
大会長服部万里子

全国の皆様、主任介護支援専門員の更新要件に日本ケアマネジメント学会の抄録発表や認定ケアマネジャーが取り上げられ、１４

回大会は一層はずみが付く大会になりそうです。学会発表は６月１３～１４日に今年は介護保険制度・報酬の同時改定で、これか

ら３年間かけて「地域包括ケア」に向け大改革が行われます。この大会では、リアルなテーマとケアマネジメントの実践的なテー

マを取り上げます。ぜひご参加下さい。 

（プログラムのご案内） 

■6月 12 日（金）○会議センター4階 419 号

13：30 受付 14：00～14：45 認定ケアマネジャーの会総会（認定ケアマネジャーの会会員のみ） 

15：00～16：30 全体研修会 （どなたでも参加できます 学会会員 2000 円 その他 3000 円） 

★講演テーマ:「障がい者支援の理解」～ケアマネジャーに期待するもの～ 

★講     師: 小澤 温 氏 （筑波大学人間総合研究科 教授） 

15：00～ ケアマネジメント学会推薦 合同ポスター発表 ○展示ホールＡ

居宅療養管理指導における「服薬支援」「食事支

援」に関わるｻｰﾋﾞｽに関する介護職の認識・課題

と解決策 

西澤 文恵 あさくさｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 

介護支援専門員（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、CM）の医師・看護師

との協働頻度はｻｰﾋﾞｽ利用者の利益に影響する

か。 

廣瀬 貴久 名古屋大学大学院医学系研究科 

介護支援専門員と MSW が協働する「入退院支援

連携ﾃﾞｻﾞｲﾝ」の取組み 

末吉 淳志 社会福祉法人 沖縄偕生会 

那覇偕生園ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ 

７学会から推薦されたポスターの発表会です。優秀賞が決まります。 

後援団体 

厚生労働省、神奈川県、横浜市、川崎市、一般社団法人日本介護支援専門員協会 

特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協会、特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協議会 

特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協会、特定非営利活動法人埼玉県介護支援専門員協会、横浜市介護支援専門員連絡協議会、 

川崎市介護支援専門員連絡会、公益社団法人神奈川県医師会、公益社団法人神奈川県看護協会、社団法人認知症の人と家族の会神奈川支部 



■6 月 13 日（土） ○パシフィコ横浜メインホール（1000 人）

9：00～ 開会式 

9：30～11：40 老年学会同合同シンポジウム 

★講演テーマ：「終末期医療における多職種連携」 

 ＊多死時代をむかえ、死に方の選択は生き方の選択です。誰もが迎える終末期医療では、他職種連携が課題です。

★司  会 ：前沢政次 氏 日本ケアマネジメント学会理事（ひまわりクリニックきょうごく所長） 

★基調提案：白澤政和 氏 日本ケアマネジメント学会理事長(桜美林大学大学院教授) 

☆シンポジスト： 石垣泰則 氏 （城西神経内科クリニック院長） 

岩佐康行 氏 （原土井病院歯科部長） 

川上嘉明 氏 （東京有明医療大学看護学部看護学科准教授） 

島田千穂  氏 （東京都健康長寿医療センター研究所 研究員）

12：00～13：00 ランチョンセミナー ＊４ページ参照（申込受付中） 

13：00～13：40 大会長講演 

★講演テーマ：「医療・介護保険制度改定下におけるケアマネジメントの価値と役割」 

＊制度報酬改定３ヶ月目の現状とｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに求められる価値と役割を定義します。 

★講   師：服部万里子氏 （公益社団法人長寿社会文化協会理事長） 

13：45～16：00 特別講演 

★講演テーマ 「認知症と共に生きるコミュニティ・ケアマネジメント」 

★司 会：遠藤英俊 氏 日本ケアマネジメント学会理事（国立長寿医療センター内科総合診療部長） 

★講 師：翁川純尚 氏（厚生労働省老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室室長補佐） 

小島美里 氏（特定非営利活動法人暮らしネット・えん代表理事） 

伊東美緒 氏（東京都健康長寿医療センター研究所 研究員）  

16：30～17：30 イブニングセミナー 

車椅子・人工呼吸器を付けスピーチカニューレでソプラノを歌う 

青野浩美コンサート 

「前例がなければ作ればいい （トーク＆コンサート）」

13：45～15：00 一般口演（口頭発表）○会議センター４階 421.422.423

13：45～15：45 ワークショップ：話題のテーマに挑戦 ４ページ参照ください。

16：00～16：45 社員総会・・・評議員、理事はお集まりください。○会議センター４階 419

18：00～20：00 懇親会＆交流会 ○パシフィコカフェテリア 

沖縄のケアマネジャーより島歌 

九州からの演劇も登場・・・乞うご期待！！ 

服部写真

NPO法人 かもめ福祉工房
手作りのトートバッグ



■ 6 月 14 日（日）

8：00～9：00 モーニングセミナー最新テーマを紹介 ＊４ページ参照 3 種類あります

9：15～11：45「高齢者向け住宅と医療ニーズの高い高齢者のコミュニティケア」 

老年学会合同シンポジウム ○パシフィコ横浜メインホール（1000 人） 

★司 会：佐藤美穂子 氏（公益財団法人日本訪問看護財団常務理事） 

★基調提案：竹内孝仁 氏（国際医療福祉大学大学院教授） 

☆シンポジスト：大蔵暢 氏 （トラストクリニック等々力院長） 

松本佐知子 氏（松戸ﾆｯｾｲｴﾃﾞﾝの園健康管理室課長） 

西元幸雄 氏（社会福祉法人青山里会常務理事） 

12：00～13：00 ランチョンセミナー ＊４ページ参照（会場が複数あります）

13：15～15：45 市民公開講座「在宅で最期までどう生きるか」（勇美記念財団協賛）

基調講演「介護保険法改正と地域包括ケア」

★講 師：高橋謙司 氏（厚生労働省老健局振興課 課長） 

★司  会：落久保裕之 氏 （落久保外科循環器科クリニック院長） 

☆シンポジスト：城谷典保 氏 （睦町クリニック理事長） 

田中道子 氏 （あすか山訪問看護ステーション所長） 

伊庭裕美 氏（あいケアマネジメントサービス管理者） 

浅川澄一 氏 当事者 がんと戦うジャーナリスト 

＊会議センター４階 418・419 で中継が見られます。 

9：00～12：00 一般口演（口頭発表） ○会議センター４階 418・419・421・422・423・425

評価・ケア会議（5題）、施設ケアマネジメント・食と栄養（8題）、調査研究、他（5題）、 

介護予防・地域包括支援センター(12 題) 、支援困難事例（12題）、多職種協働（12 題）、 

認知症（12 題）、教育研修・スーパービジョン（12 題）、ターミナルケア・医療との連携（12題） 

9：00～11：30 一般口演（ポスター発表）○展示ホールＡ

多職種協働・地域包括ケア（9題）、教育研修・スーパービジョン（10 題）、 

施設ケアマネジメント・ターミナルケア（9題） 

学会発表にチャレンジしたい方、参加ください。 



先着申し込み受付中 

*既に参加申し込み済の方もお申込みください。可能な限り学会ＨＰからの申込みでお願いいたします。

【ランチョンセミナー】 

■6月 13日（土） １２：００～１３：００ ＊昼食付

①「地域資源検索サイト「Ayamu」の活用法」（メインホール）1000 人

介護保険の WAM 対して、ボランティアやインフォマル サイトを創設したカシオ計算機さん。

②「宅配食にみる栄養改善と各種取り組みの考え方」（会議室419）

■6月 14日（日）

③＊調整中です。決まり次第学会ホームページに掲載いたします。（メインホール）

④「在宅医療と在宅介護と生活支援ｻｰﾋﾞｽの統合ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる地域包括ケアの実現」

やさしい手さんの地域包括ケアを紹介します。 

⑤「ご利用者の自立支援のためのｹｱﾏﾈｼﾞｬｰと福祉用具専門相談員との連携」（418 会議室）

 ヤマシタコーポレーションさんの用具とケアマネジメントの連携です。 

【モーニングセミナー】 

■6月 14日（日） ８：００～９：００ ＊食事はつきません

①「認知症ケア最前線 ―予防、治療と対応法―」

遠藤英俊 （国立長寿医療研究センター 内科総合診療部部長）（メインホール） 

②「【介護保険レンタル】 在宅高齢者を見守る「ケアロボコール」

 徘徊センサーの情報（画像付き）が携帯・スマホにメールで届く！」（419 会議室） 

③「地域支援事業に 4月から移行した市町村の現状」（417 会議室）

【ワークショップ】 

■ 6月 13日（土） 419 会議室 ＊参加型です。時間までにお集まりください

① 13:45～14:45「ミッケルアート回想療法」・・新たな認知症ケアに参加してください。

（橋口論 （株）ｽﾌﾟﾚｰｱｰﾄｲｸﾞｼﾞﾝ代表取締役） 

② 14：45～15：45「在宅ターミナルケアとマネジメント」、実践的なワークショップです

（佐々木栄子 がん専門看護師 和歌山県立医科大学大学院特任教授） 

セッション名 テーマ 日 時 会場 （学会）

合同シンポジウム1 終末期医療における多職種連携 6月13日（土） 9：30-11：40 会議センターメインホール ケアマネ会場

合同シンポジウム2 フレイルを巡って 6月13日（土） 9：00-11：00 会議センター301・2 老年医学会会場

合同シンポジウム3
健康寿命をのばす老年学－基礎研究と社会研究の融合をめ
ざして－

6月13日（土） 9：00-12：00 会議センター413 基礎老化会場

合同シンポジウム4 高齢者の健康増進の新たな展開―ミクロからマクロへ― 6月13日（土） 9：00-12：00 会議センター502 老年社会会場

合同シンポジウム5
高齢患者に対する周術期口腔機能管理を考える―今後の課
題と取り組み―

6月13日（土） 9：00-11：30 展示ホールＢ内 老年歯科会場

合同シンポジウム6
認知症の人の暮らしを支える地域包括ケアシステムをめざし
て

6月13日（土） 9：00-11：30 展示ホールＢ内 老年精神会場

合同シンポジウム7
食べることにまつわる意思決定支援―代理者としての家族の
価値観と選択から考える―

6月13日（土） 9：15-11：45 展示ホールＢ内 老年看護会場

合同シンポジウム8
高齢者向け住宅と医療ニーズの高い高齢者のコミュニティケ
ア

6月14日（日） 9：15－11:40 会議センターメインホール ケアマネ会場

第29回日本老年学会　合同シンポジウム一覧

http://www.procomu.jp/cm2015/pdf/cm2015_ws1.pdf
http://www.procomu.jp/cm2015/pdf/cm2015_ws2.pdf



