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い のち と 生 活 を 支 える
医 療 介 護 多 職 種 チーム の 使 命
病 院・行 政・市 民 とともに 取り組 む まち づ くり

― 第二報―
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（月・祝）

いよいよ、演題募集スタートです！
公募シンポジウム
募集
期間

一般演題

正午▶ 10 月 31 日
正午
2017 年 10 月 18 日
（水）
（火）

募集
期間

正午▶ 11 月 15 日
正午
2017 年 10 月 18 日
（水）
（水）

全 60 程度のシンポジウムのうち 7 つについて演題を公募し、知名度

在宅医療分野の進歩には、実践や研究に関する積み重ねが必要不可欠

にかかわらず、優れた取り組みを全国から幅広く取り上げたいと考え

です。在宅医療・介護、まちづくりに関するさまざまな演題の応募を

ています。意欲的な演題をふるってご応募ください。

期待します。中でも大会長が要望するテーマとして、以下の 7 つを
挙げさせていただきます。

●

わがまちの在宅医療・介護連携推進事業

●

認知症になっても安心して暮らすことができる地域を目指して

●

在宅医療の質を評価する指標

●

かかりつけ薬剤師は地域でどんな役割を果たせるのか

●

摂食嚥下障害患者の食支援

●

看取りを支える人材の養成

●

心不全患者の在宅医療

●

居住系施設における看取り

●

在宅医療と病院が連動する活動

●

在宅医療の現場において医療ソーシャルワーカーが果たす役割

●

在宅医療と地方行政が連動する活動

●

地域を豊かにする居場所づくり

●

在宅医療と市民が連動する活動

●

地区医師会が取り組む在宅医療の活動

～こども食堂や保健室～

オンラインでの登録となります。詳細はホームページ（http://www.20zaitaku.com）をご確認ください。

20 在宅

検索

演題登録をいただくとこんなメリットがあります！

― 演題登録者には、事前参加登録の特典をさらに優先してご案内します ―
事前参加登録（2018 年 1 月 9 日（火）〜 3 月 28 日（水））の特典として以下を予定しております。いずれも、席数や受け入れ可能人数に限りがある企画等であり、事前登録
いただいた方は優先的に予約が可能です。事前参加登録の受付開始後早期に満席となる可能性もあります。演題をご登録いただいた方は、一般の事前参加登録に先だって、以
下の特典を受けられるように優遇致します（早期事前登録）
。是非、演題をご登録いただき、早期事前登録制度を活用ください！

【事前参加登録特典】

ランチョンセミナー 優先予約
Meet the Expert 優先予約
じっくり検討会
優先予約
ランチョンセミナー、Meet the Expert、じっくり検討会
のテーマ等については、本誌中開きのページをご参照くださ
い。尚、現時点でまだ詳細が決まっていないものもありま
すが、順次ホームページ等で情報更新してまいります。

懇親会 優先予約
名刺大交換会を開催いたします。ご参加いただき、さまざ
まな地域、さまざまな機関、行政や住民グループの方々と、
この機会に是非、顔の見える関係を構築ください！

託児室 優先予約
会場ホテル内に設置予定なので、安心です！是非、ご利用
ください。

特典となっている各セッションや懇親会は、早々に予約で埋まることが想定されます。是非、演題をご登録いただき、早期事前登録制度を活用ください！

2017 年11月下旬
演題登録者のみ
早期事前参加登録開始

（事前参加登録特典の優先予約権）

本学会会員の先生方！
連携している病院の医師を
ぜひお誘いください！

2018 年 1 月上旬

会期当日

事前参加登録開始

残数があれば
当日参加可能

（事前参加登録特典の予約申込み）

病院医師（本学会会員および合併予定の日本在宅医療学会会員以外）を 1 名に限り、
参加費無料で 本大会にご招待できます
本学会会員の医師が連携している病院医師（本学会会員および合併予定の日本在宅医療学会会員以外）を 1 名に限り、参加費無料で本
大会にご招待できます。本学会員の医師が、①事前参加登録時に、推薦する勤務医の氏名、所属病院、メールアドレスを登録 ②勤務医
にご招待のメールをお送りします。③勤務医はそのメールをプリントアウトし、病院職員証や写真付きの本人証明証（運転免許証）等と
ともに当日学会事務局受付にご提示いただければ、参加証をお渡しいたします。
注：抄録集や懇親会のチケットは別途購入が必要です。

【プログラム予定】 大会 1 日目
第 1 会場
9:00

10:00

2018 年 4 月 29 日（日）

第 2 会場

第 3 会場

最優秀演題候補口演

第 5 会場

第 6 会場

第 7 会場

第 8 会場

第 9 会場

公募シンポジウム

拡大シンポジウム

在宅ジェネラリスト養成講座

領域横断セミナー

拡大シンポジウム

領域横断セミナー

拡大シンポジウム

拡大シンポジウム

認知症になっても安心して暮ら
すことができる地域を目指して

これからの医療介護は
何処を目指すのか

水平統合と垂直統合

在宅医療と医療・医薬品行政の展望

~ 薬から食へ、多職種連携への期待 ~

地域の要 ! 保健師活動
~ 時代が求める保健師機能発揮のために ~

在宅の視点

意思決定支援を考える
~ 私たち医療者ができることの

困難事例にどう取り組むか
~ 多領域の力を結集して浮かび上

演者は公募により選出

迫井 正深（厚生労働省）
鷺坂 英輝（さくらのクリニック）

武田 俊彦（厚生労働省）

岡島さおり（札幌市）

シンポジウム

藤本 恵美子（大分県）
佐伯 聖子（磐田市）

木澤 義之（神戸大学）
長江 弘子（東京女子医科大学）
田代 志門（国立がん研究センター）
大川 薫（亀田総合病院）
森 雅紀（聖隷三方原病院）

岸 恵美子（東邦大学）

【指定発言】
田中 規倫（厚生労働省）
会

---------------------------------------苛原 実（いらはら診療所）
筒井 孝子（兵庫県立大学）

---------------------------------------池端 幸彦（池端病院）
白髭 豊（白髭内科医院）

12:00

川越 正平（あおぞら診療所）

在宅ジェネラリスト養成講座
摂食機能の定型発達とその障害

さらば、ポリファーマシー
~ シンプル化が在宅医療の質を高める ~

緒方 克也（日本障害者歯科学会）

矢吹 拓（栃木医療センター）

在宅ジェネラリスト養成講座
小児緩和ケア
多田羅 竜平

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー

（大阪市立総合医療センター）

大塚製薬工場株式会社・
イーエヌ大塚製薬株式会社

エーザイ株式会社

山岸 暁美（慶應義塾大学 / あおぞら診療所）

シンポジウム
病院と地域がつながる
その 1 " さまざまな形 "

【指定発言】

---------------------------------------葛谷 雅文（名古屋大学）
遠矢 純一郎（桜新町アーバンクリニック）

---------------------------------------武林 亨（慶應義塾大学）
井部 俊子（井部看護管理研究所）

領域横断セミナー
介護保険の歴史から学び、地域包
括ケアシステムの未来を考える
田中 滋（慶應義塾大学）
シンポジウム
介護保険の歴史から学ぶ
神田 裕二（前厚生労働省）
笹井 肇（武蔵野市）
筒井 孝子（兵庫県立大学）

---------------------------------------太田 秀樹（医療法人アスムス）
田中 滋（慶應義塾大学）

領域横断セミナー

拡大シンポジウム

「対話」による「つながりの回復」 医療的ケア児とその家族を地域
~ 介護民俗学の実践から ~

六車 由実（デイサービスすまいるほーむ）
シンポジウム

で支える
~ さまざまな支援のかたち ~

島田 陽子（厚生労働省）

宿題報告

織田 良正（織田病院）
關 真美子（佐久総合病院）
松本 禎久（がんセンター東病院）
廣橋 猛（永寿総合病院）

具体を議論する ~

在宅ジェネラリスト養成講座
「対話」による「つながりの回復」 野田 幸子（社会福祉法人ぶるーむ）
~ 患者と医療者、利用者と介護
駒崎 弘樹（認定 NPO 法人フローレンス） 理論に基づく在宅での
者関係の再構築を目指して ~
肺炎診療の実際
【スペシャルゲスト】
森川 すいめい（翠会みどりの杜クリニック） 瓦井 千寿
春原 光宏（東京大学）
瓦井 尊
本田 美和子（東京医療センター）
---------------------------------------六車 由実（デイサービスすまいるほーむ）

小野沢 滋（みその生活支援クリニック）

---------------------------------------山田 雅子（聖路加国際大学）
松本 務（あおぞら診療所高知潮江）

シンポジウム

公募シンポジウム

拡大シンポジウム

地域を耕す職能団体や専門職の活動

わがまちの在宅医療・
介護連携推進事業

生活の視点を有する在宅医が
医療的ケア児を地域で支える
~ 訪問だけではない、外来や預
かりなど新たな医療のかたち ~

~ 地域を " バーチャル病院 " に見立てる ~
和座 一弘（松戸市医師会）

高田 靖（豊島区歯科医師会）
四方 哲（三重県立一志病院）
【指定発言】
辻 哲夫（東京大学）

18:00

演者は公募により選出

【指定発言】
伊原 和人（厚生労働省）

高橋 昭彦（ひばりクリニック）
紅谷 浩之（オレンジホームケアクリニック）
二ノ坂 保喜（にのさかクリニック）
市橋 亮一（総合在宅医療クリニック）
大石 明宣（信愛医療療育センター）

---------------------------------------- ---------------------------------------新田 國夫（日本在宅ケアアライアンス） 木村 幸博（もりおか往診ホームケアクリニック） 【指定発言】
三好 圭（厚生労働省）
土橋 正彦（千葉県医師会）
今村 聡（日本医師会）
---------------------------------------高橋 昭彦（ひばりクリニック）
市橋 亮一（総合在宅医療クリニック）

在宅ジェネラリスト養成講座
人生の最終段階における
意志決定の支援
尾藤 誠司（国立東京医療センター）

在宅ジェネラリスト養成講座
がんの軌道学
森 清（村山大和診療所）

在宅ジェネラリスト養成講座
がん穏和治療の最近の
エビデンスを臨床に生かす

優秀演題口演

がる地域課題の解決を目指す ~

---------------------------------------- ---------------------------------------松岡 かおり（いけだ病院）
坂戸 慶一郎（健生黒石診療所）
宇都宮 宏子（在宅ケア移行支援研究所） 荻野 美恵子（国際医療福祉大学）

優秀演題口演

高田 丈（高田外科胃腸内科）
本後 健（厚生労働省）
佐々木 久史（孫の手）
木下 徹（品川区社会福祉協議会）

宿題報告
大規模災害対策への提言
~ 在宅医療のノウハウを災害現場で生かす ~

ランチョンセミナー
褥瘡管理における ICT の活用

優秀演題口演

---------------------------------------馬見塚 統子（ほっと支援センターなんがい）
岡田 孝弘（オカダ外科医院）

樫尾 明彦（給田ファミリークリニック） 松木 孝道（藤沢本町ファミリークリニック）
---------------------------------------- ---------------------------------------石野 尚吾（石野医院）
鈴木 央（鈴木内科医院）

泰川 恵吾（ドクターゴン診療所）
---------------------------------------小野 宏志（坂の上ファミリークリニック）

セイリン株式会社

株式会社カナミックネットワーク

ランチョンセミナー
皮膚疾患関連

じっくり検討会
障害児の食支援
高田 靖（豊島区歯科医師会）

領域横断セミナー

拡大シンポジウム

領域横断セミナー

領域横断セミナー

じっくり検討会

団地再生

望まない延命治療をしないため

死を語ることは愛を語ること

医療・介護・市町村行政の参画による
会議を通じた地域包括ケアの推進

認知症

菊地 雅洋（緑風園）

草野 哲也（松戸市）

公募シンポジウム

シンポジウム

かかりつけ薬剤師は地域で

病い・老いと住まい

演者は公募により選出

滝脇 憲（ふるさとの会）
西村 顕（横浜市総合リハビリテーションセンター）
【指定発言】
岸本 千佳（アッドスパイス）
山口 道子（厚生労働省）

演者は公募により選出

---------------------------------------佐藤 伸彦（ものがたり診療所）

---------------------------------------山口 高秀（医療法人おひさま会）
江口 幸士郎（今立内科クリニック）

どんな役割を果たせるのか

---------------------------------------川添 哲嗣（南国病院）
大友 宣（清明館診療所）

久保田 泰弘（浪速区医師会）
板井 孝壱郎（宮崎大学）
村田 希吉（松戸市立病院）
中野 智紀（東埼玉総合病院）

長 純一（開成仮診療所）

---------------------------------------山岸 暁美（慶應義塾大学 / あおぞら診療所）
泰川 恵吾（ドクターゴン診療所）

公募シンポジウム
看取りを支える人材の育成

シンポジウム
これぞ、地域ケア会議の神髄！
篠田
田中
長島
岩田
山本

浩（大垣市）
明美（生駒市）
朋子（松戸市）
直子（北区）
繁樹（立川市社会福祉協議会）

【指定発言】
込山 愛郎（厚生労働省）
---------------------------------------篠田 浩（大垣市）
森 清（村山大和診療所）

シンポジウム

シンポジウム

シンポジウム

公募シンポジウム

シンポジウム

高齢心不全患者の
マネジメントと緩和ケア

在宅で精神科と身体科の
垣根を越える

病院と地域がつながる
その 2 " さまざまな分野 "

居住系施設における看取り

地域での暮らしを支える多職種チームの
連携マネジメント
~ 支援の隙間を埋めるケアマネジャーの実践 ~

平原 佐斗司（梶原診療所）
高田 弥寿子（国立循環器病センター）
原田 和昌（健康長寿医療センター）

---------------------------------------山中 崇（東京大学）
弓野 大（ゆみのハートクリニック）

北田
磯野
野口
今村

志郎（あおぞら診療所）
理（京都民医連第二中央病院）
正行（岡山県精神保健福祉センター）
達弥（ささえ愛よろずクリニック）

---------------------------------------大澤 誠（大井戸診療所）
伊藤 順一郎（メンタルヘルス診療所しっぽふぁーれ）

牛田
山本
杉野
大石

享宏（愛知医科大学）
龍夫（藤枝市立総合病院）
正一（藍野病院）
醒悟（姫路循環器病センター）

---------------------------------------東 仲宣（東葛クリニック病院）
北沢 彰浩（佐久総合病院）

森田 達也（聖隷三方原病院）

懇

親

会

演者は公募により選出

石山 麗子（厚生労働省）
三枝 公一（神奈川県介護支援専門員協会）
小野 健悦（志村大宮病院）

中 恵美（金沢市とびうめ包括センター）
---------------------------------------高谷 陽子（あおぞら診療所）
小野 宏志（坂の上ファミリークリニック）

平成 30 年度同時改定への対応
小玉 直人（コールメディカルクリニック広島）
永井 康徳（たんぽぽクリニック）

細野 純

（細野歯科クリニック）

---------------------------------------中澤 伸（川崎聖風福祉会）
宮崎 真吾（はまかぜ診療所）

11:00

平原 佐斗司（梶原診療所）

13:00

Meet the Expert

優秀演題口演

【指定発言】
北田 志郎（あおぞら診療所）

じっくり検討会

12:00

Meet the Expert

（カネマタ薬局）

【指定発言】
芳賀 定（芳賀デンタルクリニック湘南）

地域包括ケアにおける薬局・
薬剤師の役割
~ 外科医が薬局に帰って見えてきたもの ~

のまちづくり
~ 救急医療と在宅医療の有機的
な連携のためにできること ~

和田 忠志

（いらはら診療所）

高橋 眞生

マルホ株式会社

アルケア株式会社

10:00

Meet the Expert

領域横断セミナー

佐藤 良子（立川市大山団地）

前田 浩利

（あおぞら診療所新松戸）

Meet the Expert

優秀演題口演

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー
在宅でも使える、安全で即効性あり、 ICT の効果的な活用による地域包括
円皮鍼治療
ケア推進事例の紹介と今後の課題

狭間 研至（ファルメディコ株式会社）

小林 拓也（能見台こどもクリニック）
緒方 健一（おがた小児科内科医院）
内多 勝康（もみじの家）

16:00

17:00

第 12 会場

Meet the Expert

古屋 聡（牧丘病院）

15:00

第 11 会場

シンポジウム

江口 幸士郎（今立内科クリニック）
合同シンポジウム

小宮山 恵美（北区）

高谷 陽子（あおぞら診療所）
青島 周一（中野病院）

外来から在宅への移行時期

在宅医療で知っておきたい
高齢者てんかん
久保田 有一（朝霞台中央総合病院）

14:00

第 10 会場

0回 記念大会

9:00

代理理事講演

総

13:00

第 4 会場

第2

開会式

佐藤 龍司（老人保健施設しょうわ）
菊地 雅洋（緑風園）

11:00

日本在宅医学会

※ 2017 年 10 月 16 日 時点でのプログラム案であり、プログラム内容は変更となる場合がございます
※ 罫線（ ----- ）以下に記載の登壇者は座長です

苛原 実

（いらはら診療所）

14:00

Meet the Expert

優秀演題口演

宇都宮 宏子

（在宅ケア移行支援研究所）

15:00

地域デスカンファ（がん）
武井 大（宇都宮共立診療所）

Meet the Expert

矢吹 拓（栃木医療センター）

【指定発言】
鈴木 央（鈴木内科医院）

公募シンポジウム
在宅医療の現場において
医療ソーシャルワーカーが果たす役割
演者は公募により選出

じっくり検討会
困難事例
文村 優一（あおぞら診療所）

【指定発言】
小野沢 滋（みその生活支援クリニック）

---------------------------------------小山 宰（梶原診療所）
鶴岡 浩樹（日本社会事業大学）

中野 一司

（ナカノ在宅医療クリニック）

16:00

Meet the Expert
川添 哲嗣

（南国病院）

17:00

18:00

【プログラム予定】 大会 2 日目
第 1 会場
8:00

第 2 会場

第 3 会場

第 5 会場

第 6 会場

第 7 会場

第 8 会場

第 9 会場

第 10 会場

在宅ジェネラリスト養成講座

領域横断セミナー

領域横断セミナー

領域横断セミナー

拡大シンポジウム

じっくり検討会

教育研修委員会

病院・行政・市民とともに
取り組むまちづくり

高齢の誤嚥性肺炎患者を地域で
支える

ケアを究める
~ 病院、在宅、介護の現場で

家族ケア

老年医学と私

かかりつけ医の在宅医療を支える
さまざまな機能

学会が取り組む教育活動

大内 尉義（虎の門病院）

在宅診療の視点から捉える
循環器内科

住民が地域の医療を守るということ

平原 佐斗司（梶原診療所）

在宅における
パーキンソン病のみかた

君はどんな医師になりたいのか
~ 求められる「主治医」機能とは ~

~ 予防と治療、そしてその後の
生活を見据えた連携とは ~

若林 秀隆（横浜市立大学）
前田 圭介（愛知医科大学）
佐藤 龍司（老人保健施設しょうわ）
目黒 道生（鳥取市立病院）

役立つケアの技術とは ~
三浦
迫田
山口
伊藤

和子（国保藤沢病院）
綾子（日本赤十字広島看護大学）
朱見（あおぞら診療所）
亮子（あおぞら診療所）

様々な分野から学ぶフレイル対策
在宅ジェネラリスト養成講座

~ 支える多職種へのメッセージ ~

認知症の軌道学

飯島
腰塚
櫻井
藤原

シンポジウム

公募シンポジウム

シンポジウム

シンポジウム

看護小規模多機能のすすめ

島田 裕之（国立長寿医療研究センター）

多様な医師の働き方と
人材確保の戦略

地域リハビリテーション
~ リハ職のみなさん ! 飛び出せ地域へ ~

居場所づくりが地域を豊かにする
~ こども食堂や保健室 ~

超高齢社会を支える

終末期における症状緩和のための
在宅コンフォートセット

城谷 典保（新横浜在宅クリニック）
松岡 良典（松岡救急クリニック）
小澤 幸子（牧丘病院）

佐藤 健太（勤医協札幌病院）
逢坂 伸子（大東市）
村井 千賀（高松病院）

演者は公募により選出

吉藤 健太朗（オリィ研究所）
馳 亮太（亀田総合病院）
東 和彦（NPO 法人気張る ! ふるさと丹後町）

出水 明（出水クリニック）
新城 拓也（しんじょう医院）
黒田 俊也（深澤りつクリニック）
西 智弘（川崎市立井田病院）

---------------------------------------日下部 明彦（横浜市立大学）

---------------------------------------村井 千賀（高松病院）

---------------------------------------久島 和洋（ドクターゴン鎌倉診療所）

---------------------------------------山口 佳之（川崎医科大学）

シンポジウム

最期まで患者に責任性を果たすための
二人主治医制
~ 専門・総合、病院・地域の融合を目指して ~

医科歯科連動ビジョン
~ 臨床医学の根幹に歯科を組み込む ~

---------------------------------------寺田 尚弘（せいてつ記念病院）
太田 博見（太田歯科医院）

岩田 健太郎（神戸大学）
上田 剛志（洛和会丸太町病院）
浜野 淳（筑波大学）

山口 育子（COML）
伊藤 利通（北海道医師会）
藤本 晴枝（地域医療を育てる会）

シンポジウム

シンポジウム

---------------------------------------木村 琢磨（北里大学）
勝俣 範之（日本医科大学）

他領域から学ぶ論文と臨床の融合

認知症予防のエビデンスと
その実践

---------------------------------------- ---------------------------------------一戸 由美子（河北家庭医療学センター） 今村 昌幹（八重山病院）
洪 英在（三重県立一志病院）
舞鶴 史絵（前原ハート訪問看護ステーション）

矢澤 正人（新宿区）

（第 1 会場）

山岡 泰治（浜松医科大学）

シンポジウム

山岸 暁美（慶應義塾大学 / あおぞら診療所）

鈴木 央（鈴木内科医院）
沼沢 祥行（東京医科歯科大学）

【事例呈示】
沼沢 祥行（東京医科歯科大学）
安池 純士（錦糸町クリニック）

サテライト会場

研究委員会

在宅ジェネラリスト養成講座

北田 志郎（あおぞら診療所）

川越 正平（あおぞら診療所）
小松本 悟（足利赤十字病院）
西田 亙（にしだわたる糖尿病内科）

シンポジウム
動きのぎこちなさや認知機能障害を
有する患者をどう支えるか

香坂 俊（慶應義塾大学）

勝矢（東京大学）
裕（アットホーム表参道クリニック）
孝（国立長寿医療研究センター） 【コメンテーター】
佳典（東京都健康長寿医療センター） 石垣 泰則（コーラルクリニック）
横山 和正（順天堂大学）
---------------------------------------山本 敏之（国立精神・神経医療研究センター）
織田 暁寿（ホームクリニック柏）
---------------------------------------和田 忠志（いらはら診療所）
矢崎 一雄（静明館診療所）

浜田 きよ子（むつき庵）

---------------------------------------中村 伸一（名田庄診療所）
木下 朋雄（コンフォガーデンクリニック）

弓野 大（ゆみのハートクリニック）

シンポジウム

服部 信孝（順天堂大学）

~ 住民の立場で考え、主体的に活動
する極意 ~

沼田 美幸（日本看護協会）
山田 正己（ナーシングホーム気の里）
佐古田 専美（森のくまさん）
福田 裕子（まちのナースステーション八千代）
【指定発言】
北澤 直美（厚生労働省）

---------------------------------------福井 小紀子（大阪大学）
高林 克日己（三和病院）

在宅ジェネラリスト養成講座
神経難病の軌道学
山本 敏之

（国立精神・神経医療研究センター）

新森 加奈子（北里大学）

大高 恵莉（刈谷豊田総合病院）

【指定発言】
吉田 学（厚生労働省）
---------------------------------------秋山 正子（マギーズ東京）
蘆野 吉和（北斗病院）

---------------------------------------秋山 美紀（慶應義塾大学）
井階 友貴（福井大学）

住友 達也（株式会社とくし丸）

星野 大和（あおぞら診療所新松戸）

田城 孝雄（放送大学）
鶴岡 優子（つるかめ診療所）
日下部 明彦（横浜市立大学）

---------------------------------------白髭 豊（白髭内科医院）
伊藤 大樹（あおばクリニック）

吉澤 明孝（要町ホームケアクリニック）

12:00

8:00

Meet the Expert
長尾 和宏

専門医委員会
指導医大会

永井 康徳

（たんぽぽクリニック）

合同シンポジウム

出前講座まちっこプロジェクト
在宅での医療処置への応用
~ 蛋白質分解技術ハイドロ銀チタンⓇテク
ノロジーの緩和医療・在宅医療への可能性

いのちの尊さ

ランチョンセミナー

和座 一弘（松戸市医師会）

竹内 靖博（虎の門病院）
沖本 信和（沖本クリニック）
藤田 博暁（埼玉医科大学）

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

認知症

13:00
DR.C 医薬株式会社

在宅医療における骨粗鬆症治療
の課題と対策
日本骨粗鬆症学会合同企画

笹田 和裕（松戸市医師会）

---------------------------------------木下 朋雄（コンフォガーデンクリニック）
酒井 昭典（産業医科大学）

ランチョンセミナー
在宅医療における
亜鉛補充療法の有用性

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー
漢方の基礎と勉強法
~ 在宅で漢方を活用するために ~

ランチョンセミナー

Meet the Expert
---------------------------------------出口 雅浩（出口外科医院）
佐々木 淳（医療法人社団悠翔会）

小笠原 文雄

（小笠原内科）

じっくり検討会

Meet the Expert

食支援
小川 滋彦（小川医院）

フィリップス・レスピロニクス合同会社

帝人ファーマ株式会社

【指定発言】
古屋 聡（牧丘病院）

11:00

市原 美穂

12:00

次世代委員会
「未来の在宅医療」と

今後の大会企画について考える
岡江 晃児（国立病院大分医療センター）

千福 貞博（センプククリニック）
---------------------------------------葛谷 雅文（名古屋大学）
ノーベルファーマ株式会社

10:00

石賀 丈士（いしが在宅ケアクリニック）
梅山 信（梅山医院）

（ホームホスピス宮崎）

ランチョンセミナー

9:00

Meet the Expert

診診連携
安成 英文（安成医院）
奥隅 廣人（奥隅医院）

第 12 会場

（長尾クリニック）

じっくり検討会

---------------------------------------山中 崇（東京大学）
茅根 義和（東芝病院）

テクノロジーやイノベーション

保険請求を含む医療事務支援
訪問看護師による診療同行支援
笹田 和裕（六高台内科胃腸科クリニック）

0回 記念大会

第 11 会場

拡大シンポジウム

佐藤 元美（国保藤沢病院）
川越 正平（あおぞら診療所）

11:00

第 4 会場

第2

拡大シンポジウム

シンポジウム

10:00

日本在宅医学会

※ 2017 年 10 月 16 日 時点でのプログラム案であり、プログラム内容は変更となる場合がございます
※ 罫線（ ----- ）以下に記載の登壇者は座長です

大会長講演

川越 正平（あおぞら診療所）

9:00

2018 年 4 月 30 日（月・祝）

---------------------------------------木村 琢磨（北里大学）
洪 英在（三重県立一志病院）

株式会社ツムラ

13:00

旭化成ファーマ株式会社

領域横断セミナー

14:00

コミュニティデザイン
山崎 亮（studio-L）

市民公開講座
こどもたちの力で地域はもっと
つながりあえる
【講演】
尾木 直樹（教育評論家）
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

鼎談 次の 10 年を展望する
まちづくり

15:00

16:00

17:00

堀田 聰子（慶應義塾大学）
澤登 久雄（地域ささえあいセンター）
荒金 英樹（愛生会山科病院）

---------------------------------------鶴岡 優子（つるかめ診療所）

---------------------------------------山岸 暁美（慶應義塾大学 / あおぞら診療所）

領域横断セミナー

仏教者から学ぶ

~ 禅とマインドフルネス ~
蓑輪 顕量（東京大学）
藤田 一照（曹洞宗国際センター）

シンポジウム
こどもたちの力で地域はもっと
つながりあえる
~ 出前講座まちっこプロジェクト ~
市場 卓（松戸市医師会）
伊藤 純一（松戸市）
唐澤 剛（内閣府）

閉会式

拡大シンポジウム
市民公開講座
認知症、当事者の " 記憶の杖 "
となって寄り添い続ける
【講演】
長尾 和宏（長尾クリニック）
丹野 智文（当事者）
---------------------------------------井上 博文（シンフォニーケア）
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

---------------------------------------高宮 有介（昭和大学）

領域横断セミナー

領域横断セミナー

シンポジウム

領域横断セミナー

多職種協働の原点

生活に戻すための多機関・多職種連携
~ 入院前から退院支援 ~

いのちに向き合う患者の

在宅漢方医学の確立を目指して

摂食嚥下機能回復のための

岡原 仁志（おげんきクリニック）

櫃本 真聿（四国医療産業研究所）

田村 恵子（京都大学）

植田 耕一郎（日本大学）

鼎談 次の 10 年を展望する

鼎談 次の 10 年を展望する

鼎談 次の 10 年を展望する

大澤 誠（大井戸診療所）
岩崎 鋼（葵会仙台病院）
山口 竜司（山口診療所）

これからの総合診療
日本プライマリ ･ ケア連合学会合同企画

地域に開かれた病床を目指して

看護職の皆さん ! 飛び出せ地域へ

「ハグ」で幸せなまちづくり

シンポジウム
丹野 智文（当事者）
認知症当事者
認知症当事者家族
伊藤 英樹（井戸端げんき）
---------------------------------------江口 幸士郎（今立内科クリニック）
安西 順子（ひぐらしのいえ）

仲井 培雄（芳珠記念病院）
木村 琢磨（北里大学）
永井 康徳（たんぽぽクリニック）
草場 鉄周（北海道家庭医療学センター）
園田 幸生（済生会熊本病院）
川島 篤志（福知山市民病院）
---------------------------------------川尻 宏明（高山市地域統括）
新森 加奈子（北里大学）
---------------------------------------田所 学（福知山市民病院）

スピリチュアルケア

榊原 千秋（ややのいえ）
桑田 美代子（青梅慶友病院）

三輪 恭子（よどまちステーション）
---------------------------------------舞鶴 史絵（前原ハート訪問看護ステーション）

---------------------------------------北田 志郎（あおぞら診療所）
吉澤 和希（湘南鎌倉総合病院）

歯科からの取組み

14:00

鼎談 次の 10 年を展望する
食支援
小山 珠美（伊勢原協同病院）
山口 朱見（あおぞら診療所）

15:00

江頭 文江（PEACH 厚木）

---------------------------------------古屋 聡（牧丘病院）

16:00

17:00

い の ちと 生 活 を 支 え る医 療 介 護 多 職 種 チ ー ム の 使 命
― 病 院 ・ 行 政 ・ 市 民 とと もに 取り組 む ま ち づ くり ―
本大会は、上記のようなサブタイトルを掲げ、在宅医療・介護の現場の最前線で日々診療やケアに当たる専門職のみならず、病院において “いのち” に向き
合う医療・福祉専門職の方々、国・都道府県および基礎自治体の行政の方々、そして地域に根差した活動を展開されている市民の方々などにご参加いただき、
さまざまな視点から、いのちと生活を支えるまちづくりについて有意義な議論を行いたいと考えております。皆さまのご参加をお待ちしております！

病院勤務の 専 門 職 の 方 々 へ

行政の方々へ

市民の方々へ

これからの病院は、地域とつながってこそ、そ

基礎自治体は、地域包括ケアシステム構築の推進役

“自助、互助” の重要性が謳われ、市民の皆さん

の機能が最大限発揮されます。本大会では、地域

としての機能を果たしていくことが求められていま

のまちづくりへの積極的な参加が求められる時代

とうまく連携し患者アウトカムの向上に資する先

す。各地の取り組みを見聞し、他の地域の実践から学

となりました。是非、本大会での学びを皆さんの

駆的な活動を実践している病院勤務の専門職にご

ぶことで、知恵やノウハウを共有できると思います。

地域で活かしていただけたらと思います！

登壇いただき、その極意を共有し、議論するセッ

明日からのまちづくりに役立てていただける多様なラ

ションを数多く企画しています！

インナップとなっております！

おすすめセッション

おすすめセッション

最期まで患者に責任性を果たすための二人主治医制

● 

●

病院と地域がつながる：その１

“さまざまな形”

●

●

病院と地域がつながる：その２

“さまざまな分野”

● 

●

望まない延命治療をしないためのまちづくり

●

～専門・総合、病院・地域の融合を目指して～

～救急医療と在宅医療の有機的な連携のためにできること～
●

鼎談 次の 10 年を考える
地域に開かれた病床を目指して
ケアを究める

● 

● 

わがまちの在宅医療介護連携推進事業

● 

～出前講座まちっこプロジェクト～

認知症、当事者の “記憶の杖” となって
寄り添い続ける

困難事例にどう取り組むか

～多領域の力を結集して浮かび上がる地域課題の解決を目指す～

認知症になっても安心して暮らすことができる
地域を目指して

住民が地域の医療・介護を守るということ

● 

～住民の立場で考え、主体的に活動する極意～

● 

居場所づくりが地域を豊かにする

● 

～こども食堂や保健室～

●

介護保険の歴史から学ぶ

●

これぞ、地域ケア会議の神髄！

●

病い・老いと住まい

地域リハビリテーション

●

鼎談

● 

～病院、在宅、介護の現場で役立つケアの技術とは～

こどもたちの力で地域はもっとつながりあえる

～時代が求める保健師機能発揮のために～

高齢の誤嚥性肺炎患者を地域で支える

● 

おすすめセッション

地域の要！ 保健師活動

次の 10 年を考える

まちづくり

～リハ職のみなさん！飛び出せ地域へ～

事前参加登録は 2018 年 1 月 9 日（火）より開始予定です。

Facebook ホームページ（http://www.20zaitaku.com）より
第一報のパンフレットをご覧いただけます。

共催：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

