
県病医療連携フォーラム 
 

【第１回】 平成２１年８月８日（土） 

開催内容 講師・シンポジスト等 

基調講演【テーマ】 【講師】 

済生会熊本病院における医療連携
の取り組み 

済生会熊本病院   名誉院長   須古   博信   先生 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

病診連携に期待するもの ・むつ総合病院   院長   小川   克弘   先生 

 ・全日本病院協会  青森県支部長 

 青森県医師会   副会長 

 村上新町病院   理事長   村上   秀一   先生 

 ・青森市医師会   理事 

 南内科循環器科医院   院長   南   收   先生 

 ・青森県立中央病院   整形外科部長   伊藤   淳二   先生 

 

【第２回】 平成２２年７月３１日（土） 

開催内容 講師・シンポジスト等 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

青森県内の医療連携の現状と課題 ・青森県健康福祉部  健康福祉政策課  舘田  菊子  グループマネージャー 

 ・青森県医師会  常任理事 

 新城胃腸科内科   院長   齋藤   吉春   先生 

 ・青森慈恵会病院  院長  丹野  雅彦  先生 

 ・青森県立中央病院   脳卒中ユニット部長   冨山   誠彦   先生 

 ・青森県立中央病院   整形外科部長   伊藤   淳二   先生 

 

【第３回】 平成２３年１２月１０日（土） 

開催内容 講師・シンポジスト等 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

がん診療と地域連携 ・青森県がん・生活習慣病対策課長  齋藤  和子  課長 

 ・青森県医師会  常任理事 

 新城胃腸科内科   院長   齋藤   吉春   先生 

 ・ときわ会病院  緩和ケア科長  馬場  祥子  先生 

 ・訪問看護ステーションあおい森  所長  泉  美紀子  先生 

 ・青森県立中央病院   外科部長   西川   晋右   先生 

 ・青森市民病院   外科部長   川嶋   啓明   先生 



【第４回】 平成２４年８月１１日（土） 

開催内容 講師・シンポジスト等 

講演【テーマ】 【講師】 

青森県立中央病院救命救急セン
ターの現状と課題 

青森県立中央病院   救急部長   齋藤   兄治   先生 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

救命救急における医療連携 ・医療法人芙蓉会村上病院   消化器内科   梶原   祐策   先生 

 ・医療法人北翔会北畠外科胃腸科医院   院長   北畠   滋郎   先生 

 ・青森市地域包括支援センターおきだて  センター長  風晴  賢治  先生 

 ・外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院  副院長  上打田内  雅敏  先生 

 ・青森県立中央病院   救急部長   齋藤   兄治   先生 

 

【第５回】 平成２５年１２月７日（土） 

開催内容 講師・シンポジスト等 

講演【テーマ】 【講師】 

 

在宅医療をめぐる最近の動向 
青森県立中央病院   医療管理監   蘆野   吉和   先生 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

緩和ケアにおける医療連携 ・医療法人北翔会北畠外科胃腸科医院   院長   北畠   滋郎   先生 

 ・訪問看護ステーションあおい森  所長  成田  恵美  先生 

 ・十和田市立中央病院総合診療内科   部長   吉村   純彦   先生 

 ・外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院  副院長  中野  朝子  先生 

 ・青森県立中央病院   医療管理監   蘆野   吉和   先生 

 

【第６回】 平成２６年８月３０日（土） 

開催内容 講師・シンポジスト等 

基調講演【テーマ】 【講師】 

 

空飛ぶリウマチ医！糖尿病を診る！ 
釧路赤十字病院   内科部長   古川   真   先生 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

糖尿病における医療連携 ・青森県医師会  常任理事 

 医療法人内科おひさまクリニック  院長  冨山  月子  先生 

 ・青森県歯科医師会  常務理事 

 長内歯科医院   院長   長内   幸一   先生 

 ・弘前大学医学部附属病院 

 内分泌内科・糖尿病代謝内科・感染症科  講師  村上  宏  先生 

 ・むつ総合病院   地域連携部地域医療室 

 主任看護師・糖尿病療養指導士   和田   牧子   先生 

 ・青森県立中央病院   内分泌内科   木村   麻衣子   先生 

 【オブザーバー】 

 釧路赤十字病院   内科部長   古川   真   先生 



【第７回】 平成２７年８月２２日（土） 場所：ウェディングプラザ アラスカ 参加者数：１４３名 

開催内容 講師・シンポジスト等 

講演【テーマⅠ】 
 

カテーテルアブレーションによる
不整脈治療 

【講師】 

青森県立中央病院   循環器科副部長   大和田   真玄   先生 

講演【テーマⅡ】 

急性心筋梗塞医療連携パス 
（ハート手帳）について 

【講師】 

つがる総合病院 循環器・呼吸器・腎臓内科科長 阿部 直樹 先生 

シンポジウム【テーマ】 

心臓疾患における医療連携 

【シンポジスト】 

・医療法人芙蓉会   循環器内科   福士   智久   先生 

・おさないクリニック  院長  小山内  秀二  先生 

・おきだてハートクリニック  院長  工藤  健  先生 

・つがる総合病院  循環器・呼吸器・腎臓内科科長  阿部  直樹  先生 

・青森県立中央病院   循環器科副部長   櫛引   基   先生 

 

【第８回】 平成２８年９月３日（土） 場所：ラ・プラス青い森 参加者数：２２１名 

「高齢者の医療と介護の地域連携」 

開催内容 講師・シンポジスト等 

講演【テーマ】 

多職種で支える 

エンドオブライフケア 

【講師】 

医療法人社団悠翔会   理事長   佐々木   淳   先生 

シンポジウム【テーマ】 

在宅・施設・医療機関の連携の 

在り方 

【シンポジスト】 

・医療法人蛍慈会 理事長  石木  基夫  先生 

・青森市地域包括支援センターみちのく  所長  佐々木  央  先生 

・青森市健康福祉部参事   高齢者支援課長事務取扱   加福   拓志   先生 

・青森県立中央病院   救急部長   齋藤   兄治   先生 

 
【コメンテーター】 

医療法人社団悠翔会   理事長   佐々木   淳   先生 

 

 
 

【第９回】 平成２９年８月２６日（土） 場所：ラ・プラス青い森 参加者数：１２９名 

「医療連携における情報共有の現状と理想型」 

開催内容 講師・シンポジスト等 

講演【テーマ】 

医療連携における 
情報共有の現状と理想型 

【講師】 
 

医療法人社団悠翔会   理事長   佐々木   淳   先生 

シンポジウム【テーマ】 

病診・病病連携における 
情報共有の現状と理想型 

【シンポジスト】    

・北畠外科胃腸科医院 院長   北畠   滋郎   先生   

・青森県立中央病院 総合診療部   副部長   伊藤 勝宣 先生 

・十和田市立中央病院 院長   丹野   弘晃   先生   

【コメンテーター】 
   

医療法人社団悠翔会 理事長   佐々木   淳   先生   



【第１０回】 平成３０年９月１日（土） 場所：アップルパレス青森 参加者数：２１３名 

「認知症inあおもり～早期発見と医療連携～」 

開催内容 講師・シンポジスト等 

講演【テーマ】 【講師】 

認知症の早期発見に向けて 青森県立中央病院  脳神経センター長  冨山  誠彦  先生 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

認知症ｉｎあおもり ・青森市東部地域包括支援センター   保健師   原田   修一郎   先生 

～早期発見と医療連携～ ・内科  おひさまクリニック  院長  富山  月子  先生 
 ・青森県立中央病院   脳神経内科   副部長   新井   陽   先生 
 ・青森県立つくしが丘病院  副部長  庭山  英俊  先生 

 （認知症疾患医療センター長） 

 

 
 

【第１１回】 令和元年１１月９日（土） 場所：県民福祉プラザ 参加者数：１２４名 

「糖尿病を合併する各種疾患患者の幅広い連携」 

開催内容 講師・シンポジスト等 

オープニングリマークス【テーマ】 【講師】 

青森県の糖尿病患者における  

青森県立中央病院  副院長/糖尿病センター長  小川 吉司 先生 
医療連携の課題 

シンポジウム【テーマ】 【シンポジスト】 

糖尿病を合併する各種疾患患者の ・青森県立中央病院   医療連携部/外科 部長   西川 晋右 先生 

幅広い連携 ・おきだてハートクリニック  院長  工藤 健 先生 

 ・弘前大学大学院医学研究科 脳神経内科学講座   教授   富山 誠彦 先生 

 ・ヤマダ歯科矯正歯科クリニック  院長  山田 淳一 先生 

 ・青森県薬剤師会  会長  木村 隆次 先生 

 

 

▶ 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策により開催中止 


