スカイビル2F
TEL：0263-34-7045　FAX：0263-34-7048
E-mail：jha2015@c-linkage.co.jp
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ご　挨　拶

第65回日本病院学会
学会長　相澤 孝夫
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 理事長・院長

「日本における医療改革のあるべき姿」～地域で治し・支える新しい医療～

　少子高齢社会を迎えた我が国の政府は、社会保障制度の改革が急務であるとの国民的コンセンサスを得て、

2025年における社会保障の「あるべき姿」に向かい2018年を一応の目処として社会保障制度の改革を押し進

めています。医療介護分野の改革としては、病床の機能分化と連携（医療機関ネットワーク）と地域包括ケア

システムの構築（かかりつけ医の役割強化と医療・介護ネットワーク）が謳われており、この二つの改革を統

合的に推進してゆくために「医療介護総合確保推進法」が制定され、医療法を初めとする関係法律等の整備が

行われています。

　病床の機能分化により医療提供体制の改革を実効あるものにするという政府の強い方針の下に、医療計画

の一部として「地域医療構想」が位置づけられ、その構想を実現するために医療構想区域毎に「協議の場」が設

置されます。医療機関が有する病床の機能区分の現状と今後の方向を病棟単位で報告する「病床機能報告制

度」もこの構想の策定と実現のために活用する等が盛り込まれた「地域医療構想策定ガイドライン」が定めら

れ、実施されます。これらのことは、病院にとって極めて重大な影響を及ぼすと考えられ、自病院の有り様

を根幹から変えなければならない状況も想定されます。

　また、地方においては人口減少による地方消滅が危惧される一方で、大都会圏においては急激な高齢者の

増加への対応が急務となっています。地域包括ケアにおいては、地域ごとに異なる社会構造の変化を見据え

て「在宅医療・在宅医療を支える入院医療・介護・生活支援・住まい・住まい方など」の地域づくりそのもの

をどうしていくかが大きな課題となっています。

　病院は地域に根ざした地域の重要な社会資源であることを考慮しつつも、穏やかな天空にあるのではなく、

暴風雨が吹きすさぶ地上にあることを認識して、自然豊かな軽井沢であるからこそ「明鏡止水」の心境になり、

病院の原点に返って「地域で治し支える医療は如何にあるべきか」を考える学会にできれば幸いと存じます。

　皆様のご支援ご協力により、本学会においては特別講演1題、シンポジウム10題、オピニオン１題、ワー

クショップ2題、モーニングセミナー1題、一般口演501題、ポスター発表159題のプログラムを組むことが

できました。ご尽力賜りました皆様に衷心より感謝と御礼を申し上げます。

　標高1000メートルにある日本有数の避暑地軽井沢において、多数の皆様の参加を心からお待ち申してお

ります。
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主要プログラム

学会長講演　6月18日（木）　9：30～10：00 第1・2・3会場（長野・楓・桜）

座長：堺　　常雄（一般社団法人日本病院会 会長 / 聖隷浜松病院 総長）

少子高齢人口減少社会において病院はいかにあるべきか
相澤　孝夫（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 理事長・院長）

日本病院会会長講演　6月18日（木）　10：00～10：30 第1・2・3会場（長野・楓・桜）

座長：相澤　孝夫（一般社団法人日本病院会 副会長 / 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 理事長・院長）

医療改革のあるべき姿～病院はどのように対応したら良いのか～
堺　　常雄（一般社団法人日本病院会 会長 / 聖隷浜松病院 総長）

日本医師会会長講演　6月18日（木）　10：30～11：00 第1・2・3会場（長野・楓・桜）

座長：末永　裕之（一般社団法人日本病院会 副会長 / 小牧市民病院 院長・小牧市病院事業管理者）

日本医師会の医療政策
横倉　義武（公益社団法人日本医師会 会長）

特別講演　6月18日（木）　11：00～12：00 第1・2・3会場（長野・楓・桜）

座長：岡留健一郎（一般社団法人日本病院会 副会長 / 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福岡県済生会福岡総合病院 院長）

心にそぐう言葉たち
金田一秀穂（杏林大学外国語学部 教授）

シンポジウム1　6月18日（木）　14：00～16：00 第1会場（長野）

座長：邉見　公雄（公益社団法人全国自治体病院協議会 会長）

これからのまちづくりは医療中心に！！～土建国家から保健国家へ～

SY1-1 公立病院を核としたまちづくりと地域包括ケアシステムの構築
山口　　昇（公立みつぎ総合病院 名誉院長・特別顧問）

SY1-2 医療・介護の現場から新しいまちづくりの提言
米満　弘之（医療法人社団寿量会 熊本機能病院 会長・総院長）

SY1-3 在宅医療を含む地域包括ケアと新たなまちづくりを考える－柏プロジェクトからの報告を通して
辻　　哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授）

SY1-4 健康長寿のまちづくり　奈良モデルのとりくみ
中川　幸士（奈良県 医療政策部 理事）
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第65回日本病院学会

シンポジウム2　6月18日（木）　14：00～16：00 第2会場（楓）

座長：齋藤　　弘（公益社団法人全国自治体病院協議会 顧問）

地域で治し、支える医療を目指す取組み

SY2-1 『地域で治し支える医療を目指す取り組み』　兵庫県の中規模都市での取り組み事例
宇高　　功（地方独立行政法人 加古川市民病院機構 理事長）

SY2-2 地域の診療情報を集約化することで視えること、出来ること－Nakama Projectの活動紹介
小林　利彦（浜松医科大学医学部附属病院 医療福祉支援センター センター長）

SY2-3 専門医と病院総合医とのスキルミックス
松村　理司（医療法人社団洛和会 総長）

SY2-4 地域包括ケアシステムの中における中小規模病院の果たすべき役割  
－脳・神経疾患専門病院の立場から－
美原　　盤（公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院 院長）

シンポジウム3　6月18日（木）　14：00～16：00 第3会場（桜）

座長：有賀　　徹（昭和大学病院 病院長）　　　　　　 
浅香えみ子（獨協医科大学越谷病院 看護副部長）

院内外における組織的医療の展開～看護師･コメディカルスタッフへの職能移譲の必然性～

SY3-1 地域包括ケアシステム時代のチーム医療における看護の役割
大久保清子（公益社団法人日本看護協会 副会長）

SY3-2 多職種チーム医療と病院の組織的責任のあり方を考える
栗原　正紀（一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 理事長）

SY3-3 日本型タスクシフトの特徴と組織的医療～国際的視点と国内的視点～
大藪　　毅（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 専任講師）

SY3-4 組織的医療と法的責任－民事責任の観点から
峯川　浩子（常葉大学 法学部 准教授）

シンポジウム4　6月18日（木）　16：00～18：00 第4会場（浅間A）

座長：福井　次矢（聖路加国際病院 院長）　　　　　　　　　　 
末永　裕之（小牧市民病院 院長・小牧市病院事業管理者）

QIプロジェクトの成果と展望

基調講演 日本病院会QIプロジェクトの経緯と現状
福井　次矢（聖路加国際病院 院長）

SY4-1 診療記録監査を用いて医療の質を改善する
菊池　二郎（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 形成外科統括医長・診療情報管理センター特任推進役）

SY4-2 自治体病院の医療の質評価・公表事業への取り組み
原　　義人（青梅市病院事業管理者 兼 青梅市立総合病院 院長）

第65回 日本病院学会　5/11

AIMC099
長方形



日本における医療改革のあるべき姿　～地域で治し・支える新しい医療～

- 25 -

SY4-3 医療の質の評価・公表事業の概要と今後の展望
町田　宗仁（厚生労働省 医政局 総務課 保健医療技術調整官）

SY4-4 フランスにおける「医療の質」確保に向けた取り組みについて
入江　芙美（厚生労働省 九州厚生局 健康福祉部 医事課 課長）

シンポジウム5　6月18日（木）　16：00～18：00 第5会場（浅間B）

座長：井上　憲昭（長野県厚生農業協同組合連合会 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 センター長・統括院長）

地域包括ケアの先進事例から考えるこれからの地域づくり

SY5-1 地域包括ケアとは「住み慣れた地域で死ねてよかった」と言われる町づくり
内田　　望（梼原町立国保梼原病院 院長 兼 梼原町保健福祉支援センター ゼネラルマネージャー）

SY5-2 住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを目指して 
～住民よし・機関よし・地域よしの三方よし　顔の見える関係づくりの構築～
小林　靖英（滋賀県東近江健康福祉事務所 所長）

SY5-3 柏市における長寿社会のまちづくり　 
～市と医師会等の多職種団体が連携した地域包括ケア構築モデル～
稲荷田修一（柏市保健福祉部 福祉政策課 地域医療推進室 室長）

SY5-4 武蔵野市における「まちぐるみの支え合いの仕組みづくり（地域包括ケアシステム）」推進への 
取り組み
毛利　悦子（武蔵野市健康福祉部 高齢者支援課 相談支援担当課 課長）

シンポジウム6　6月19日（金）　9：00～11：00　 第1会場（長野）

座長：福井　次矢（聖路加国際病院 院長）　　　　　　　　　　 
コメンテーター：Mark R. Chassin（ジョイントコミッション 最高責任者）

JCIリーダーシップフォーラム

SY6-1 JCI（Joint Commission International）取得に向けた筑波大学附属病院の試み
玉岡　　晃（筑波大学医学医療系 神経内科学 教授 / 筑波大学附属病院 副病院長）

SY6-2 大学病院における「医療の質と安全の向上」のための組織改革とシステム構築
小山　　勇（埼玉医科大学国際医療センター 病院長）

SY6-3 医療の安全性と品質の継続的な向上を目指した医療品質担当副院長の役割
田内　克典（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 医療品質担当副院長）

SY6-4 Continuous Quality ImprovementとJCI
山本　貴道（聖隷浜松病院 副院長・CQI室長）

SY6-5 “生きた有機体”聖路加国際病院が実践する医療の質改善活動  
～相互連携による具体的な改善活動の支援～
髙井今日子（聖路加国際病院 副看護部長・QIセンター 副センター長）

SY6-6 Joint Commission Internationalの更新審査に向けた取り組み　 
～5th Editionに準拠したハイアラート薬の選定と管理～
石塚　寛和（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部 副室長）

同時通訳あり
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シンポジウム7　6月19日（金）　14：00～16：00 第1会場（長野）

座長：相澤　孝夫（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 理事長・院長）

地域トータルヘルスケアネットワーク構築に向けて病院が果たす役割

SY7-1 医療介護総合確保と地域包括ケアシステム
田中　　滋（慶應義塾大学 名誉教授）

SY7-2 人口構造と医療圏の変化に対応しうるヘルスケアネットワーク構築の必要性
石井　孝宜（石井公認会計士事務所 所長）

SY7-3 地域住民の心身の幸せに貢献できる提供体制構築はどうするか
田中　　肇（社会医療法人生長会 理事長）

SY7-4 超高齢時代における医療のあり方・病院の役割
猪熊　律子（読売新聞東京本社 社会保障部 部長）

シンポジウム8　6月19日（金）　9：00～11：00 第2会場（楓）

座長：梶原　　優（医療法人弘仁会 理事長）

医療を中心としたまちづくりの将来構想（ビジョン） 
～地域再生には雇用と教育と医療の確保が必須～

SY8-1 地域包括ケア時代の医療とまちづくり
武田　俊彦（厚生労働省大臣官房審議官（医療保険担当））

SY8-2 都市と医療を考える
豊田　奈穂（公益財団法人総合研究開発機構 主任研究員）

SY8-3 地方都市の駅前再開発と連動して住居併設型急性期病院を整備した経験から
湯浅　大郎（公益財団法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 理事長）

SY8-4 安房10万人計画
小松　秀樹（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 副院長）

SY8-5 吹田操車場跡地における「健康・医療」のまちづくり 
～国立循環器病研究センターを中心とした国際級の医療クラスターを目指して～
米丸　　聡（吹田市役所 医療まちづくり監 兼 理事）

シンポジウム9　6月19日（金）　14：00～16：00 第2会場（楓）

座長：大道　道大（社会医療法人大道会 森之宮病院 理事長・院長）

多職種協働による地域包括ケアシステム推進の新戦略

SY9-1 急性期病院を中心とする地域包括ケアシステムのあり方を考える
神野　正博（社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長）

SY9-2 恵寿式地域包括ケアシステムの確立に向けて～医療ソーシャルワーカーの役割を考える～
中川　一美（社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院  けいじゅサービスセンター 医療福祉相談課 課長代理）
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SY9-3 ペガサスにおける地域包括ケアシステム推進戦略 
～ペガサス・トータル・ヘルスケアシステムの構築～
馬場　武彦（社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 理事長）

SY9-4 ペガサスにおける地域包括ケアシステム推進戦略  
－ペガサス・トータル・ヘルスケアシステムを越えて－
田中　恭子（社会医療法人ペガサス 法人本部 企画運営局 局長）

SY9-5 厚木市（厚愛地区）における地域包括ケアシステム構築の試みと現状
野村　直樹（社会医療法人社団三思会 本部 本部長）

SY9-6 東名厚木病院における地域包括ケアシステムの取り組みと課題 
～MSWを戦略に入れて活用する～
福田　美香（社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 医療福祉相談室 課長）

SY9-7 当院における多職種協働による地域包括ケアシステム推進の新戦略
宇野　英一（社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 診療部長）

SY9-8 地域包括ケアシステム推進における認定看護師の地域派遣への取り組み
脇　　和枝（社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 看護副部長）

シンポジウム10　6月19日（金）　14：00～16：00 第3会場（桜）

座長：土井　章弘（一般財団法人操風会 岡山旭東病院 院長） 
安藤　文英（医療法人西福岡病院 理事長）　　　 　　  

中小規模病院は、地域医療の担い手となれるか

SY10-1 総合診療専門医にどう関わるべきか
丸山　　泉（医療法人社団豊泉会 理事長）

SY10-2 日本の中でも急速に高齢化が進む地域で注目されている千葉県北西部での保健・医療・介護を
複合させてゆく試み
土井　紀弘（医療法人社団創造会 平和台病院 理事長・院長）

SY10-3 地域医療の担い手となるために～小病院である当院の取り組みを通して～
黒澤　一也（社会医療法人恵仁会 くろさわ病院 理事長・院長）

オピニオン　6月18日（木）　15：00～17：00 第6会場（浅間C）

座長：塩谷　泰一（高松市病院局 高松市病院事業管理者） 
　　今泉暢登志（福岡赤十字病院 名誉院長）　　　　　

地域医療をどう確保していくのか

OP-1 地域医療をどう確保していくのか－被災地釜石医療圏の現状－
遠藤　秀彦（岩手県立中部病院 院長）

OP-2 地域包括ケアシステムと地方創生～連携と協働による地域づくりと人材確保～
赤木　重典（京丹後市立久美浜病院 病院長）

OP-3 「まち・ひと・しごと創生戦略（地方創生戦略）」は地域再生、地域医療再生につながるか
石原　　晋（公立邑智病院 院長）
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OP-4 大胆にして迅速な医療改革を！
松本　文六（社会医療法人財団天心堂 会長）

ワークショップ1　6月18日（木）　16：30～18：00 第7会場（浅間D）

座長：小田原俊成（横浜市立大学 学術院医学群 教授 / 横浜市立大学 保健管理センター センター長） 
コーディネーター：佐藤　茂樹（日本赤十字社 成田赤十字病院 第一精神神経科 部長）  　　　　　　　　　　　　

総合病院・地域における認知症高齢者支援の取組み

WS1-1 総合病院有床精神科における認知症疾患医療センターの活動多職種協働を進める工夫
村田　志保（JA長野厚生連 北アルプス医療センターあづみ病院 副院長）

WS1-2 急性期病院における認知症ケア支援チームとしての活動報告
長沖　沙知（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 5S病棟看護責任者）

WS1-3 認知症の緩和ケア
小川　朝生（ 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 臨床開発センター 精神腫瘍学開発分野 分野長）

WS1-4 認知症ケアパスの作成と認知症初期集中支援チーム
粟田　主一（ 東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と介護予防研究チーム研究部長、 

認知症支援推進センター長）

ワークショップ2　6月19日（金）　9：00～11：00 第3会場（桜）

座長：中山　和則（病院経営管理士会 副会長 / 筑波メディカルセンター病院 事務部長） 　　　　　　　　 
宮﨑　瑞穗（一般社団法人日本病院会 病院経営の質推進委員会 委員長 / 前橋赤十字病院 名誉院長）

病院経営の質向上と次世代を読む新たな取り組み

WS2-1 病院経営の質向上と次世代を読む新たな取り組み～DPCを中心とした経営改善～
須貝　和則（独立行政法人国立国際医療研究センター 診療情報管理室 室長）

WS2-2 「ネガティブリスト型」から「ポジティブリスト型」へ　地域で選ばれる病院をめざした経営改革
渡辺　敏明（長野市民病院 企画財務課 課長）

WS2-3 地域包括ケアに着目した取り組み事例
齋藤　哲哉（社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 事務部長）

WS2-4 地域連携の実践とソーシャルワーカーとしての関わり
宮田　琴江（社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 地域連携課 係長）

モーニングセミナー　6月19日（金）　8：00～8：50　 第1会場（長野）

座長：堺　　常雄（一般社団法人日本病院会 会長 / 聖隷浜松病院 総長）

Why High Reliability Should be the Goal of Healthcare Quality Improvement
Mark R. Chassin（ジョイントコミッション 最高責任者）

同時通訳あり
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会場までの交通アクセス・周辺案内図

■  電車でお越しの場合 
北陸新幹線軽井沢駅南口から徒歩約15分。北陸新幹線で東京－軽井沢が約1時間10分。

■  軽井沢駅南口からの徒歩ルート 
会場へは、軽井沢駅南口を出て、軽井沢・プリンスショッピングプラザ内を通ってお越しください。

《軽井沢・プリンスショッピングプラザ》
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京
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ピックアップバス乗り場
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にご乗車ください
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会場案内図

軽井沢プリンスホテルウエスト
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　TEL: 0267-42-1111（代）
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