
【資料：これまでのヘルスケア・フォーラム（軽井沢フォーラム）／敬称略】 
 

2021 年度ヘルスケア Web フォーラム（第 10 回軽井沢フォーラム） 
―これからの地域ヘルスケアを考える医療政策研究フォーラム― 

 
1） 日 時 ：令和 3 年 7 月 13 日（火） 10:00～16:15 
2） 場 所 ：Zoom フォーラム（一部軽井沢で実施） 
3） テーマ：アフターコロナを見据えたこれからの地域ヘルスケア／災害対策・地域経済好循環への医療の寄与 
4） プログラム 
テーマ１：「地域における日本版社会的処方を考える」 
（スマート・ウェルネス・シティ[SWC]首長研究会／スマートウエルネスコミュニティ協議会ジョイント企画） 

司会 久野譜也 筑波大学人間総合科学学術院・教授 
塚尾晶子 つくばウエルネスリサーチ取締役・保健師 

発表演題・パネリスト 
   「認知行動療法と社会的処方」 

大野 裕（一般社団法人 認知行動療法研修開発センター 理事長 
ストレスマネジメントネットワーク 代表 
SWC 協議会 健幸アンバサダー・人材育成分科会 座長 
慶応大学名誉教授） 

「地域包括ケアシステムと社会的処方」 
唐澤 剛（慶應義塾大学大学院政策・メディァ研究科特任教授 

元内閣官房地方創生総括官／元厚生労働省保険局長） 
「社会的処方による“ネウボラ” ：妊娠～出産～育児 切れ目のない子育て支援づくり」 

阪口伸六（大阪府高石市長／全国市長会副会長／SWC 首長研究会副会長） 
       「社会的処方としての健康スポーツ療法」 

塚尾晶子（つくばウエルネスリサーチ 取締役 
SWC 協議会 健幸 ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ・人材育成分科会 副座長） 

テーマ２：サプライチェーン・マネジメント入門（災害時の持続可能性を高める方策のてがかり） 
講師 中野幹久（京都産業大学経営学部教授） 

テーマ３：【対談】奈良時代から取り組んできた社会実装：地方も都市も発展することを目指す 
    講師 馬場 基（奈良文化財研究所 都城発掘調査部主任研究員） 
フォーラム 10 周年記念事業：医療と地域創生大賞（仮称）について 
     軽井沢フォーラム 10 年の歩みと医療と地域創生大賞の趣旨・第１回受賞者発表 

医療と地域創生大賞・受賞記念講演 
           【受賞者代表】山田朝夫（常滑市副市長） 
      【講演テーマ】：「流しの公務員」の挑戦 
鼎談と参加者とのフリーディスカッション：医療と地域経済循環構造 
    山田朝夫（常滑市副市長）／中村光成（荒尾市医師会）／伊藤弘人（フォーラム事務局） 

 
※※※※※※※※※※ 

 

2020 年度ヘルスケア Web フォーラム（第 9 回軽井沢フォーラム） 
―これからの地域ヘルスケアを考える医療政策研究フォーラム― 

 
1） 日 時 ：令和 2 年 7 月 16 日（木） 10:00～16:30 
2） 場 所 ：Zoom フォーラム（一部軽井沢で実施） 
3） テーマ：アフターコロナを見据えたこれからの地域ヘルスケア 
4） プログラム： 
テーマ１：自治体での健康・雇用政策 

（スマート・ウェルネス・シティ首長研究会／スマートウエルネスコミュニティ協議会ジョイント企画） 
Web シンポジウム：アフターコロナを見据え、医療と連携した今求められる地域健康づくりの方向性 
～With コロナでの新しい発想・ハイリスクポピュレーションアプローチへの転換をいかに進めるか～ 
司会 久野譜也 筑波大学人間総合科学学術院・教授 
テーマとパネリスト 
 「志村フロイデグループの病院を中心としたまちづくりを通じた地域健康づくりの取り組み」 

鈴木邦彦 志村大宮病院・院長／日本地域包括ケア学会事務局長 



 「地元医師会と連携して」 
片山象三 兵庫県西脇市・市長 

「自治体と医療が連携したスポーツ療法を核とした社会的処方の取り組み」 
塚尾晶子 つくばウエルネスリサーチ取締役・保健師 

【第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会のご案内】鮎澤純子 第 58 回日本医療・病院管理学会学術総会長 
テーマ２：医療連携・統合セッション 
     Web クロストーク：地域で認知症を支える先進的取り組みの今と近未来 
     先進地域１  中村光成 荒尾市医師会理事 

        One Team Arao による複数事業への取組み：医療連携からまちづくりへ 
     先進地域２  園田 薫  藍野病院 老年心身医療センター／茨木市医師会 

行政―医療―介護が連携した、茨木市認知症サポートシステムの構築と課題 
テーマ３：災害に強い地域づくりを目指すセッション 

① 講演：奈良時代のパンデミックと社会 
       馬場基（奈良文化財研究所 都城発掘調査部主任研究員） 
② 精神科病院、長期療養系施設、非医療施設におけるコロナ対策の基本 

      木村尚人、長尾智子（松山記念病院） 
特別講演：地域経済の好循環につながる入札の在り方についての示唆（仮題） 
                       楠茂樹（上智大学法科大学院教授） 

【著書】「公共調達と競争政策の法的構造」（上智大学出版、2017） 
 

※※※※※※※※※※ 

 
【関連行事：第 57 回日本医療・病院管理学会学術総会】 

 
会 期 : 2019 年 11 月 2 日（土），3 日（日），4 日（月・祝） 
会 場 : 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（新潟市中央区） 
テーマ : 持続可能な地域医療を支える医療・病院管理学 
学術総会長 : 伊藤 弘人（独立行政法人 労働者健康安全機構 本部研究ディレクター） 
プログラム（第 57 回日本医療・病院管理学会学術総会演題抄録集から）： 
市民公開講座「市民と考える～これからの働き方と健康づくり～」 
特別講演 1「医療と介護のこれから」 
特別講演 2「佐久総合病院の分割再構築と今後の課題」 
特別講演 3「人口減少に適合した医療・介護の方向性 : ケア・コンパクト・シティ構想を中心に」   特

別講演 4「地域医療連携推進法人を含む医療政策の最近の動向について」 
シンポジウム 1「高齢社会とこれからの医療における質の評価」 
シンポジウム 2「予防からみた持続可能な自治体の在り方と医療の役割」 
シンポジウム 3「持続可能な地域医療を支える「事業承継」」 
シンポジウム 4「病院機能評価を巡る新たなステージー今改めて問う：サーベイ・サーベイヤーの質」 
第 57 回学術総会特別企画「地域経済循環分析からみた医療の役割」 
座談会「地域医療と医療・病院管理学」 
Expert から学ぶ ①「医療・病院管理学に期待すること」 
Expert から学ぶ ②「これからの医療・病院管理学への期待─今後の地域ケア運営のあり方を模索する─」 
公的医療機関等の病院グループにおけるこれからの医療・病院管理機能 
教育講演 1「地域での慢性腎不全予防プログラムの医療経済学」 
教育講演 2「医療機関における暴力・ハラスメント被害の実態と対策」 
教育講演 3「医療現場の行動経済学 : 患者と医療者のすれ違いのサイエンス」 
教育講演 4「トーシンズ : 劇団公演による双方向性啓発活動の試み」 
教育講演 5「国の統計データ利用オンサイト拠点の活用方法と統計データ利活用センター」 
教育講演 6「病院管理フェローシップ／病院 CEO を育成する教育プログラム」 
教育講演 7「社会人を対象とした災害医療の系統的学習プログラムの構築」 
教育講演 8「一般臨床における「うつ・不安」のアセスメント」 
研究倫理委員会・編集委員会 合同シンポジウム「学術論文作成に必要な研究倫理」 
教育研修委員会「医療・病院管理のコンピテンシーとフェロー制度の構想について」 
例会①「医療における RPA（Robotic Process Automation）の活用～令和元年 は医療 RPA 元年～」 
例会②「医療機関と地域包括ケアシステム」 
日本医学会連合合同シンポジウム「医療政策・経営とビッグデータ解析」 
関連学術団体ジョイント企画「医療・病院管理学の基盤機能」 



日本医療情報学会「病院・地域において医療情報を専門とする組織と人材のあり方：オンライン診療等」 
医療の質・安全学会，新潟大学ジョイント企画「日本専門医機構認定共通講習（医療安全管理講習 会）」 
日本看護管理学会・リレー企画「他職種へ上手に伝える」 
行動経済学会「医療分野の行動経済学プロジェクト ─ 意思決定のバイアスとナッジ」 
日本医療経営学会「マーケティングマインドをもった医療連携人材育成」 
日本総合病院精神医学会「病院内における総合医機能・リエゾン機能」 
地域枠セッション 1 ／福井地域「福井県の高い幸福度とその地域的特性」 
地域枠セッション 2 ／上越地域「持続可能な病院医療：上越市における “コミュニティベース”の実践」 
地域枠セッション 3 ／久留米地域 
人材育成セッション「課題解決型高度医療人材養成プログラム」 
ミニセッション 1「持続可能な地域医療を支える薬局機能の要素」 
ミニセッション 2「働きやすい病院作りを目指して～産業保健の取組み～」 
ミニセッション 3「緩和ケアの質の評価～心不全を中心に～」 
特別企画セッション「地域で求められる医科歯科連携の現状と課題」 
第 58 回学術総会 2020（福岡大会予告セッション）  
サテライト特別講演会「医療のリーダーシップ―最新情報に学ぶ」 
一般演題 

 
※※※※※※※※※※ 

 

2019 年 第 8 回フォーラム K in 上越 
医療連携の統合を目指す医療政策研究フォーラム 

一般社団法人日本医療・病院管理学会 第 376 回 例会  
（第 57 回 日本医療・病院管理学会学術総会プレリミナリーセッション ） 

 
1） 日 時 ：2019 年 7 月 3 日（水） 13:00～17:15 
2） 場 所 ：高田世界館（新潟県上越市） 
3） テーマ ：持続可能な地域医療を支える上越地域の取り組み 
4） プログラム 

1. 開会あいさつ（上越市副市長） 
2. 地域経済循環分析と公共サービスを活用した二次医療圏における地域経済活性化：伊藤弘人 
3. 上越地域医療センターを中心としたまちづくり構想：小林元（上越市健康づくり推進課地域医療推進室） 
4. 町家の活性化について：横田一（上越市企画政策課） 
5. 鴨井家住宅主屋・土蔵（登録有形文化財）と地域歯科医療：鴨井久一（日本歯科大学名誉教授） 
6. 介護や障害福祉事業所・保育園運営法人の観点から（案）：飛田泰二（株式会社リボーン 専務取締役） 

 
※※※※※※※※※※ 

 

2018 年度 第 7 回 軽井沢フォーラム 
医療連携の統合を目指す医療政策研究フォーラム 

 
1） 日 時 ：平成 30 年 7 月 5 日（木） 9:45～17:15 

7 月 4 日（水）19:00～22:00 プレリミナリーセッション 
2） 場 所 ：ホテルマロウド軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町） 
3） テーマ：複合慢性疾患のための地域連携の先進事例を知り、自地域での導入方法を考案する 
7 月 4 日（水）19:00～22:00 プレリミナリーセッション 
「熊本県荒尾市における火の国あんしん受診手帳（通称：くまモン手帳）を用いた取組み」（仮題） 

宗久美（認知症疾患医療センター）、中村光成（西原クリニック）、石川智久（熊本大学） 
「当院で開始した地域での慢性心不全患者・家族会・熊本労災との共同研究からみたストレス応答の地域差」 

井上信孝（神戸労災病院） 
「上田市の取り組み状況について」 

小山隆（長野県 上田保健福祉事務所福祉課） 
久留米市（福岡県）／呉市（広島県） 

7 月 5 日（木） 
プレリミナリー事例検討会：見える事例検討会 
来賓挨拶：長野県・伊澤敏（佐久総合病院総括院長） 



 テーマセッション：見える事例検討会を活用する 企画・運営：松原六郎（福井県・松原病院理事長・院長） 
本セッションについて   松原六郎 

   福井県での活用領域：認知症・在宅緩和ケア・長期在院統合失調症・地域診断 
福井県の概要 山本雅之（山本医院） 
福井での在宅緩和ケア 貴志英生（貴志医院） 
見える事例検討会とは 八森淳（つながるクリニック） 
模擬事例検討会（これからの地域の在り方を考える） 八森淳、大友路子（つながるクリニック） 

    模擬事例検討会（在宅緩和ケア） 貴志英生、他 
これまでの軽井沢フォーラム概要と地域包括医療研究会との共催 
テーマ：高齢社会を支えるセーフティネット（地域包括医療研究会共催企画） 

開会・趣旨説明：有賀徹（労働者健康安全機構理事長） 
 地域包括ケアと救急医療：栗原正紀（日本リハビリテーション病院・施設協会名誉会長） 
契約家族の意義：黒澤史津乃（りすシステム） 

 多角的に地域を支える病院医療のあり方：入江誠治（新潟労災病院院長） 
 閉会挨拶：有賀徹（労働者健康安全機構理事長）、渡辺仁（佐久医療センター院長） 
7月6日（金）佐久医療センター見学会（院長挨拶・見学会） 

 
※※※※※※※※※※ 

 

2017 年度 第 6 回軽井沢フォーラム 
医療連携の統合を目指す医療政策研究フォーラム 

 
1） 日時：2017 年 7 月 6 日（木） 10:30～18:00 
2） 場 所 ：ホテルマロウド軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町） 
3） テーマ：複合慢性疾患のための地域連携の先進事例を知り、自地域での導入方法を考案する 
4） プログラム： 
開会・来賓挨拶：山本英紀（長野県） 
佐久総合病院の分割再構築：現在・過去・未来（仮題）：伊澤敏（佐久総合病院） 
ランチョン・セッション    石井千惠（藤沢病院企画調査室） 
Innovative Community Session：茨木市（大阪府） 
全ての高齢者を対象にする都市型地域包括ケアシステムの深化・推進 
―認知症の早期発見・治療・ケア、そして予防へー 

    総合司会：杉野正一（藍野病院） 上野豊（茨木市医師会） 
『茨木市モデル』とその目指すもの   杉野正一 (藍野病院) 
医師会の取組：かかりつけ医が認知症診療の『要』に：認知症診断・治療支援システム（DMSS） 

         中島周三 （茨木市医師会） 
後方支援病院の取組：地域全体の認知症ケア向上と共通言語化：あいの認知症プロジェクト  

            園田薫（藍野病院） 
行政と地域の取組：新オレンジプランと茨木市における居場所と出番の創出 

～はつらつパスポート、認知症初期集中支援チームなど～ 
             永友良純（茨木市） 
各地の地域連携パスの展示 

 
 

 
 
【先進地域での取り組みの最新情報】 
上田市（長野県）   小川正洋・石井利奈（福祉部高齢者介護課）「上田市の取り組み状況について」 



久留米市（福岡県） 上田里美（健康福祉部 保健所 地域保健課） 
「久留米市における CKD の医療連携体制の構築について」 

神戸市（兵庫県）  小林成美（神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野） 
「特定機能病院と一般病院との連携：神戸大学病院循環器内科・神戸循環器リンクの試み」 

呉市（広島県）   要田弥生（保険年金課 国保事業グループ） 
荒尾市（熊本県）   宗久美（熊本県地域拠点型認知症疾患医療センター）、中村光成（西原クリニック） 

「熊本県荒尾市における火の国あんしん受診手帳（通称：くまモン手帳）を用いた取組み～ 
医歯薬協働による活用をめざして～」 

レガシー・セッション：上越市（新潟県）        司会：川室優、 伊藤弘人 
地域包括ケアと新総合事業   細谷早苗・八木智学（上越市） 
認知症初期支援チームへの関わり  森橋恵子・川室優（高田西城病院・新潟県認知症疾患医療センター） 
上越地域における認知症と稲作ケア 岡村毅・宇良千秋（東京都健康長寿医療センター研究所） 
地域におけるポリファーマシー対策：在宅療養支援診療所での経験から 阿部佳子（日吉慶友クリニック） 
閉会挨拶：小林良清（佐久保健福祉事務所） 

7 月 7 日（金）：長野県上田市における先進活動見学会 
場所：千曲荘病院会議室（長野県上田市） 
・病院概要紹介・見学（認知症初期集中支援チーム、認知症カフェ、グループホームを含む） 
・「上田薬剤師会と地域包括ケア」（仮題）上田薬剤師会薬局部 委員長 飯島伴典 
・「上小地域入退院調整ルールについて」長野県上田保健福祉事務所 所長 長棟美幸 

 
※※※※※※※※※※ 

 

2016 年度 第 5 回軽井沢フォーラム 
医療連携の統合を目指す医療政策研究フォーラム（International Forum） 

Integrating Mental Health into Social and General Health Care in the Community 
 
1）日 時 ：平成 28 年 7 月 7 日（木） 10:30～18:00 
2）場 所 ：ホテルマロウド軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町） 
3) テーマ：複数の慢性疾患のための地域連携パスの先進事例を知り、自地域での導入方法を考案する 
4) プログラム： 
主催者開会挨拶：伊澤敏（佐久総合病院）・伊藤弘人 
来賓挨拶 ：長野県（山本英紀・小泉典章） 
講演：健康長寿医療の源流－和良 

後藤忠雄（県北西部地域医療センター国保白鳥病院（岐阜県）） 
【患者手帳統合の試み】 

・佐藤俊介（大阪大学大学院）：兵庫県川西市 
・田口真源（大垣病院）：岐阜県大垣市 
・坂田睦、河上真人（雁の巣病院）：服薬支援 
・阿部裕二（国府台病院）：栄養リーフレット 

【地域包括医療モデル】進行：小林良清 
・長野県佐久市 ：医療・介護連携 小林良清 
・大阪府茨木市 ：認知症対策 園田薫 
・兵庫県神戸市 ：医療・介護連携 辻村広美（神戸市中央区医師会・ 

神戸市医師会中央区在宅医療介護連携支援センター） 
・広島県呉市 ：地域課題対策 前野尚子 
・福岡県久留米市：自殺対策 児玉英嗣 

Innovative Community Session: case study & consultation 司会：川室優、小泉典章 
上越市（二次保健医療福祉圏）における総合的地域包括ケア活動：住民の暮らしを支えるためには 

上越地域の共生社会づくりの５０年のあゆみの紹介：精神科医療機関から地域保健福祉の展開 
川室 優（川室記念病院・上越つくしの里） 

にっこり手帳「その人らしい晩年」と意向（事前指示） 
森橋恵子（高田西城病院・新潟県認知症疾患医療センター）  

上越市における地域包括ケアと総合事業・地域支援事業 細谷早苗（上越市） 
特定健診・特定保健指導等の他制度との連携の取り組み（課題を含む） 八木智学（上越市） 
コメンテーター：矢島鉄也（千葉県病院局）、本間玲子 True (米国・国際アライアント大学) 



佐久地域での糖尿病連携パスと劇場型糖尿病教室（多職種チーム医療） 
仲 元司（佐久市立国保浅間総合病院） 

International Session (15:30-17:30): APEC Digital Hub regional session 
Chair: Kazuyuki Nakagome, MD. Director General, National Institute of Mental Health, Japan 

Korea National Center for Mental Health and its outreach service 
Kyooseob Ha, MD. Director General, National Center for Mental Health, South Korea 

Professor of Psychiatry, Seoul National University 
International Forum on Patient/Family Held Record 

Community Care for patients of the Institute of Mental Health, Singapore 
Hong Choon Chua, MD. Chief Executive Officer, Institute of Mental Health 

Kumamoto Passport for people with dementia 
Tomohisa Ishikawa, MD. (Kumamoto University) 

Maternal and Child Health Handbook 
 Yasuhide Nakamura, MD.(Osaka University) 

閉会挨拶 渡辺 仁 (佐久総合病院) 
7 月 8 日（金） 佐久総合病院 佐久医療センター（長野県佐久市）見学会 
 

※※※※※※※※※※ 
 

2015 年第 4 回軽井沢フォーラム 
地域連携パスの統合を目指す医療政策研究フォーラム（Karuizawa Forum） 

 
1）日 時 ：平成 27 年 7 月 9 日（木） 11:00～18:00 
2）場 所 ：ホテルマロウド軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町） 
3) テーマ：複数の慢性疾患のための地域連携パスの先進事例を知り、自地域での導入方法を考案する 
4) プログラム： 
開会挨拶 篠崎英夫（日本公衆衛生協会）、塚田昌大（長野県） 
講演 最近 1 年間の保健医療政策 

     医療計画の策定と進捗管理の動向 河原和夫 （東京医科歯科大学大学院） 
     御嶽山噴火の心のケアの連携と協働 小泉典章（長野県精神保健福祉センター） 
講演 新たな地域連携パスの開発・活用 

認知症：地域連携パスと ICT を用いた医療間連携 田口真源（大垣病院） 
糖尿病・糖尿病腎症・脳卒中・心筋梗塞の統合モデル 前野尚子（呉市）、森山美知子（広島大学） 
糖尿病：糖尿病腎症の移行を抑制している地域連携パス 赤司朋之（医療法人社団シマダ嶋田病院） 
糖尿病地域連携研究にメンタルヘルスを盛り込んだコホート研究 浅原哲子（京都医療センター） 

  地域連携パスのルーツ（北陸新幹線開通記念ランチョンセミナー）  司会: 小川正洋 
健康手帳   前島文夫（佐久総合病院健康管理部）  
地域連携パス作成を契機とした多職種連携 福井貴実子（富山県砺波厚生センター[保健所]） 

各地の地域連携パスの展示 
  特別企画 脳卒中地域連携パスとうつ病治療連携の可能性 司会：長束一行・渡辺仁 

香川県での取り組み 藤本俊一郎（JA 香川厚生連） 
群馬県での取り組み 須賀一夫（前橋赤十字病院） 
大阪府豊能地域での取り組み（脳卒中ノート） 長束一行（国立循環器病研究センター) 
北海道での取り組み 齊藤正樹（札幌医科大学神経内科） 
20 分 <ディスカッション: 地域特性・事情に応じた連携構築について> 40 分  

  これからの地域連携：アウトカム志向の研究と臨床 司会: 伊藤弘人（NCNP） 
     佐久総合病院における健康診断受診者の分析 伊藤弘人・大森由実（NCNP） 

熊本県荒尾市「火の国あんしん受診手帳」を用いた取り組み 
 宗久美、中村光成、石川智久、池田学 （熊本県認知症疾患医療センターモデル構築メンバー）   

大阪府茨木市「あいの認知症プロジェクト」と要介護者高齢者用パス 園田薫 （藍野病院） 
脳卒中再発予防を目的とした看護師による疾患管理プログラム 福岡泰子（宇部フロンティア大学） 
広島県「心臓いきいきプロジェクト」と「心筋梗塞・心不全手帳（地域連携パス）」の効果 

 宇野（水川）真理子（広島大学） 
小児疾患における患者状態適応型パスシステム 水流聡子（東京大学大学院工学系研究科）   

閉会挨拶 伊澤敏(佐久総合病院統括院長)  
 7 月 10 日（金）佐久総合病院 佐久医療センター見学会 



※※※※※※※※※※ 
 

2014 年第 3 回軽井沢フォーラム 
2014 年精神疾患医療政策フォーラム（Karuizawa Forum） 

国立精神・神経医療研究センター（NCNP）共同研究プロジェクト 
 
1） 日時：平成 26 年 7 月 10 日 11:00～18:00 
2） 場所：ホテルマロウド軽井沢 
3） テーマ：政策の中の医療計画、地域における医療連携構築の具体例、行政の役割 
4） プログラム： 

開会挨拶 佐野 亘 (厚生労働省 精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室 室長補佐) 
眞鍋 馨 (長野県健康福祉部 部長) 

講演 医療計画と医療・健康政策 
篠崎英夫 (日本公衆衛生協会)    私の精神保健論 
河原和夫 (東京医科歯科大学大学院) 精神科医療計画 
津下一代 (あいち健康の森健康科学総合センター) 健康政策のための健診データソフトの活用 

シンポジウム：地域における医療連携の構築と展開 
宮岡等 (北里大学医学部精神科) 精神科地域連携の難しさ 
高垣有作 (国保すさみ病院) 町ぐるみの健康管理の仕組みづくり 
伊澤敏 (佐久総合病院) 佐久総合病院の医療と病院の分割再構築 
指定発言： 安藤直也（千曲荘病院） 

患者手帳の展示   池野敬(NCNP) 服薬支援ツールの展示の紹介 
シンポジウム 行政が導く地域連携 

司会: 小泉典章(長野県精神保健福祉センター)、伊藤弘人(NCNP) 
小泉典章(長野県精神保健福祉センター) 信州での母子保健における G-P ネット 
小川正洋(長野県上田市健康福祉課) あったか手帳と認知症ケアパス 
清水ゆみ子(沼田市在宅介護支援センター ゆうゆう・うちだ) 
星野真由美（群馬県認知症疾患医療センター 内田病院） 

認知症みまもりネットワーク 
石田洋子（愛知県健康福祉部障害福祉課 こころの健康推進室） 

愛知県の自殺未遂者対策のための地域連携構築について 15 分 
指定発言： 小林良清（佐久保健福祉事務所長）／依田尚美（佐久総合病院） 

 
※※※※※※※※※※ 

 

2013 年 第 2 回軽井沢フォーラム 
2013 年精神疾患医療政策フォーラム（Karuizawa Forum） 

 
1） 日 時 ：平成 25 年 7 月 11 日（木） 10:00～17:00 
2） 場 所 ：ホテルマロウド軽井沢 
3） テーマ：精神疾患の医療計画策定の進歩と具体例（認知症・うつ病・自殺未遂・身体合併症他） 
  開会挨拶 眞鍋 馨（長野県庁）、竹口 英伸（厚生労働省） 

精神科医療計画の作成を終えて、次の課題に向けて レクチャー 
伊藤 弘人（国立精神・神経医療研究センター：NCNP） フォーラム趣旨説明 15 分 
河原 和夫（東京医科歯科大学） 総論 30 分 

シンポジウム：医療計画における医療連携の作り方、考え方 
大石 智（北里大学・うつ） 
三宅 康史（昭和大学救急・自殺未遂） 
吉邨 善孝（済生会 横浜市東部病院・身体合併症） 
指定発言：安藤 直也（友愛会 千曲荘病院）・塚田 昌大（佐久保健福祉事務所） 

講演 田口 真源（静風会 大垣病院・認知症） 
山田 明美（厚生連 佐久総合病院・認知症） 
指定発言： 牧下 英夫（厚生連 北信総合病院）・依田 真一（友愛会 千曲荘病院） 

グループワーク：身近な地域の医療連携／活きる・使える認知症連携パス／ わが街の医療計画 



※※※※※※※※※※ 
 

2012 年 第 1 回軽井沢フォーラム 

精神科医療政策フォーラム（Karuizawa Forum 2012） 

次期医療計画策定と精神疾患 
 
1） 日時：平成 24 年 7 月 11 日（水）10:00～17:00（プレリミナリーセッション 8:15～9:45） 
2） 場所：ホテルマロウド軽井沢 
3） テーマ：精神疾患の医療計画策定の進捗と具体例（認知症・うつ病・統合失調症・精神科救急他） 
4） プログラム： 
プレリミナリーセッション 司会：伊藤弘人（国立精神・神経医療研究センター：NCNP） 
身体疾患と精神疾患（国立高度専門医療研究センター等共同プロジェクト） 

   循環器病医療との連携 横山広行（国立循環器病研究センター）・伊藤弘人（NCNP） 
   糖尿病医療との連携 峯山智佳（国立国際医療研究センター・NCNP） 
   かかりつけ医との連携 稲垣正俊（NCNP） 
   がん医療との連携 小川朝生（国立がん研究センター）・菊地裕絵（NCNP） 
   生活習慣改善プログラムとの連携 菊地裕絵（NCNP） 
次期医療計画策定と精神疾患  司会：小林一司（佐久保健所）、伊藤弘人（NCNP） 

共同開催開会挨拶 
厚生労働科学研究主任研究者 安西信雄（NCNP） 
東信地区精神科地域連携会議会長 伊澤敏（佐久総合病院） 

特別講演：次期医療計画について 友利久哉（厚生労働省 精神・障害保健課） 
精神保健福祉センターの立場から：小泉典章（長野県精神保健福祉センター長） 
グループワーク発表・意見交換 
次期医療計画策定に関する都道府県からの質問と事例 堀口寿広（NCNP） 

総合病院精神科医療機能との連携（チーム医療）小石川比良来（亀田メディカルセンター） 
精神科地域連携クリティカルパス開発 山田明美、他（東信地区精神科地域連携会議） 
閉会挨拶 眞鍋馨（長野県） 

 


