Cure Care
から

2019
講

話

へ医療改革！

2/16 土 10：00～11：30
/
14：00～16：30
Part1

10：00～11：30

まもる会大学

入場
無料

「治療（キュア）から癒やし（ケア）」へ

講演テーマ

変化していった実践報告
『ささえる医療の総論』講師 ささえるクリニック 院長 永森 克志氏
『ケアの一環としての予防栄養学総論』講師 医療法人札幌手術センター 札幌麻クリニック 院長 金谷 憲明氏
『在宅の現場』講師 医療法人札幌手術センター 札幌麻クリニック 金谷 潤子氏

★参加者からの実践報告紹介や意見交流しましょう！

Part２
基調講演

14：00～16：30

よりあい 10 万人会議
『まもる会大学〜ゆるく楽しく学ぶつながる〜』
講演 ささえるクリニック 院長 永森 克志氏 の他

パネルディスカッションテーマ「地域でなおしささえる医療とは？」
北海道での地域医療を取り組む「まもる会大学・ささえるクニック」の取り組み、南医療生協の考える総合的地域医療
として「地域でなおしささえる医療」をテーマに意見交流を通じて、これからの地域医療について考えていきます。

医療法人札幌手術センター 札幌麻酔クリニック 院長
金谷 憲明氏
医療法人札幌手術センター 札幌麻酔クリニック
マーガレットクリニック
院長
総合病院 南生協病院
院長
南医療生活協同組合 名南ブロック
常務理事
コーディネーター 星崎診療所
所長

申込先

総合病院 南生協病院 医局事務局へＦＡＸまたは下記へメールください
ＴＥＬ 052-625-0373 / ＦＡＸ 052-625-0534
E-mail ikyoku-jimukyoku2@minami.or.jp

総合病院

会

場

金谷
松尾
長江
松下
神田

潤子氏
大志氏
浩幸氏
繁行氏
茂氏 JR 南大高駅
より徒歩１分

総合病院 南生協病院
総合病院 南生

南生協病院

COOP 健診フィットネスセンター会議室 3 階
アクセス 名古屋市緑区南大高二丁目 204 番地

協病院

南生協

よってって横丁

南生協 よって
って横丁

Part1 共催 まもる会大学・マーガレットクリニック・総合病院 南生協病院
Part2 主催 南医療生活協同組合
申込期限 ２０１９年２月１５日（金）締め切り
所属団体・学校
名
参加者氏名（フルネーム）
連絡先

《キリトリ》

★下記からどれか１つ○を
つけてください

AM 企画のみ
PM 企画のみ
AM・PM 両方

申込先 総合病院 南生協病院 医局事務局へＦＡＸまたは下記へメールください
ＦＡＸ 052-625-0534 E-mail ikyoku-jimukyoku2@minami.or.jp
＜個人情報の取り扱い＞◇お預かりした個人情報は、本企画の事務手続きのみに使用し、同意なく第三者に提供することはありません。◇管理責任者：南医療生活協同組合本部本部長 ◇お問合せ窓口：南医療生協 総務部 052-625-0620

ささえるクリニック 院長

永森 克志（ながもり かつし）氏

〒068-0845 北海道岩見沢市志文本町 5 条 2 丁目 1-11 TEL:0126-25-2550・FAX:0126-35-1615
“地域をささえる”住み慣れた環境での在宅療養を支援・３６５日、２４時間体制で在宅診療・サポートする家族も安心さ
さえるクリニックは自分らしく老い、痛み、死んでいける本当に幸せな社会を実現するために、予防と在宅医療に重点を置い
ています。またワクチン接種や口腔ケアなど予防に力を入れることで、高齢者の肺炎死亡をへらしたい。住みなれた環境で安
心して生活していけるよう支援していきたいと思っています。ささえるクリニックは自分らしく老い、痛み、死んでいける本
当に幸せな社会を実現するために、予防と在宅医療に重点を置いています。またワクチン接種や口腔ケアなど予防に力を入れ
ることで、高齢者の肺炎死亡を減らしたい。住み慣れた環境で安心して生活していけるよう支援していきたいと思います。
【略

歴】

平成 12 年 4 月
平成 15 年 4 月
平成 19 年 4 月
平成 23 年 9 月
平成 25 年 4 月
平成 29 年 5 月

総合診療科佐久総合病院
皮膚科東京慈恵会医科大学病院
総合診療科夕張郡訪問クリニック
総合診療科
医療法人社団ささえる医療研究所
医療法人社団ささえる医療研究所

医療法人札幌手術センター
〒060-0042

ささえるクリニック岩見沢
理事長就任

札幌麻酔クリニック 院長 金谷 憲明（かなや のりあき）氏

札幌市中央区大通西 16 丁目 1-10 ITC センタービル 4 階

TEL：011-633-2525・FAX：011-633-2527
E-mail: nkanaya@silver.ocn.ne.jp

当院では、
「日帰り手術」
、
「在宅医療」
、
「統合医療」の“三本柱”で地域医療に貢献しております。その他、麻酔科医として、
出張麻酔も行っております。大学病院並みの麻酔・手術の設備があり、麻酔科専門医が在籍しております。各科の診療所の先
生と当院の連携によって手術までを転院させずに行うことを可能としています。地域密着 24 時間 365 日 体制を貫いていま
す。また、女性医師ならではの細やかな診察を行い、漢方薬を取り入れた体に優しい治療も採用しています。当院では、栄養
療法や、注射・点滴療法、各種検査も行っており、患者様お一人おひとりに合わせた、自由診療による、オーダーメイド医療
を行っています。
【略 歴】 昭和 60
札幌医科大学医学部研修医
市立旭川病院、日鋼記念病院、市立小樽病院など道内の複数医療機関で麻酔、救急医療、集中治療に従事
平成 4
札幌医科大学医学部助手
平成 8
米国 Cleveland Clinic Foundation 研究員
平成 11
札幌医科大学医学部講師
平成 15
米国 University of Massachusetts Medical School 客員教授
平成 17
札幌医科大学附属病院外来医長
平成 18
札幌医科大学医学部助教授
平成 19
札幌医科大学医学部准教授
平成 21
社会医療法人社団 カレス サッポロ 統括経営管理部長
平成 23
札幌麻酔クリニック 院長
平成 25
医療法人札幌手術センター 理事長･院長

医療法人札幌手術センター
【略

歴】

平成 3 年
平成 6 年
平成 21 年
平成 23 年

札幌麻酔クリニック 金谷 潤子（かなや じゅんこ）氏

市立小樽病院麻酔科
旭川市立病院麻酔科
渓仁会西円山病院
医）札幌手術センター 札幌麻酔クリニック副院長 在宅医療部長

医療法人まちのオハナ マーガレットクリニック 院長 松尾 大志(まつお ひろし)氏
〒468-0011 名古屋市天白区平針 1-1907 ほっと平針 2B TEL：052-838-6688・FAX：050-3737-1916
URL：http://marguerite-clinic.nagoya
『医師として、生まれ故郷で地域に貢献したい』『地域の方たちの生活に寄り添い、信頼される町医者になる』
これが私のめざす姿です。住み慣れたご自宅や施設などで療養する方々が、 必要なときに、必要な医療を受けられるよう、
患者さまお一人おひとりの想いを大切にし、 地域の方々と協力しながら、質の高い在宅医療を提供できることを目指します。

【略 歴】 名古屋第一赤十字病院、名古屋医療センター、名古屋大学医学部附属病院などにて、循環器内科・
救急医療の急性期医療に従事。医療法人 三つ葉 三つ葉在宅クリニック 勤務・医療法人 ゆうの森
たんぽぽクリニック（永井康徳 理事長 , 愛媛県松山市）にて、在宅医療全般についての研鑽を積む。
平成 27 年 3 月 3 日、名古屋市天白区に在宅療養支援診療所としてマーガレットクリニックを開院。

総合病院 南生協病院 院長 長江 浩幸（ながえ ひろゆき）氏
〒459-8016 名古屋市緑区南大高二丁目 204 番地

TEL:052-625-0373・FAX:052-625-0374
URL http://minami.or.jp
当院は二次救急指定病院であり、３１３床（うち地域包括ケア病棟 48 床・緩和ケア病棟 20 床）もち、この地域一帯の総合病
院として担っています。地域の皆さんがもしもの時に気軽に受診できる外来機能（第一次と）
、必要時に入院できる救急医療（第
二次）で地域に貢献しています。近年高齢化がすすむ中、病院で病気を治す病院医療から、地域で病を癒し、生活を支える“総合
的な地域医療”が求められています。南医療生活協同組合（南医療生協）は地域の皆さんの出資と参加で運営され、「みんなちが
ってみんないい、ひとりひとりのいのち輝くまちづくり」を基本理念としています。健康なときだけではなく、高齢者や障害を持
つ人が、たとえ介護を必要とするようになったときも、住み慣れた地域で生活が続けられるようなまちづくりを目指しています。
【略 歴】
昭和 59 年 3 月
名古屋大学医学部 卒業
昭和 59 年 4 月
南生協病院 研修医
昭和 60 年 5 月
南生協病院 内科赴任
平成元年 4 月
虎ノ門病院肝臓科 中期研修
平成 14 年
南生協病院 緩和ケア病棟医長
平成 24 年 1 月
南生協病院 院長就任

申込先 総合病院 南生協病院 医局事務局へＦＡＸまたは下記へメールください
ＦＡＸ 052-625-0534 E-mail ikyoku-jimukyoku2@minami.or.jp

