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第７回藤沢地域医療セミナー開催要項
１ 目

的

地域医療の魅力と醍醐味を発見し、地域住民や参加者との交流をとおして得ら
れる体験により、それぞれの地域が目指している地域医療の進展に資すること
を目的とする。

２ 目

標

○
○
○
○
○

藤沢地域の地域医療の現状を知る
地域医療を担う医師に必要な知識や技術を知る
地域医療における住民・行政・医療者のそれぞれの立場の考え方を知る
住民との交流をとおして地域医療における住民の役割や住民と医療者の関
係性について理解する
セミナーの全プログラムをとおして地域医療の魅力を発信する

３ テ ー マ

「地域で安心して暮らし続けるための連携・協働」

４ 開 催 日

平成 28 年８月 12 日（金）～14 日（日）・２泊３日
※原則として全日程の参加が可能であること。

５ 会

老健ふじさわ
[岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏 52 番地２

６ 対

場

象

一関市国保藤沢病院に隣接]

地域医療に関心や興味のある医学生、看護学生、初期臨床研修医師、後期臨床
研修医師、その他地域医療に関心がある方を対象とします。

７ 募集人員

20 名

８ 募集期限

平成 28 年７月 29 日（金）（定員になり次第募集を終了します。）

９ 参 加 費

１人 18,000 円（宿泊代、食事代を含む。学生は、参加費免除。
宿泊しない方は 8,000 円）

10 宿泊先等

宿泊先：ホテル三島の湯（一関市千厩町 tel.0120-803-004）
食事 ：8 月 12 日
，昼 なし
，夕 あり（レセプション）
13 日 朝 あり ，昼 あり（お弁当） ，夕 あり（野焼き祭り会場）
14 日 朝 あり ，昼 なし

11 送迎バス

8 月 12 日：ＪＲ一ノ関駅東口を 12 時 15 分に出発する送迎バスを運行します。
（この日のお昼は一ノ関駅を出発する前に各自でおとり下さい。）
8 月 14 日：老健ふじさわを 12 時に出発する送迎バスを運行します。
（ＪＲ一ノ関駅東口 12 時 45 分着予定）

12 主

一関市（一関市病院事業）
連絡先：一関市病院事業事務局（一関市国民健康保険藤沢病院内）
住 所：岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏 52 番地２
tel.0191-63-5211 fax.0191-63-5484 mail:fmh@echna.ne.jp

催

13 後援予定

岩手県国民健康保険団体連合会／岩手県地域医療研究会／（社）一関市医師会

14 協力団体

藤沢病院を支える会

15 スケジュール
送迎バスは 13 時に会場着予定
（演題等プログラムが変更になる場合があります。）
日
時間
内容
８月 12 日 13:15-13:45 セミナー開講式・オリエンテーション・グループ編成
（金）
13:45-14:05 地域医療エキスパート１
（20 分） 「一関市病院事業の概要」 担当：一関市病院事業事務局職員
14:05-14:45 地域医療エキスパート２
（40 分） 「藤沢町の取組み①～住民参加のまちづくり・自治会活動～」
講師：藤沢町住民自治協議会 会長 千田 博 氏
14:55-15:25 地域医療エキスパート３
（30 分） 「藤沢町の取組み②～食生活推進員の活動～」
講師：一関市食生活改善推進員協議会藤沢支部顧問 三浦

フミ子 氏

15:25-16:05 地域医療エキスパート４
（40 分） 「藤沢町の取組み③～保健師と保健推進員の活動～」
講師：一関市役所室根支所 保健福祉課長 三浦 しげ子 氏
16:15-16:55 地域医療エキスパート５
（40 分） 「地域のネットワークづくり」
講師：高齢者総合相談センターふじさわ 所長補佐 畠山

あけみ

16:55-17:30 グループ討議“地域、住民、行政の関係について考える”
（35 分）
17:40
18:30
８月 13 日 9:00
（土）
09:30-10:10
（40 分）

ホテル三島の湯へ移動
レセプション
ホテル三島の湯出発
地域医療エキスパート６
「認知症の家族を支える取組み」
講師：一関市国保藤沢病院 看護師 小野寺 朝子

10:10-10:50 地域医療エキスパート７
（40 分） 「ケアマネがつなぐ医療と介護」
講師：ふじさわ居宅介護支援事業所 所長補佐 佐藤
10:50-11:30 地域医療エキスパート８
（40 分） 「聞き書きから見た看護」
講師：一関市国保藤沢病院 看護師 畠山 貴江
11:30-12:30

昼食

恵理子

８月 13 日
12:30-13:10 地域医療エキスパート９
（土）
（40 分） 「訪問看護が支える在宅生活」
講師：ふじさわ訪問看護ステーション 看護師 八巻

光恵

13:10-14:00 地域医療エキスパート 10
（50 分） 「在宅医療を取り巻く連携・協働～Ｆさんの場合～」
講師：一関市国保藤沢病院 内科長 高木 史江
14:00-14:35 グループ討議“多職種連携について”
（35 分）
14:45-15:35 地域医療エキスパート 11
（50 分） 「ナイトスクールの原点とこれから」
講師：一関市国保藤沢病院 病院事業管理者 佐藤

元美

15:35-16:25 地域医療エキスパート 12
（50 分） 「富山県南砺市の地域医療を守る会とマイスター制度」
講師：富山大学医学部総合診療部 教授 山城 清二 氏
16:35-17:10 グループ討議“住民参加について”
（35 分）
17:40
21:30
８月 14 日 9:00
（日）
09:30-11:30
（120 分）
11:40
12:00
16 申込方法

「ふじさわ野焼き祭り」に参加（地域との交流・夕食）
ホテル三島の湯へ移動
ホテル三島の湯出発
地域医療エキスパート 13
「Talk together – café style”地域で安心して暮らし続けるため
の連携・協働”」
閉会行事
ＪＲ一ノ関駅への送迎バス出発

下記内容を記載したメールを代表アドレス（fmh@echna.ne.jp）にお送り下さい。
先着順に受付完了メールを返信します。

メールの件名：藤沢地域医療セミナー参加申込
記載内容

①氏名・フリガナ
②性別
③所属先
④学年・職種
⑤送迎バス利用の有無

※代表者が申込む場合は、各参加希望者の①～⑤及び代表者の氏名・メールアドレス

