
市民公開企画 特別講演
大人が絵本に涙するとき
～ケアする人、
ケアされる人のために～
講師：柳田 邦男 氏
（ノンフィクション作家）

まちづくりとしての
地域包括ケアシステム

講師：武田 俊彦 氏
（厚生労働省 前医政局局長）

いのちに寄り添う・
いのちを看取る

講師：石垣 靖子 氏
（北海道医療大学名誉教授）

その他シンポジウムワークショップ自己啓発プログラムなど多数。お楽しみに!!

思いをつなげる まちづくり
～とどけます この十勝から～

日本ホスピス・在宅ケア研究会 とかち大会実行委員会TEL（0155)48-8000  FAX(0155)47-3083
社会医療法人 北斗 北斗病院 〒080-0833 帯広市稲田町基線7番地5 担当：齊藤（医療相談室）・金森（地域医療連携課） E-mail: 25_hospice_secretariat@hokuto7.or.jp

主催：日本ホスピス・在宅ケア研究会 とかち大会実行委員会　共催：公益財団法人在宅医療助成 勇美記念財団
後援：厚生労働省、北海道、帯広市、帯広市医師会、十勝医師会、十勝歯科医師会、北海道看護協会、北海道医療ソーシャルワーカー協会、北海道社会福祉士会、

北海道薬剤師会、北海道介護福祉士会、北海道老人福祉施設協議会、北海道老人保健施設協議会、北海道栄養士会、帯広商工会議所、十勝毎日新聞社、北海道新聞社帯広支社

参加費無料

事前申込
不要

第25回

日本ホスピス・在宅ケア研究会
全国大会 in とかち

2019.2.2土～2.3日
帯広市西4条南13丁目1 TEL(0155)22-7890 帯広市西5条南11丁目48 TEL(0155)23-8111
会場：とかちプラザ／帯広市民文化ホール

大会運営・プログラム、演題に関するお問い合わせ

※障害関係の手帳を掲示した方は半額の500円。介助の方は1名に限り無料1,000円 ※会場で当日受付して参加費をお支払いください参加費



とかちプラザ 大集会室
■開会式 ..........................................................................（10：00～10：05）
■大会長講演 ..................................................................（10：05～10：30）
　「地域で看取るまちづくり」　　
■ワークショップ1‐① ...................................................（10：30～12：00）
　地域で看取れるまちづくり～各地域からの報告～
　演者／並木　宏文 氏（十勝いけだ地域医療センター）
　　　　斎藤　忠雄 氏（斎藤内科クリニック）
　　　　柴崎　陽介 氏（礼文町地域包括支援センター）
　　　　平山　司樹 氏（高知厚生病院緩和ケア科）
■ワークショップ2.........................................................（13：00～14：50）
　人生最後の時までおいしく食べることにこだわりませんか
　演者／井上　登太 氏（みえ呼吸嚥下リハビリクリニック）
　　　　牧野　秀樹 氏（医療法人社団秀和会つがやす歯科医院）
　　　　松岡くみ子 氏（訪問看護ステーションえがお）
　　　　松見　美香 氏（地域密着型介護老人福祉施設にれの木）
　　　　木村千恵里 氏（帯広第一病院栄養科）
■シンポジウム6.............................................................（15：00～17：30）
　ごちゃまぜの中にまざる
　～地域で活動する訪問看護師が期待される役割とは～
　演者／高橋　都子 氏（訪問看護ステーションアシスト）
　　　　川口　篤也 氏（函館稜北病院 総合診療科）
　　　　西上ありさ 氏（コミュニティデザイナー studio-L TOKYO）
とかちプラザ 会議室304
■自己啓発（聴講型）セミナー7 .....................................（11：00～12：00）
　「経済格差は人間格差ではない～コミュニティケアの現場で～」
　講師／ニノ坂保喜 氏（医療法人にのさかクリニック理事長）
■自己啓発（聴講型）セミナー4 .....................................（13：00～13：50）
　「オレンジキッズケアラボ」
　講師／ロボット「OriHime」（紅谷浩之氏：オレンジホームケアクリニック代表）
■ワークショップ3.........................................................（14：00～15：30）
　独居でも最期まで地域に暮らせるまちづくり
　演者／町田　詩帆 氏（ケアプランセンターエスコート）
　　　　武田　　学 氏（北見市東部・端野地区地域包括支援センター）
　　　　五十嵐和美 氏（開西病院在宅ケアセンター管理者）
　　　　浅野　　満 氏（千歳市北区地域包括支援センター）公募
　　　　吉田　力也 氏（道東勤医協桜ケ岡医院居宅介護支援事業部）
とかちプラザ 研修室306
■市民企画6 ....................................................................（10：30～12：00）
　自分で作る『無添加ふりかけ』で病気は防げる！
　講師／岡田五十鈴 氏（食と自然の学校 食ai菜 代表）
■市民企画4 ....................................................................（13：00～14：20）
　高齢者が輝きまちが輝く未来作り！
　～最高齢ヒップホップチーム世界大会出場プロジェクト～
　講師／中村　朋子 氏（社会参加型デイサービスさくら）
■市民企画3 ....................................................................（14：30～15：50）
　楽しんで脳も身体も活性化　
　講師／沼口奈美子 氏（社会福祉法人ふるさと）
■市民企画2 ....................................................................（16：00～17：20）
　がんと認知症の合併事例を地域でどうみるか
　講師／杉山　絢子 氏
　（KKR札幌医療センター斗南病院腫瘍内科・一般社団法人CANNET代表理事）
とかちプラザ 和室301
■入棺体験 ......................................................................（10：30～13：00）
■自己啓発（ワークショップ型）セミナー ....................（13：00～14：30）
　エンディングノート・私らしい生き方・死に方
　講師／長野　洋志 氏（株式会社のむら葬祭）
　　　　湯川　大輔 氏（株式会社ソーゴー印刷）

とかちプラザ 研修室307
■患者会紹介コーナー
とかちプラザ アトリウム
■ポスター発表・展示
■被災者支援ネットワーク
　展示／熊本地震から「全国被災者支援ネットワーク」の構築へ　
　講演・ワークショップ／ .............................2月2日（土）13：00～16：00
　講師・司会／石口　房子 氏（日本ホスピス・在宅ケア研究会副理事長）
■体験コーナー／リンパドレナージ マシュマロタッチのハンドマッサージ

市民公開企画
■ワークショップ1-②............................................................（9：30～10：50）
　地域で看取れるまちづくり～多様な場での看取りを支える～
　演者／安永　周平 氏（特別養護老人ホームよりあいの森）
　　　　鶴田美代恵 氏（介護老人保健施設アメニティ帯広）
　　　　高橋　恵子 氏（熊本県グループホームせせらぎ）
　　　　今野まゆみ 氏（月虹ホームホスピスにじいろのいえ）
■基調講演 ............................................................................（11：00～12：00）
　「まちづくりとしての地域包括ケアシステム」
　講師／武田　俊彦 氏（厚生労働省 前医政局局長）
■演劇 ....................................................................................（13：00～14：10）
　「輝いて生きる～三途の川で出会った3人の身の上話。
　あんたの最期、あずましかったかい？～」
　劇団てんむすの会
■特別講演 ............................................................................（14：30～15：40）
　「大人が絵本に涙するとき～ケアする人、ケアされる人のために～」
　講師／柳田　邦男 氏
■閉会式 ................................................................................（15：40～15：50）

第25回 日本ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会 in とかち
2月3日日　帯広市民文化ホール 小ホール2月2日土　とかちプラザ

2月2日土・3日日　とかちプラザ

2月3日日　とかちプラザ
とかちプラザ 大集会室
■特別講演 ..............................................................................（9：00～10：20）
　「いのちに寄り添う・いのちを看取る　」
　講師／石垣　靖子 氏（北海道医療大学名誉教授）
■ワークショップ7...............................................................（10：30～12：00）
　「畳の上で死にたい」をかなえるケアマネジメント
　～やっぱり自分ちがいいべさ～
　演者／福田　美雪 氏（居宅介護支援事業所向日葵）
　　　　金井　正樹 氏（地域包括支援センター帯広市社会福祉協議会）
　　　　吉守美和子 氏（看護小規模多機能型居宅介護支援事業所りんどう）
　　　　宮田　勝文 氏（NPO法人幕別ケアサポート グループホームそよかぜ）
　　　　松山奈美子 氏（㈲ケアサポートふる郷 ワンズホーム）
　　　　松村　裕介 氏（メディカルケアサービス㈱ 愛の家グループホーム帯広若葉）
■ワークショップ6...............................................................（13：00～14：30）
　人生最終段階における宗教者の役割　
　演者／井川　裕覚 氏（上智大学大学院実践宗教学研究科死生学専攻 博士後期課程）
　　　　金田　諦晃 氏（東北大学病院緩和医療部 認定臨床宗教師）
とかちプラザ 会議室304
■日本ホスピス在宅ケア研究会 グリーフケア部会企画....（9：00～12：00）
　「終末期以前から始まる家族へのグリーフケア」
とかちプラザ 研修室306
■日本ホスピス在宅ケア研究会 市民部会企画 ...................（9：00～12：00）
　「市民の考えるアドバンスケアプランニング（人生会議）」
とかちプラザ 講習室401
■日本ホスピス在宅ケア研究会 コミュニティケア部会企画 .....（9：00～12：00）
　「まちづくり」から「まるごとケアの家」へ
　～思い・活動・志をつなぐために～
とかちプラザ 講習室402
■自己啓発（聴講型）セミナー .................................................（9：00～9：50）
　エンド・オブ・ライフケア（人生の最終段階のケア）における
　リハビリテーションの意義
　（ワークショップ4より変更）
　講師／安部　能成 氏（千葉県立保健医療大学リハビリテーション学科作業療法学専攻准教授）
■自己啓発（聴講型）② .........................................................（10：00～10：50）
　「重い精神障害をもつ人への包括的在宅ケア
　～包括型地域生活支援プログラム（ACT）の取り組みを通して～」　
　講師／桶田　昌平 氏（おおえメンタルクリニックゆう 十勝リカバリープログラムセンター）
■自己啓発（聴講型）③ .........................................................（11：00～11：50）
　「臨床宗教師の可能性」
　講師／谷山　洋三 氏（東北大学大学院文学研究科 宗教学分野准教授）
とかちプラザ 講習室403
■体験コーナー ......................................................................（9：00～10：30）
　医療美容への寄り添い～外見変化に対するケア～
　講師／杉山　絢子 氏
　　　　長岡　行子 氏
■体験コーナー ....................................................................（10：40～12：00）
　ケアラーカフェ
　～介護・看護のふとした悩み、相談できる人はいますか？～
　講師／佐々木景子 氏

参加費無料

参加費無料


