平成 30 年 3 月吉日

連携実務者 各位
特定非営利活動法人全国連携実務者ネットワーク
理事長 湯澤 克

第 11 回全国連携実務者ネットワーク連絡会開催のご案内（第 3 報）
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は当法人の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
さて当法人では、全国の地域連携に携わる実務者同士が相互に協力できる体制づくりを目指して、「全国連携
実務者ネットワーク連絡会」を年に一度開催しておりますが、毎回全国から多くの医師、看護師、MSW、事務等の
連携実務者が集い、「生の声」を共有する貴重な機会となっております。
本年は、4 月 14 日（土）、15 日（日）に宮城県仙台市太白区のホテル緑水亭を会場とし、「地域連携の今とこれか
ら」をテーマに連絡会を開催致します。
今回の診療報酬改定にもあるように、連携実務者には大きな期待が寄せられており、患者さんを始め、患者さん
ご家族、多職種の方々と接する機会が多い連携実務者には、今もこれからもコミュニケーションが重要な一つにな
ってきております。そこで今回は、社名が 137 文字もある株式会社あなたの幸せが私の幸せ（以下省略）代表取締
役栗原志功氏、元仙台放送アナウンサーで『コミュニティヘルスのある社会へ』の著者でもある慶應義塾大学教授
秋山美紀氏のお二人をお迎え致しましてのご講演を企画しました。
また企画内容を更に充実させるべく、病院の連携室として今最も抑えておくべき話題である診療報酬改定に関
するパネルディスカッションと、第 7 次医療計画に関するショートレクチャーを新たにプログラムに盛り込みました。
あらゆる連携実務者のお役に立てる内容となっておりますので、ぜひご参加頂けますようご案内申し上げます。
なお、本会において当法人の総会も併催させて頂くことを、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
記
1．名 称

第 11 回全国連携実務者ネットワーク連絡会

2．テーマ

地域連携の今とこれから

3．会 期

平成 30 年 4 月 14 日(土)、15 日(日)

4．会 場

ホテル緑水亭 〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元上原２７

5．募集人数 150 名
6．募集対象 病院連携室等に所属する連携実務者、地域医療・介護連携、地域包括ケア等に関わる
連携実務者、及び連携実務に関心がある人
7．参加費

会

員 23,000 円 （研修会費 6,000 円、懇親会費 7,000 円、宿泊費 10,000 円）

非会員 25,000 円 （研修会費 8,000 円、懇親会費 7,000 円、宿泊費 10,000 円）
8．参加申込 当法人のホームページよりお申込み下さい。

URL http://www.renkei-network.net/
9．申込期限 平成 30 年 3 月 30 日（金）まで

【延長しました！】

10．主 催

特定非営利活動法人全国連携実務者ネットワーク

11．後 援

宮城県／公益社団法人宮城県医師会／一般社団法人仙台市医師会／一般社団法人宮城県薬剤師会／公益社団法人宮城県看護協会／東北 7 県医療連携実務者協議会

／津軽地域ケアネットワーク（青森）／青森県地域連携実務者協議会（青森）／カシオペア地域医療福祉連携研究会（岩手）／岩手県医療福祉連携実務者ネットワーク協議会（岩手）／秋田県医療連
携実務者ネットワーク（秋田）／宮城県医療連携実務者協議会（宮城）／仙塩ベイエリアネットワーク実務者協議会（宮城）／石巻地域連携実務者ネットワーク（宮城）／仙台圏医療介護福祉情報交換
会（宮城）／庄内地域医療連携の会（山形）／福島県北医療連携ネットワーク（福島）／ふくしま病院連携ネットワーク実務者の会（福島）／新潟県医療連携実務者ネットワーク（新潟）[3 月 13 日現在]

開催プログラム
総合進行：
（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 重田 由美
■4 月 14 日（土）
12:30

受付開始

13:30

開会挨拶

13:40～14:40

講演①「どんな人でも幸せになれる！～幸福学が切り開く未来～」

（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事長 湯澤 克

株式会社あなたの幸せが私の幸せ（以下省略）代表取締役 栗原 志功 氏
座長：
（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 瀬尾 利加子
14:40～14:50

休憩

14:50～15:50

パネルディスカッション「連携室ならこう考える！診療報酬改定の読み解き方」
座長：
（特非営）全国連携実務者ネットワーク副理事長 斎川 克之
・入退院支援

15:50～17:50

武蔵野赤十字病院 外来・入院支援センター 山内 真恵

・看護配置７：１

（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 十河 浩史

・介護報酬

（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 田原 久美子

ワールドカフェ「連携実務者のあれこれ」
進行：
（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 小泉 一行

17:50～18:10

賛助会員 PR

18:10～18:20

事務連絡

19:30～21:30

懇親会

■4 月 15 日（日）
8:30～9:00

総会

9:00～9:10

事務連絡

9:10～9:40

ショートレクチャー「連携実務者が知っておきたい第 7 次医療計画」
（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 木佐貫 篤

9:40～10:40

講演②「幸齢社会を支える地域連携とコミュニケーション」
慶應義塾大学 環境情報学部 教授 秋山 美紀 氏
座長：
（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 木佐貫 篤

10:40～11:00

休憩

11:00～11:50

グループディスカッション「講演 2 つを聞いてのバズセッション」
進行：
（特非営）全国連携実務者ネットワーク理事 瀬尾 利加子

11:50～

事務連絡

11:55

閉会挨拶

（特非営）全国連携実務者ネットワーク副理事長 斎川 克之

★事務局・お申込み・お問い合わせ先
〒165-0026 東京都中野区新井 2-1-16KMT ビル 601
特定非営利活動法人全国連携実務者ネットワーク事務局（鈴木）
TEL：03-5942-4777

FAX：03-5942-4778

E-mail: info@renkei-network.net

＜アクセスのご案内＞
日時：平成 30 年 4 月 14 日(土) 13:30～ 15 日(日) 12:00
場所：ホテル緑水亭

〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元上原 27

アクセス：仙台駅前よりバスをご利用ください。

【4/14

行き】

 タケヤ交通
片道 770 円
（のりば:仙台駅西口青葉通り 63 番）
仙台駅前発

緑水亭前着

【4/15
 タケヤ交通
緑水亭前発

帰り】
片道 770 円
仙台駅前着

12:09＝＝＝＝＝＝12:50

8:30＝＝＝＝＝＝＝9:03

13:09＝＝＝＝＝＝13:50

9:30＝＝＝＝＝＝＝10:03

14:09＝＝＝＝＝＝14:50

10:30＝＝＝＝＝＝＝11:03
11:30＝＝＝＝＝＝＝12:03
12:30＝＝＝＝＝＝＝13:03
 宮城交通

片道 800 円

（のりば:仙台駅前バスプール 8 番）
仙台駅前

秋保文化の里センター
（下車後徒歩 10 分）

8:56＝＝＝＝＝＝＝＝9:48
9:44＝＝＝＝＝＝＝＝10:36
10:42＝＝＝＝＝＝＝＝11:31

 送迎バス（事前予約制）
（のりば:仙台駅東口）
片道 600 円 参加申込時に支払い
各 20 名まで 申し込み先着順
11:00＝＝＝＝＝＝＝11:40
12:30＝＝＝＝＝＝＝13:10

 宮城交通

片道 800 円

秋保文化の里センター

仙台駅前

14:03＝＝＝＝＝＝＝14:54
15:58＝＝＝＝＝＝＝16:49

 送迎バス（事前予約制）
片道 600 円 参加申込時に支払い
20 名まで 申し込み先着順
12:30＝＝＝＝＝＝＝13:10

 オプションツアー（昼食付 5,000 円）
（名物おはぎのお土産付）

＊ 2 日目にオプションツアーを企画しました。
限定 40 名 先着順です。
ホテル緑水亭 12:30～秋保ワイナリーにて昼食
（ワイン付）12:40～14:00
秋保大滝 14:30～14:50
秋保ヴィレッジ 15:20～15:50
仙台駅前着 16:30

宮城交通バス乗り場 8 番

