
氏名 職位/職種 所属機関

大竹まり子 准教授/看護師 山形大学医学部看護学科

相田順子 看護師長 山形市立病院済生館地域医療連携室

巻貴子 管理者/ケアマネージャー 総合福祉施設いきいきの郷

H 27 6 18 退院支援についての意見交換会
徳田喜恵子

（コーディネート）
室長補佐/看護師 山形市医師会在宅医療介護連携室 121 〃

H 27 10 15 在宅医療における倫理的問題 永野功 副院長/医師 国立病院機構山形病院 83 〃

H 27 11 13 施設での看取りー介護職との連携ー 大竹まり子 准教授/看護師 山形大学医学部看護学科 60
山形在宅ケアかんご

ねっと

H 27 11 14 認知症の実践医療ー多職種連携ー 山口晴保 教授/医師 群馬大学医学部保健学研究科 79 山形在宅ケア研究会

H 28 4 14 ヒトと技術のハイブリット戦略 鎌田剛 准教授/社会福祉士 東北公益文化大学 106 〃

H 28 5 19 医療・介護連携の為のSNS 小倉佳浩 取締役 （株）エンブレース 64 〃

須藤京子 所長/看護師 訪問看護ステーションむらやま

遠藤智花子 管理者/ケアマネージャー 居宅介護支援事業所あっぷるケア

大竹まり子 准教授/看護師 山形大学医学部看護学科

H 28 9 17 在宅医療を考える講演会 中村伸一 所長/医師
福井県おおい町国民健康保険名田庄

診療所
172 山形在宅ケア研究会

髙橋克徳 教授 東京理科大学院イノベーション研究科

山川淳司 施設長/社会福祉士 小規模特別養護老人ホーム大曽根

古澤潤 責任者/介護福祉士 こころのクリニック山形デイケア楽聖倶楽部

37

111

山形県訪問看護ス

テーション連絡協議

会、山形市内特別養

護老人ホーム施設長

連絡会

H 28 8 9

月

28 11 30H

共催又は合同
講師

参加者テーマ日

意思決定支援（事例の共有と意見交換）ーその局面で本人、

家族をどう支えるかー

いきいきした職場にするために私たちができること

在宅医療・介護連携室ポピー研修会一覧　Ｈ２７年度（２０１５）～

退院支援：連携の鍵 185 山形在宅ケア研究会H 27 5 21

年



氏名 職位/職種 所属機関

小倉佳浩 取締役 （株）エンブレース

岡嵜千賀子 代表取締役/薬剤師 （有）エイブル薬局

石川仁 所長/医師 村山保健所

H 29 2 16 多職種ネットワークシステム体験～MCSの体験会～ 藤澤智宏 営業 リンク株式会社 山形在宅ケア研究会

H 29 4 26 みて触れて、知ろう。在宅でも出会う医療機器 川合真理 ニプロ株式会社医薬営業部東北支店 60

H 29 8 23
病院・在宅チームで取り組む退院支援～山形市版退院支援フ

ローをもとに考えよう～（パネリスト複数名）

徳田喜恵子
（コーディネート）

室長補佐/看護師 山形市医師会在宅医療・介護連携室 80

山形市医療福祉研修

会（済生館地域医療

連携室）

H 29 10 27
地域と病院で共有する退院支援ルール~置賜地域の実践から学

ぶ
若松裕也

総務係兼企画健康担当

主査

山形県置賜総合支庁保険福祉環境部

保健企画課
57

岡田陽子 管理者/看護師 済生会訪問看護ステーション

山川一枝 所長/看護師 訪問看護ステーションやまがた

竹田雅代 所長/看護師 訪問看護ステーションデューン山形

H 30 7 21
第１回やまがた精神医療に関わる支援者のための研修会ー精

神科医が期待する地域最前線での精神障害者への関わりー
後藤裕 副院長/医師 こだまホスピタル（石巻市） 92

H 30 7 27
第２回やまがた精神医療に関わる支援者のために研修会ー精

神障害者とその家族への支援ー
齋藤朝子 副看護師長/精神専門看護師 山大医学部附属病院 51

H 30 8 30 在宅医療に関わる栄養法を体験しよう 川合真理 営業 ニプロ株式会社医薬営業部東北支店 71 山形市薬剤師会

H 30 10 12
第３回やまがた精神医療に関わる支援者のための研修会ー地

域包括支援センターの事例を通してー

齋藤朝子

（助言者）
副看護師長/精神専門看護師 山大医学部附属病院 46

H 30 10 26
退院後の生活の様子を地域と病院で共有し連携力を高めよう

～事例報告とグループワーク～

山形市立病院済生館及び市内居宅介

護支援事業所
97

山形市立病院済生館

地域医療連携室

66

山形市立病院済生館看護師及び山形

市内ケアマネージャー各３名、事例

山形在宅ケア研究会89

H 30 2 27

H 28 12 8

訪問看護を重度化予防に活用しよう

医療介護連携の為のSNSーメディカルケアステーションー

年 月 日 テーマ
講師

参加者 共催又は合同



氏名 職位/職種 所属機関

H 30 12 11
第４回やまがた精神医療に関わる支援者のために研修会ーま

るごと相談窓口の事例を通してー
青山明子

福祉のまちづくり第二係主任

CSW/保健師

山形市社会福祉協議会地域福祉部門

福祉のまちづくり第二係
32

（助言者：齋藤朝

子・精神CNS)

H 30 12 15
かかりつけ患者の在宅療養に備えて「地域バーチャル病院を

実現するためにかかりつけ医と多職種が果たす役割」
川越正平 院長/医師 あおぞら診療所（千葉県松戸市） 32 山形在宅ケア研究会

H 31 1 17 医師の実践事例をもとに考えよう。Part２ 岡部健二 院長/医師 岡部クリニック 55 〃

後藤和樹 精神保健福祉士 山形さくら町病院（相談室）

青山光 精神科認定看護師 山形さくら町病院（病棟）

H 31 4 18 医師の実践事例をもとに医療と介護の連携を考えるPart３ 髙橋邦之 院長/医師 髙橋胃腸科内科医院 54 山形在宅ケア研究会

R 1 8 28
令和元年度山形市在宅医療介護連携推進事業意思決定支援研

修会~望む選択とその支援の輪を広げよう~（概論）
大竹まり子 准教授 山形大学医学部看護学科 127

看護師 済生館６病棟

清野裕翔 看護師 済生館１０病棟

岸利恵 所長/看護師 訪問看護リハビリステーション敬寿園看護師

佐藤剛実 管理薬剤師 さくら調剤薬局

三澤裕実 主任/ 至誠堂病院

R 1 9 18
意思決定支援研修会~望む選択とその支援の輪を広げよう~

（概論）　実践編
徳田喜恵子 室長補佐/看護師 山形市医師会在宅医療・介護連携室 102

R 1 10 10
人とつながりながら自分で決める~はじめよう自分らしく生き

るための人生会議~
紅谷浩之 医師 オレンジホームケアクリニック 271

在宅ケア研究会、や

まがた在宅ケアかん

ごねっと

R 1 12 6 高齢者分野と精神保健福祉分野の連携を考える 荒木昭雄 管理者/社会福祉士 中山町地域包括支援センター 43
山形県精神保健福祉

士会

R 2 1 16 医師の実践事例をもとに医療介護連携を考えようPart４ 渡辺章 院長 あきらクリニック 32 山形在宅ケア研究会

山形市立病院済生館72

82

参加者 共催又は合同

H 31 2 18

R 1 9 6
病院と地域が共同して考える意思決定支援ー本人の意思表明

を助け、本人の意思に添い、実現を支援することとはー

第５回やまがた精神医療に関わる支援者のために研修会ー病院から

地域への移行支援を通し、病院と地域の連携、課題の共有について

考えるー

年 月 日 テーマ
講師



氏名 職位/職種 所属機関

奥山慎一郎 院長 訪問診療クリニックやまがた

神谷浩平 医長 山形県立中央病院緩和医療科

志田信也 介護事業統括管理者 楽聖会

浦山厳 代表 山形市居宅介護支援事業所連絡協議会

遠藤和彦 蔵王やすらぎの里

R 2 9 24 ポピーねっとやまがた情報交換会 31

R 3 2 3 オンライン研修「認知症の人の意思決定支援を考えよう」 山川淳司 施設長/社会福祉ホーム 小規模特別養護老人ホーム大曽根 167 ～14日

R 3 3 18 在宅医療普及啓発セミナー・オンライン動画配信
徳田喜恵子

（ナビゲート）
室長補佐/看護師 山形市医師会在宅医療・介護連携室 105

~31日、山形市在宅

療養普及啓発事業

鹿野詩子（在宅医療介護連携室ポピー・社福士）八鍬紘治（日調・在宅医療部薬剤師）     多

田美智子（湖山訪問看護ST・看護師）/阿部友季子（基幹型包括・OT）

191
山形市医師会

介護保険研修会

参加者 共催又は合同

R 2 2 20
医療と介護の連携を考えるー医療とケアマネージャーのパネ

ルディスカッションー

年 月 日 テーマ
講師


