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第 40 回医療研究全国集会 in 青森開催要項 
 

                             2013 年 2 月 14 日  
 

【1】主催者団体 

 ○ 医療研究全国集会 in 青森 組織委員会 
 (1) 構成団体  
    ① 財団法人日本医療労働会館  
    ② 日本医療労働組合連合会  
 (2) 主な役員と連絡先 
    ○ 組織委員長  山田眞巳子（財団理事長）  
    ○ 事務局長   鎌倉 幸孝（財団専務理事）  
      事務局次長  中野千香子（日本医労連書記長）  
             中村 純一（財団総務部長）  
             工藤 詔隆（青森県医労連書記長）  
     〒110-0013 
     東京都台東区入谷 1-9-5 日本医療労働会館 3 階  
      日本医療労働組合連合会 内  
      電話 03-3875-5871 
      Fax  03-3875-6270 
 
【2】協賛団体 

 ○ 第 40 回医療研究全国集会 in 青森 現地実行委員会  
 (1) 主な役員と連絡先 
    ○ 実行委員長  山本 公行  
    ○ 事務局長   工藤 詔隆  
     〒030-0121 
     青森市妙見 3 丁目 1－10 
      青森県医療労働組合連合会 内  
      電話 017-764-2355 
      Fax  017-764-2366 
 (2) 現地実行委員会参加団体  
    青森民医連、青森保険医協会、青森自治労連、青森県社保協、弘前大学職員組合 
 
【3】集会のスローガンと主な目的 

 ○ メインスローガン 
『国民と広く連帯し、患者・地域住民と医療・福祉労働者の人権・生命の尊厳を守ろう』 
 
 ◇ サブスローガン  
『安心できる医療・介護と社会保障、実感できる震災・原発事故からの復興。笑顔忘れ

ず、夢あきらめず、うって（うんと）学んでかだって（語って）、みなして（みん

なで）創りあげよう！つなぐ未来を。』  
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◇ 集会の主な目的  
(1) 日々の仕事をとおして認識している、日本社会の医療や福祉の仕組みと問題点を

学び、語り合い、相互に問題意識を共有する。 
(2) 医療や福祉に携わる従事者として、仕事上の様々な問題点や悩み、社会活動など

について語り合い、次へのステップを供給する。  
(3) 仕事の中での「身近な医療改善」や「介護環境改善」の取り組みを交流し、全国

に広げる。  
(4) 実態の中から、日本社会の医療や福祉の仕組みと問題点を国民にわかりやすく説

明し、みんなで改善の方策を議論する。  
 
【4】日  時 

 2013年6月14日（金）～16日（日）  
 ◇1日目 全体集会  2013年6月14日（金）午後1時30分～午後5時  
 ◇2日目 分科会  2013年6月15日（土）午前9時30分～午後4時  
      市民講座  2013年6月15日（土）午後1時～午後5時  
 ◇3日目 全体集会  2013年6月16日（日）午前9時30分～午前11時35分  
 

【5】会  場 

(1) メイン会場 ― リンクステーションホール青森（青森市文化会館）  
             〒030-0812 青森市堤町 1 丁目 4 番 1 号 
               TEL: 017-773-7300   FAX:017-776-2066 
(2) 分科会会場 ―  ①リンクステーションホール青森（青森市文化会館）  

             〒030-0812 青森市堤町 1 丁目 4 番 1 号 
                TEL: 017-773-7300   FAX:017-776-2066 
           ②青森県観光物産館アスパム  
             〒030-0803 青森市安方 1 丁目 1 番 40 号 
                TEL: 017-735-5311   FAX:017-735-2067 
 
【6】集会規模 

   全体で1,070人 （青森県内-200名、その他県-870名）  
 
【7】後援 

 ◇後援： 青森県と青森市、森県内の医療関係・職能団体に要請する  
  
【8】参加費    2日以上 7,000円 
         1日のみ 3,500円 
         青森県内の地域住民・学生は500円（3日間）  
         ※市民講座は別途資料代500円・学生無料  
 

【9】企画･日程 

【1日目／6月14日（金）】  会場／リンクステーションホール青森 

 12時00分    開場・受付開始  
 13時30分    開会  
           文化行事  
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 13時50分    主催者あいさつ   山田眞巳子 医療研組織委員長  
                      （財団法人日本医療労働会館理事長）  
 14時00分    現地歓迎あいさつ  山本公行  青森県医労連執行委員長  
 14時10分    記念講演  
           『今日の貧困問題と社会政策の課題  
                     ～医療・介護・社会保障の充実を～』  
             立命館大学産業社会学部教授 唐鎌 直義 先生  
 15時40分    休憩  
 15時55分    基調報告  
 16時15分    特別報告  
           『東日本大震災・復興支援の報告』  
               青森県保険医協会会長 大竹 進 先生  
 17時00分    全体会終了  
 
 17時30分    分科会運営委員・助言者「打ち合わせ会議」  
                      会場／リンクステーションホール青森  
 
 18時30分    青年交流会  会場／わいん倶楽部（旧協働社） 定員70名  
          食文化交流会  会場／リンクステーションホール青森 会議室  
                     定員100名  
 
【2日目／6月15日（土）】  会場／①リンクステーションホール青森 

                 ②青森県観光物産館アスパム 

 ①分科会  
  9時00分     各会場・受付開始  
  9時30分  分科会開始  
            ※昼食は、お弁当（1,000円）を準備いたします。  
  16時00分     分科会終了  
 
 ②動く分科会  
  9時00分     青森駅集合・出発  
  18時00分  青森駅帰着・解散  
 
 ③医療研究全国集会・市民講座  会場／リンクステーションホール青森  
  12時00分     受付開始 （資料代500円・学生無料）  
  13時00分     開会挨拶  国民医療研究所所長 横山壽一（金沢大学教授）  
        テーマ：原発・貧困・震災復興をめぐって  
            1. 原発労働者の実態と問題について  
                いわき市議会議員     渡辺 博之 氏  
            2. 今日の貧困問題と社会保障  
                    ～生活保護制度をめぐる動向を中心に～  
                八戸学院大学講師    村田 隆史 氏  
               3. 震災復興と被災地医療について  
                石巻市立病院開成仮診療所長   長 純一 氏  
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  17時00分    閉会  
 
【3日目／6月16日（日）】  会場／リンクステーションホール青森 

 8時50分     開場･受付開始  
 9時30分     開会  
          『地域に合った住民が求める医療とは  
                 ～コミュニティーと医療のあり方を見つめて～』  
          一関市病院事業管理者・一関市国保藤沢病院長 佐藤元美 先生 
 11時15分    まとめ  
 11時25分    閉会挨拶  
 11時35分    終了  
 
【10】分科会の設定    

  ※「分科会会場一覧」を参照してください。  
 
【11】参加申し込み等に関する重要な連絡 

 ◇第40回医療研究全国集会の参加申し込みなどの集約窓口は、旅行業務等委託先の「名

鉄観光サービス株式会社・東北営業本部」となります。  
 ◇参加申し込みについてはリーフとともにお配りしている「第40回医療研究全国集会

in青森『参加者登録』並びに『宿泊等申込書』」に必要事項を記入の上、下記の所

へFAX で申し込みをお願いいたします。  
 
   名鉄観光サービス株式会社・東北営業本部  
    住所： 〒030-0802 青森市本町 1－2－15（青森本町第一生命ビル 7 階）  
     専用電話：017-776-5291  ＦＡＸ 017-776-5232 
     営業時間：10:00～18:00（土・日・祝日休業）  
     担 当 者：越田、近藤、大水、小野  
 
【12】レポートの提出にあたっての注意事項 

  ※「レポート募集要項」を参照してください。  


