
】要概催開　会大究研回5第【  
日　程：2017 年 9 月 24 日 ( 日 ) 9：30〜15:50
場  所：軽井沢プリンスホテル　ウエスト　国際会議場　浅間
大会長：小山信彌（東邦大学医学部 医療政策・渉外部門 特任教授）
参加費：会員　10,000 円　　非会員　15,000 円
定  員：80 名　※定員に達し次第、受付を終了致します。

】せわ合い問お・催主【  
日本長期急性期病床研究会
〒162−0067　東京都新宿区富久町　11−5ｼｬﾄﾚ市ヶ谷 2階
TEL:03-3355-3120  　FAX:03-3355-3122
Email:info@ltac.jp　ホームページ :http://ltac.jp
※プログラム、参加申込は裏面をご参照ください。

日本長期急性期病床 (LTAC) 研究会　第 5回研究大会

地域包括ケア病棟の検証



日本長期急性期病床 （LTAC） 研究会  
第５回研究大会の開催にあたって

　このたび、 日本長期急性期病床研究会第 5 回研究大会を、 平成 29 年 9 月 24 日

( 日 ) 軽井沢にて開催させていただくこととなりました。 本会会員、 役員、 関係者、

その他の多くの方々からのご支援に対しまして、 まずは心より御礼申し上げます。

　今回の研究大会は、 軽井沢プリンスホテルにて開催予定です。 研究大会のテーマ

は 「地域包括ケア病棟の検証」 と致しました。 地域包括ケア病棟が診療報酬上評

価されるようになって 4 年目になります。 当初、 地域包括ケア病棟は、 「急性期後

の患者受け入れ」 「在宅患者急変時の受け入れ」 「在宅 ・生活復帰支援」 の３つの

機能をもち、 看護配置は 10 ： 1 あるいは 13 ： 1 として、 急性期病床と慢性期病床のそれぞれから転換

できる病棟としてスタートいたしました。 地域包括ケア病棟は特にリハビリテーションに重点を置く病棟で

あり、 地域医療の質と効率化の改善を図る要となるよう、 様々な病院が地域包括ケア病棟への転換を視

野にいれ、 今後の病院運営を検討されてきたことと思います。 現在では、 一般病床 ・療養病床をもつ約

7,400 病院のうち 1,850 病院 （約 25％） が地域包括ケア病棟を運営するに至っています。 今後その数は

さらに増えていくものと予想しております。 そこで、 本研究大会も第 5回を迎えることとなり、 本制度の検

証を中心としたプログラムとしました。

　記念講演では、 厚生労働省保険局長の鈴木康裕先生に、 国の立場で、 病床機能分化と、 地域包括

ケア病棟を中心にこれからの医療保険制度についてご講演をいただく予定としました。

　基調講演には、 日本専門医機構理事長の吉村博邦先生に、 総合診療医についてご講演いただく予定

です。 地域包括ケア病棟を中心とした、 ポストアキュート、 サブアキュートの診療は、 専門性の高さも必

要ですが、 まさに総合診療医の最も活躍できる場であり、 重要と考え、 講師をお願い致しました。

　ランチョンセミナーには中医協入院医療等の調査 ・評価分科会会長の武藤正樹先生にお願い致しまし

た。 本来基調講演とすべきでしたが、 プログラムの関係上、 また本研究会幹事でもありますので、 ランチ

ョンセミナーにおいて分科会での議論を中心に述べていただきます。

　シンポジウムテーマは、 「地域包括ケア病棟の検証」 とし、 まず地域包括ケア病棟協会会長の仲井培

雄先生より、 アンケート結果を中心にお話をいただき、 各医療団体の代表として、 邉見公雄先生、 土井

章弘先生に各団体での現状を報告していただきたいと考えております。 さらに、 実際に地域包括ケア病

棟の届け出をしている病院より、 急性期病床からと、 慢性期病床からの転換の事例を、 どのような考えの

もと、 どのような手法を用いて地域包括ケア病棟にしたか、 その実際についてご報告いただきたいと考え

ております。 最後になるべく多くの時間をかけて総合討論ができればと考えております。

　大変盛りだくさんのプログラムとなりましたが、 本研究大会が皆様の明日からの診療に少しでもお役に立

てればと考えております。 ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

　どうぞよろしくお願い申し上げます。

日本長期急性期病床研究会　第５回研究大会　大会長　小山信彌



大会長　小山信彌

大会長　小山信彌

開会挨拶

　　上西紀夫 ： 日本長期急性期病床研究会会長

　　小山信彌 ： 第 5 回研究大会大会長

大会長講演   「DPCデータ提出の意味するもの」

　　座長 ： 上西紀夫 （公立昭和病院　院長）

　　講師 ： 小山信彌 （東邦大学医学部　医療政策 ・ 渉外部門　特任教授）

記念講演   「病床機能分化とこれからの保険診療」

　　座長 ： 小山秀夫 （兵庫県立大学大学院　経営研究科　名誉教授）

　　講師 ： 鈴木康裕 （厚生労働省　保険局長）

基調講演   「総合診療専門医とＬＴＡＣについて」

　　座長 ： 定光大海 （独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター

　　　　　　　　　　　　　　救命救急センター診療部長）

　　講師 ： 吉村博邦 （日本専門医機構　理事長）

平成２９年度総会

　　　　　　 上西紀夫 （日本長期急性期病床研究会会長）

ランチョンセミナー   「地域包括ケア病棟について～中医協入院医療分科会からの報告～」

　　座長 ： 副島秀久 （支部熊本県済生会　支部長）

　　講師 ： 武藤正樹 （国際医療福祉大学大学院　医療経営管理分野　教授）

シンポジウム   「地域包括ケア病棟の検証」

　　座長 ： 池端幸彦 （池端病院　理事長）

　　　　　　　高橋　泰 （国際医療福祉大学大学院　医療経営管理分野　教授）

　　演者 ： 仲井培雄 （地域包括ケア病棟協会　会長）

　　　　　　　邉見公雄 （全国自治体病院協議会 会長）

　　　　　　　土井章弘 （岡山旭東病院　院長 ・ 日本病院会　常任理事）　　　 

　　　　　　　宮田和信 （相澤東病院　院長）　　　　 

　　　　　　　齋藤　淳 （下松中央病院　理事長）

　　　　　　　志田知之 （志田病院　理事長）　　     

閉会挨拶

10 ： 20 ～ 11 ： 00

11 ： 55 ～ 12 ： 10

13 ： 10 ～ 15 ： 40

12 ： 20 ～ 13 ： 00

11 ： 15 ～ 11 ： 55

9 ： 30 ～  9 ： 40

 9 ： 40 ～ 10 ： 20

15 ： 40 ～ 15 ： 50

プログラム

総合司会 ： 森  孝志 （青磁野リハビリテーション病院副院長）



 

１． 参加費（旅行契約に該当しません） 

会員 10,000円、非会員 15,000円 

２． 日程 

平成 29年 9月 24日(日) 9：30～16：00 (予定) 

３．会場・宿泊のご案内 

･会場     軽井沢プリンスホテルウエスト 
国際会議場「浅間」 

〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字矢ケ崎山 1016-88 

TEL： 0267-42-1111 

【アクセス】 JR「軽井沢駅」徒歩約 13分 

 

･宿泊（東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行です） 

         設定日：平成 29年 9月 23日(土)/前日泊 (1泊朝食付税・サービス料込) 

宿泊ホテル名 部屋タイプ 宿泊料金 ホテル記号 アクセス 

軽井沢プリンスホテル 

ツインシングル 

利用 
28,800円 ＡＳ 

JR「軽井沢駅」より徒歩約 13分 
ツインルーム 16,100円 

（2名利用時の 1名様分） ＡＴ 

 

※ツインルーム(2名 1室)は同室希望者がいらっしゃる場合のみお受けいたしますのでご了承ください。 

※最少催行人員は 1名、添乗員は同行しません。 
 

 

４．変更・取消について 
   お申込後の変更及び取消はお手元の申込書控えに上書きし、FAXにてご連絡ください。 

なお、参加費用・宿泊費用につきましては下記取消料がかかりますので、予めご了承ください。(取消料は宿泊日の前日より起算します) 

※ご宿泊当日午前 12時までに当社またはご宿泊施設に取消の連絡がない場合は、無連絡不参加として取り扱い、100％の取消料を申し受けます。 

種 別 15日前まで 
14 日前～8日前 

まで 
7～2日前まで 前日 

当日午前 12時

まで 
当日午前 12時以降及び 

無連絡不参加 

宿 泊 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

大会参加 1,000円 100％(資料を後日お送り致します) 
 

 

 

５．申込手続のご案内（別紙 旅行条件書を事前にご確認の上お申し込みください。）   
別紙「申込書」にご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 

●お申込締切日  7月 31日(月) 

   お申込の内容に基づき、請求書を 8月中旬頃に送付いたします。 

   お手元に届き次第、請求書に記載された当社指定口座にお振込みください。 

 

【お申込・お問合せ先】（旅行企画・実施） 

東武トップツアーズ㈱東京国際事業部 第 2 営業部 
担当：山本(栞)・長久保 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル 16階 

TEL 03-5348-3500 FAX 03-5348-3799 受付時間 10:00～18:00  ※土・日・祝日休業 

観光庁登録旅行業第 38号（一社）日本旅行業協会会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 

総合旅行業務取扱管理者：小熊 浩司 

                          〔社内承認番号（整理番号）客国 17-025〕 

日本長期急性期病床(LTAC)研究会 第 5回研究大会 
【参加・宿泊のご案内】 




