
基調講演 「地域医療構想と地域包括ケア ～２０２５年に向けて」 
講師：高山義浩 先生（沖縄県立中部病院） 

 
 日本は諸外国に例をみないほどのスピードで高齢化が進んでいます。団塊の世代が 75 歳以降になる 2025 年以降は、介護・医療の需要がさらに高まること

が予想されています。そのような中、厚生労働省は地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。講師の高山義

浩先生は厚生労働省でこのシステムの構築に関わっていらっしゃいました。地域包括ケアシステムをテーマに、今私達がすべき課題についてお話ししていただ

きます。プライマリ・ケアに関わる全ての職種の方に、とても有益だと思います。皆さまのご参加をお待ちしています。 
(ご略歴)1970 年、福岡県生まれ。地域医療から国際保健、臨床から行政まで幅広いフィールドで活動。臨床では、国立病院九州医療センター、九州大学病院、

ＪＡ長野厚生連佐久総合病院を経て、沖縄県立中部病院において感染症診療と院内感染対策に従事。また、在宅緩和ケアにも取り組まれました。行政では、2009
年の新型インフルエンザ流行時に、厚生労働省においてパンデミック医療体制の構築に取り組んだほか、2014 年からは 2025 年問題に対応する地域医療構想

（ビジョン）の策定支援に従事されました。

 
ワークショップ① advanced care planning～みなさんは死ぬま

でどう生きたいですか？～ 【定員：40 名】 
 企画責任者：川口篤也（勤医協中央病院 総合診療センター） 

 
目的：Advance care planning に関する知識整理と推進していく際の障壁や

工夫を明らかにする 
概要：本人が意思表示出来ない状態で病院に入院となり、どのような治療を

するのがこの人にとって良いのかを家族とともに悩んだ経験はありません

か？本人が意思表示出来ている間に、本人の言葉で終末期をどのように過ご

したいか聞いていれば、家族、医療者ともに方針を立てる際にこんなに悩ま

なくてよいのにと思った経験はありませんか？ 
 この WS では、事前に人生の終盤をどのように過ごしたいかを考える、

advance care planning(ACP)についてとりあげたいと思います。どのように

話を切り出せばよいのか？どのようなタイミングでどのように話していけば

よいのか？そもそも医療者自身は家族とそのようなことを話していますか？ 
 DNAR, advance directive(事前指示), リビング・ウイルとの違いなどもと

りあげて、今後 ACP を広めていく際にどのような困難や障壁があるのか、ま

たどのようなことに気をつけると上手くいくのかなどを、この WS を通して

みなさんと考えたいと思います。 
 

ワークショップ② 非癌患者さんの実践ケア～自宅や地域で長く

最期まで安心・安全で過ごせるために～ 【定員：24 名】 
 企画責任者：濱田修平（江別市立病院 総合内科） 

 
目的：COPD、慢性心不全、慢性腎不全、認知症などの非癌患者さんの終末

期における療養の難題を語り合い共有し、在宅療養を支えるために必要な知

識の update、病院連携のコツを得る機会とする 
概要：在宅療養に関わる私たち医療スタッフは、患者さんから「できる限り

家で過ごしていきたい」との希望を受け、在宅療養のお手伝いをしています

が、COPD、認知症、心不全、腎不全など非癌疾患で療養する患者さんの見

通しが見えにくく、心配や不安を抱えながらサポートをすることが多いので

はないでしょうか。患者さんの療養を側で支える家族はそれ以上に心配や不

安と向き合いながら、介護に当たられているのではないでしょうか。この心

配・不安は急に体調が変化した時にどのように対処すればよいか、家族へは

どのように助言し、医療者がどのように行動したらよいか困ることに由来す

ると思います。在宅医療支援診療所や訪問看護・ヘルパーステーションのス

タッフの方々はどこまで自分たちが対応でき、どこから病院診療に繋げた方

がよいのか日々悩まれていると思います。このセッションでは、皆様が在宅

療養の現場で抱える医療者の心配・不安・疑問を共有し、江別市立病院・総

合内科が在宅医療から病棟診療まで一貫して診療している経験や evidence
を元に、医師・看護師それぞれの視点から在宅療養に関わる全ての人が安心・

安全で、患者さん・家族が最期の時まで満足いく日々を過ごせるようケアを

提供できるための知識とテクニックを一緒に学んでいく機会としたいと思い

ます。 
 具体的には非癌疾患の患者さんの在宅ケアで抱える心配・疑問を皆で共有

するセッション、非癌疾患・特に COPDの在宅療養に関する知識の up to date
と在宅から病院へ繋げる際のコツをお話しするセッション、悩み・不安に駆

られる具体的な事例を通じての検討セッションを通じて孤独に陥りがちな現

場の臨場感を共有できる場としたいと思います。 
 本企画にご参加の方へは参加する時までに３つ、普段の在宅診療での困っ

ている事、不安な事をお持ちになってお越しいただければ幸いです。 
 参加された方が、少しでも心配・不安を安心・安全につなげられる契機に

なるような時間を共有できればと思います。 

 
ワークショップ③ 「総合医が教える、総合医のためのリハビリテ

ーション」講習会～総合診療医がその関心と専門性を活かしなが

ら、プライマリ・ケア現場で明日から実践できる、リハビリセラ

ピストのモチベーションを高めながら一緒に楽しめるようなリハ

ビリを身につけましょう～ 【定員：40 名】 
 企画責任者：佐藤健太（勤医協札幌病院 内科） 

 
目的：１．総合医の知識をベースにしながらリハビリテーションの基本的な

考え方を理解し腑に落ち説明できる 
２．リハビリや生活支援で困難を抱える症例について、リハビリ視点の多職

種カンファレンスを司会・運営し関係者全員が満足できる落とし所まで持っ

ていける 
３．総合医がよく遭遇する疾患・障害を持つ症例を例にして、明日からの実

践にどう活かしていくかをイメージできる 
概要：実際の流れ（現時点での想定であり、今後変更の可能性があります） 
１．よく遭遇する事例を提示し、普段どうしているかをグループディスカッ

ションで共有。 
２．症例の、リハビリ的に重要な診察所見や検査所見の取り方・読み方、記

録のまとめ方、リハビリセラピストに伝わるカルテ記載やプレゼン方法につ

いてレクチャーし、症例の理解を深める 
３．症例理解をしたうえで、参加者全員による多職種カンファレンス（各職

種が揃わなければロールプレイも検討）を行い、具体的な対応策を考える 
４．カンファレンス運営のコツやリハビリテーション医学が目指すものなど

についての締めのレクチャーを行う 
 

ワークショップ④「どう？我がまちの地域包括ケアシステム 
～在宅認知症療養者のエンドオブライフ編～」【定員 60 名】 
企画責任者：照井レナ（旭川医科大学 看護学科在宅看護学） 

 
目的：北海道は広域で、いろいろなタイプの地域が存在する。よって、①大

都市、②中核都市、③町村、3 つのタイプ別に、それぞれに特徴的な地域包括

ケアシステムを認知症療養者のエンドオブライフを例に創造してみることを

目的とする。 
概要： 地域包括ケアシステムを地域ごとのニーズに合わせて創造する。言

うは易く行うは難し。同じような特徴を持つまちや地域、多職種間でディス

カッションし、ひとつ地域包括ケアシステムを構築してみようじゃないか！ 

明日からの活動に活きること、請け合いです。 
＊このワークショップはオープン企画です。非支部会員の参加費は 4000 円

ですが、この企画だけに参加する非支部会員は 1000 円のみで参加可能です。 
 
教育講演 日常診療アップデート 
 企画責任者：小嶋 一（手稲家庭医療クリニック） 

 
目的：主に開業医・病院勤務医の方にコンパクトにコモンディジーズのアッ

プデート、ガイドラインの要点などを解説する。 
概要：コモンディジーズとして認知症、高血圧、糖尿病、変形性膝関節症、

喘息を取り上げる。 
15 分ほどでガイドラインの要点とその分野で重要と思われるシステマティ

ックレビューや大規模 RCT を数点紹介する。各項で実際のケースを紹介し、

「標準診療」として提示する予定である。質問時間約 10 分を予定している。 
 

シンポジウム① 「多職種協働」って誰のため～本音バトル～ 
 企画責任者：長哲太郎（栄町ファリミークリニック） 



 
目的：多職種協働とは何か、実践とそこから得たもの（本音）を議論し、そ

の意義を深めていく。 
概要：日本全国、医療・介護・福祉など様々な分野で「多職種協働」という

言葉や文字は学会や研修会のテーマなどで掲げられていることは多い。もは

や、「多職種協働」と謳わなければそれを達成しえない、または、それを意識

しつづけなければならないからなのか。患者さんの立場からみればわたした

ち医療などの専門職は、「多職種連携」と叫ばなければならない理由があるの

か、不思議なことと推察されよう。とは言え、それぞれの専門性を相互に尊

重し、かつ、活かすことにより、それ（多職種協働）が患者さんや家族が享

受するサービスの質を高めるのであれば当然、「多職種連携」に力を注ぐべき

である。 
 本シンポジウムでは、多職種連携は、誰のためか、そんな本音をキーワー

ドに現場における成功・失敗例や工夫、改善点、患者さんから学んだことな

ど、参加者の多くが、気づき、共感し、そして、明日から使える何か、を探

求していきたい。 
 
シンポジウム② 北海道の病院における総合診療を語ろう！ 
（現状、今後の展望、運営の tips） 

 企画責任者：臺野 巧（勤医協中央病院 総合診療センター） 
 
目的：総合診療科の導入を検討している病院の方、すでに導入している病院

の方、病院で総合診療をやっている方、やろうとしている方、すべての方に

ためになる情報・運営のコツを共有するためのシンポジウムです。 
概要：高齢化が進み複数の疾患を併せ持つ患者が多くなっており、病院にお

ける総合診療のニーズが高まっている。2017 年から 19 番目の専門領域とし

て総合診療科が正式に認定され、総合診療専門医を育成する後期研修プログ

ラムが開始される。一方、現在の総合内科専門医は 2017 年以降、新・内科専

門医となり、内科の全般の幅広い能力が求められる。総合診療専門医と内科

専門医の違いについてあまり認識されていない可能性があり、この点につい

て整理を行なう。また、日本プライマリ・ケア連合学会では現在家庭医療専

門医を養成する後期研修プログラムがあり、家庭医療専門医と総合診療専門

医との関係についても確認する。家庭医・総合診療医に興味のある方、臓器

別専門医から家庭医・総合診療医への転向を考えている方にとって、大いに

参考になると考えている。 
また、このような情勢の中、総合診療科の導入を検討している病院も少な

くないと思われる。従来の臓器別専門医のみでの病院運営だと、患者の割り

振りがうまくいかないことが多いからである。しかしながら、北海道におい

て総合診療科が機能している病院はそれ程多くない。このシンポジウムでは、

現在北海道で総合診療科として実績のある病院や総合診療科を導入して間も

ない病院から、その歴史・運営方法・課題について発表してもらい、さらに

フロアの方とディスカッションすることで、今後の導入・運営のコツを共有

したい。 
 
シンポジウム③ 地域枠の皆さんのキャリア構築 

～総合診療医という選択～ 
 企画責任者：山田康介（更別村国民健康保険診療所 

 
目的：地域枠の医学生，研修医に義務年限の期間中に総合診療医の専門医を

取得する道が選択できることを周知し，そのキャリアを選択することの魅力

を感じて頂く。 
概要： 
（対象）札幌医大，旭川医大の地域枠（道補助金）の医学生，研修医 
（形式）シンポジウム 
（演者）司会（座長）木村真司（専門医制度について説明） 
①開会の挨拶と企画の主旨説明 
②地域枠という制度について，専門医制度について 
③登壇者それぞれの立場から地域枠学生/研修医へのメッセージ 
④ディスカッション 
⑤まとめ 
このときに地域枠の研修医受け入れ予定の後期研修プログラム一覧を参加者

に配布する． 
※ 会場には地域枠受け入れ予定の後期研修プログラムのポスターを掲示す

る 
 

ゆる企画  ～The ビブリオバトル～ 
 企画責任者：田村英俊（寿都そよかぜ薬局） 

 
目的：「多職種を通して本を知る．本を通してプライマリ・ケアを知る」 
概要：ビブリオバトルは誰でも（小学生から大人まで）開催できる本の紹介

コミュニケーションゲームです．「人を通して本を知る．本を通して人を知る」

をキャッチコピーに日本全国に広がっています！  
さて、今年の第 3 回地方会では、～ The ビブリオバトル！～ と題しまして

昨年に引き続きさまざまな職種や学生参加による名演怪演のプレゼンテーシ

ョンを期待しています。 
JPCA 北海道ブロック支部が行う ～ The ビブリオバトル！～ の条件はた

だ一つ！ 
〝プライマリ・ケアにつながる本であること〟 これさえ満たせば、小説で

あろうとマンガであろうと…あのハリソン内科学であろうと OK！ 無名な

本の紹介はもとより、有名な本であっても、そんな見かたがあったんだと膝

を打つような解釈の披露でも OK！です。 
発表者が順番に５分間プレゼンを行い、引き続き参加者と３分程度のディス

カッションをし、全員が終了したら、「どの本が一番読みたくなったか？」を

基準とした投票を参加者全員で行います。最多票を集めたものを『チャンプ

本』といたします。優勝者には、ささやかな賞品をご用意させていただきま

す！ 
「多職種を通して本を知る．本を通してプライマリ・ケアを知る」を目的と

し、楽しい学びの時間をみなさんと一緒に過ごしましょう。 
 
 
定員について 
 ワークショップには定員があります。 
 ワークショップは事前登録が可能です。3 月中旬にホームペー

ジなどでお知らせします。 
 地方会当日に定員を満たしていないワークショップがあれば、

当日受付も可能です。定員を満たした時点で受付終了になりま

す。 
 基調講演、シンポジウム、教育講演、ゆる企画には定員があり

ません。当日参加可能です。 
 
 

 

会場アクセスマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JR札幌駅   ：徒歩 12分 
地下鉄さっぽろ駅（10番出口） ：徒歩 7分 
地下鉄大通駅（2番出口） ：徒歩 9分 

地下鉄西 11丁目駅（4番出口） ：徒歩 10分  
JRバス北 1条西 7丁目  ：徒歩 3分 
中央バス北 1条西 7丁目 ：徒歩 3分  

 
 
 

 


