
GEMAP市 民公開セミナー

災書復興の高齢者医療におけるiCT利活用

阪本 泰男氏    唐 澤  剛 氏    武 藤 真祐氏

2013年 3月 11日(月)13:30～ 16:20(13:00開場)

東京国際フォーラム  D5ホ ール

〒100-0005東京都千代田区丸の内3-5-1

無料 (定員150名:事前申し込み必要・定員になり次第締め切ります。)

○ 内容

13:30～ 14:00 開 会挨拶および基調講演

小倉真治氏 GEMAP会 長、岐阜大学大学院医学系研究科教授

演題 「災書弱者の健康をiCTは どう支援するか」

14:00～ 14:30 講 演

阪本泰男氏 総 務省 政策統括官(情報通信担当)

演題「医療 iCTに 関する総務省の取組」(仮題)

14:30～ 15:00 講 演

唐澤 岡J氏 厚 生労働省 政策統括官(社会保障担当)

演題 「地域医療介護ネットワークの構築に向けて」

15:00～ 15:15 休 憩

15:15～ 16:15 4寺別言首演

武藤真祐氏 医 療法人社団鉄祐会 理事長
一般社団法人高齢先進国モデル構想会議 理事長

演題 「超高齢化社会に向けた新たな社会システムの創造高齢先進国モデル構想」(仮題)

16:15～16:20 閉 会挨拶

安田 浩 氏 GEMAP副 会長、東京電機大学未来科学部学部長

小倉 真治氏 武藤 真祐氏

○日 日寺

○会 場

○受講料

参加申込には以下に示す方法があります。どれか都合のよい方法
をお選び下さい。

申込締切日  2013年 3月 6日 (水)

①裏面の申込用紙に必要事項を記入してFAXを 送付する。

②PCまたは携帯電話より次のURLに アクセスする。
http:〃gcmapjp/又は右記QRコ ードヘアクセスする。

○主催 GEMITSア ライアンスパー トナーズ (GEMAP)

http!〃gcmapjp/

○後援 一般社団法人電子情報通信学会

○問合せ先:〒5011194岐 阜県岐阜市柳戸 11

岐阜大学大学院医学研究科

救急・災害分野内
GEMAP事 務局

担当 :丸山・水野・早矢仕
Tel.058…230中6447

E中maili gemap@gemSiS.Jp



災害

開麒

復興
!づ

常齢

主催 :GEMITSア ライアンスパートナーズ(GEMAP)
http://gemap.ip/

後援 :一般社団法人電子情報通信学会

ICT利 活用

■日時2013年3月 11日(月)
13:30～ 16:20(13:00開 場)

■会 場 東 京国際フォ中ラム D5ホ …Jレ

〒100-0005東京都千代田区丸の内3‐5Hl

■受講料 無 料

■内容

13:30～ 14100 開 会張拶およぴ基調講演

小倉真治氏 GEMAP会 長、岐阜大学大学院医学系研究科教授
浪題 「災書弱者の健康をiCTは どう支援するか」

14:00～ 14:30 講 演

阪本泰男氏 総 務省政策統括官(情報通信担当)
演題「医療 iCTに 関する総務省の取組」

14:30～ 15:00 講 還

唐澤 岡!氏 厚 生労働省政策統括官(社会保障担当)
演題 「地域医療介護ネットワークの構築に向けて」

15:00～ 15:15 体 鶏

15:15～ 16:15 特 別講演

武藤真祐氏 医 療法人社団鉄祐会理事長
一般社団法人高齢先進国モデル構想会議理事長

演題 「超高齢化社会に向けた新たな社会システムの創造高齢先進国モデル構想」

16:15～ 16:20 閉 会挨拶

安田 浩 氏 GEMAP副 会長、東京電機大学未来科学部学部長



【各講師の演題名および略歴等】
GEMAP会 長

岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野教授

演題:「災害弱者の健康をICTはどう支援するか」
I略 歴 】

昭和60年  3月   岐 阜大学医学部卒業

昭和60年  5月   香 川医科大学麻酔 敗急医学講座入局

平成 8年  2月   客 員研究員アメリカ合衆国サウスキャロライナ医科大学生理学講座

平成 12年  6月   香 川医科大学附属病院救急部助教授

平成 ]3年 11月  香 川医科大学附属病院救命救急センター副センター長

平成]5年 10月  岐 阜大学大学院医学系研究科救急 災害医学分野教授

平成 ]6年  4月   岐 阜大学医学部附属病院高次救命治療センターセンター長(兼務)

内閣府 T戦略本部医療情報化に関するタスクフォース主査

総務省日本版EH日事業推進委員会委員長

総務省 CT超 高齢社会構想会議構成員

総務省消防庁公共のためのトリアージ委員会委員

総務省政策統括官(情報通信担当)

演題:「医療ICTに関する総務省の取組」
【略 歴 】

昭和55年  郵 政省入省

平成 10年  総 務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課長

平成 15年  内 閣官房副長官補付内閣参事官

平成 1フ年  総 務省情報通信政策局総合政策課長

平成 19年  同 大臣官房企画課長

平成2]年  内 閣官房情報セキュリティセンター冨」センター長

平成23年  総 務省大臣宮房審議目(情報流通行政局担当)

平成24年  総 務省政策続括官(1青報通信担当)

厚生労働省政策統括官(社会保障担当)

演題:「地域医療介護ネットワークの構築に向けて」
【略 歴 】

昭和55年  早 稲田大学政治経済学部卒業

昭和55年  厚 生省に入省

平成 9年  介 護保険制度準備室次長

平成 16年  保 険局国民健康保険課長

平成 18年  保 険局総務課長

平成20年  大 臣宮房人事課長

平成2]年  大 臣官房審議官(医療保険 医政 医療介護連携担当)

平成23年 3月～同年9月  厚 生労働省災害対策本部事務局次長を兼務

平成24年  9月 より現職。

医療法人社団鉄祐会理事長
一般社団法人高齢先進国モデル構想会議理事長

演題:「超高齢社会に向けた新たな社会システムの

倉U造高齢先進国モデル構想」
I略 歴 】

]996年  3月  東 京大学医学部医学科卒業

2002年  3月  東 京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士課程1多了

2010年  ]月  東 京都文京区に在宅医療診療所を開設

2011年  5月  一 般社団法人高齢先進国モデル構想会議設立

20]]年  9月  宮 城県石巻市に在宅医療診療所を開設

20]1年 10月  石 巻医療圏健康 生活復興協議会を設立

医学博士、循環器専門医、米国公認会計士、MBA

内閣官房lT戦略本部医療分野の取組みに関するタスクフォース構成員

厚生労働省緩和ケア推進検討会構成員

総務省 CT超 高齢社会構想会議構成員

総務省東北地域医療 CT連 絡会委員

小倉 真治(おく`らしんD

阪本 泰男はかもとやすお)

岡J(からさわたけし)

り や

武藤 真祐(むとうしんす明



GEMAP市民公開セミナー結果 

 

・開催日時  平成 25年３月１１日（月） 

13時 30分～16時 30分 

・場  所  東京国際フォーラム D5ホール 

 

東日本大震災から 2 年を迎えた、平成 25 年 3 月 11 日に、

東京国際フォーラム D5 ホールにおいて一般市民を対象とし

て、GEMAP市民公開セミナー「災害復興の高齢者医療におけ

る ICT利活用」を開催しました。 

震災復興のなか、高齢者に対する医療において即時かつ直

接に対応できる医師の不足が問題となっていることから、高

齢者が容易に受診できる環境を整備するため、ICTを利活用

した医療情報連携に関する情報提供を行うことを目的とし

たものであります。 

総務省政策統括官 阪本泰男様と厚生労働省政策統括官 

唐澤剛様をお招き各省の政策や最近の国の動きなどを報告

していただきました。 

また、在宅医療ベースに高齢者医療、さらには高齢者社会

の課題の解決策を見出そうとしている武藤真祐 医療法人社



団鉄祐会・一般社団法人高齢先進国モデル構想会議理事長の

特別講演を行って頂きました。 

フローからの質問も活発に行われ多くの市民の方も興味

を持って参加をされました。 

 

              会場案内 

 

 

開場内 

   

 



 

 

小倉会長挨拶・基調講演         総務省政策統括官 阪本泰男様 

     
 

厚生労働省政策統括官 唐澤 剛様 

                    

 

 

医療法人社団鉄祐会・一般社団法人 

高齢先進国モデル構想会議理事長 

武藤真祐様              安田副会長 閉会あいさつ 
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