
地域医療構想調整ワーキンググループの構成員の考え方について  

 

圏域会議終了後にワーキング会議を開催します。  

 

ワーキンググループのメンバーは、現在の圏域保健医療福祉推進会議の構成員のうち協議に

必要な者に、医療保険者、看護協会及び、４つの病床機能区分のうち回復期や慢性期など構成

員として追加が必要な機能区分の医療機関の代表者を加えることとしているが、代表選出の考

え方について、以下のとおり整理する。 

 

＜ワーキンググループ構成員＞  

① 市町村の代表  介護保険事業  

 ② 地区医師会の代表  診療に関する学識経験者の団体  

 ③ 地区歯科医師会の代表  診療に関する学識経験者の団体  

 ④ 地区薬剤師会の代表  診療に関する学識経験者の団体  

 ⑤ 病院協会代表  医療関係者  

 ⑥ 医療保険者代表  医療保険者  

 ⑦ 看護協会代表  医療関係者  

⑧ 地域の医療機関の代表者  医療関係者  

 ※議論の中心的メンバーとなる小牧市民病院等と相談の上、必要と認める慢性期や回

復期等の医療機関の代表者を選定（概ね２００床以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属 職名 氏名 備考

1 春日井市医師会 会長 福井　雅子
2 小牧市医師会 会長 後藤　恒規
3 尾北医師会 会長 渡部　敬俊
4 岩倉市医師会 会長 柵木　隆志
5 春日井市歯科医師会 会長 徳丸　啓二
6 小牧市歯科医師会 会長 高木　康司
7 尾北歯科医師会 会長 梶浦　哲也
8 犬山扶桑歯科医師会 会長 青木　義忠
9 春日井市薬剤師会 会長 塚本　知男
10 小牧市薬剤師会 会長 木全　勝彦
11 尾北薬剤師会 会長 河村　知典
12 春日井市民病院 病院長 渡邊　有三
13 小牧市民病院 病院長 末永　裕之
14 江南厚生病院 病院長 齊藤　二三夫
15 春日井市 春日井市長 伊藤　太
16 犬山市 犬山市長 山田　拓郎
17 江南市 江南市長 澤田　和延
18 小牧市 小牧市長 山下　史守朗
19 岩倉市 岩倉市長 片岡　恵一
20 大口町 大口町長 鈴木　雅博
21 扶桑町 扶桑町長 江戸　滿
22 小牧市社会福祉協議会 会長 稲垣　喜久治
23 愛厚ホーム小牧苑 苑長 酒井　寛雅

平成２７年度第１回尾張北部圏域保健医療福祉推進会議出席予定者名簿（現行）

２．地域医療構想調整会議の設置・運営  

（４）参加者の範囲・選定  

○  地域医療構想調整会議の参加者については、医療法上、「診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係

者、医療保険者その他の関係者」と規定されているが、地域医療構想は幅広い関係者の理解を得て達成を推

進する必要があるため、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、医療保険者、市町村など幅

広いものとすることが望ましい。  

なお、医療保険者については、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定

する。（P41）                             （ガイドラインより抜粋）  

資料１-１ 



 

                  

 

 

 

１ 国の指示のあったワーキンググループ構成員と病院協会の推薦で選定  

２ 構成員が多いと議論がまとまらない恐れがあるため人数を絞った形で作成  

３ 病院の病床について、概ね２００床を目途とした  

４ ワーキング会議の議長は、病床を持たない医師会長を原則とする  

所属 職名 氏名 備考
1 春日井市医師会 会長 福井　雅子
2 小牧市医師会 会長 後藤　恒規 議
3 尾北医師会 会長 渡部　敬俊
4 春日井市歯科医師会 会長 徳丸　啓二
5 小牧市歯科医師会 会長 高木　康司
6 尾北歯科医師会 会長 梶浦　哲也
7 犬山扶桑歯科医師会 会長 青木　義忠
8 春日井市薬剤師会 会長 塚本　知男
9 小牧市薬剤師会 会長 木全　勝彦
10 尾北薬剤師会 会長 河村　知典
11 春日井市民病院 病院長 渡邊　有三 推
12 小牧市民病院 病院長 末永　裕之 推
13 江南厚生病院 病院長 齊藤　二三夫 高急、急、慢
14 名古屋徳洲会総合病院 病院長 前田　徹 高急、急
15 東海記念病院 理事長 岡山　政由 急、回
16 総合犬山中央病院 理事長・病院長 竹腰　昭道 急、回
17 さくら総合病院 病院長 小林　豊 急、回、慢

春日井リハビリテーション病院 病院長 福井　雅子 急、慢

18
看護協会
代表

愛知県看護協会
（春日井市民病院）

-
(看護部長)

鈴江　智恵

19 愛知県国民健康保険団体連合会 事務局長 諸戸　和行
20 中部電力健康保険組合 常務理事 堀　昌宏
21 全国健康保険協会愛知支部 支部長 広瀬　茂
22 春日井市 健康福祉部長 宮澤　勝弘
23 長寿社会課長 長瀬　尚美
24 健康推進課長 光清　毅
25 健康づくり課長 倉知　江理子
26 高齢者生きがい課長 川田　保
27 小牧市 健康福祉部次長 山田　祥之
28 岩倉市 長寿介護課長 山北　由美子
29 大口町 健康生きがい課長 掛布　紀子
30 扶桑町 介護健康課長 糸井川　浩

医療圏 尾張北部医療圏
構成員数（人） ３０人

地域医療構想WG会議出席者名簿（平成27年度第1回）
備考欄　議：議長　推：病院協会からの推薦

高急：高度急性期　急：急性期回：回復期　慢：慢性期
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