
 

  

 

 

 

超高齢化社会超高齢化社会超高齢化社会超高齢化社会のののの進展進展進展進展にににに伴伴伴伴いいいい、、、、進進進進められているめられているめられているめられている「「「「地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム」。」。」。」。    

地域地域地域地域ごとのごとのごとのごとのニーズニーズニーズニーズにあったにあったにあったにあった医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護がががが、、、、日常日常日常日常のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でででで提供提供提供提供されるされるされるされる    

仕組仕組仕組仕組みみみみ作作作作りのためにりのためにりのためにりのために、、、、私私私私たちたちたちたち地域住民地域住民地域住民地域住民はどうはどうはどうはどう取取取取りりりり組組組組むべきかむべきかむべきかむべきか。。。。    

現状現状現状現状とととと先駆例先駆例先駆例先駆例からからからから学学学学びびびび、、、、新新新新しいしいしいしい「「「「地域地域地域地域のののの    医医医医・・・・食食食食・・・・住住住住」」」」のののの姿姿姿姿についてについてについてについて話話話話しししし合合合合うううう    

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご参加参加参加参加をををを、、、、心心心心よりおよりおよりおよりお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    

◎日時  ： 2013 年 10 月 6日（日）午前 10 時～午後 6 時（受付 午前 9時半～） 

◎場所  ： 東京都国立市 一橋大学 国立西キャンパス 本館 

     JR 中央線 国立駅 南口 徒歩約 6分 

◎会費  ： 福祉フォーラム・ジャパン会員 … 3,000 円  非会員 … 5,000 円 

※ 分科会分科会分科会分科会 5555 のみごのみごのみごのみご参加参加参加参加のののの場合場合場合場合 500 円です。（会員・非会員とも） 

※ お弁当は別途承ります。 （700 円程度の予定です） 

※ 参加費・お弁当代は、当日受付で承ります。 

※ 当日のご入会も承ります。（入会金 2,000円・年会費3,000 円） 

------------------------------------------------------------------------------- 

前日には、懇親会として講師が参加する前夜祭も行われます。 

こちらもぜひ、ご参加ください。 

◎ 日時  ：  10 月 5日（土）午後 6時～午後 8時（受付開始 17：30） 

◎ 場所 ：  レストラン ルイード  東京都国立市中 2-19-117 

◎ 会費 ：  5,000円  ※ 詳細はお問い合わせください。 

・お申し込み方法：  下記 参加申込書にご記入の上、FAX またはメールでお送りください。 

送信先： （E-mail） ffjinfo@ff-japan.org ／ (FAX)  03-5388-7210 

 

「暮らしの医療・暮らしの介護を求めて」参加申込書 

ご希望の参加日に  をご記入ください   □ 10/5前夜祭 □ 10/6 大会［ □お弁当 ]  □ 10/6分科会 5のみ 

フリガナフリガナフリガナフリガナ     ※ 会員会員会員会員Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ． 

おおおお名前名前名前名前      

※当会会員の方は、上記会員№をご記入頂ければ、以下の項目は不要です。 

所所所所    属属属属      役役役役    職職職職      

〒〒〒〒    

住住住住    所所所所 

電話電話電話電話：：：：                                                                        FAXFAXFAXFAX：：：：    

EEEE----mailmailmailmail      

◎お申込期限 ：  定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 

※ ご参加いただけない場合に限り、事務局よりご連絡いたします。 

 

前夜祭 

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  福福祉祉フフォォーーララムム・・ジジャャパパンン  第第 11 回回  全全国国フフォォーーララムム  

「「「「「「「「暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららししししししししのののののののの医医医医医医医医療療療療療療療療・・・・・・・・暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららししししししししのののののののの介介介介介介介介護護護護護護護護をををををををを求求求求求求求求めめめめめめめめてててててててて」」」」」」」」  

＝＝市市市市市市市市民民民民民民民民でででででででで創創創創創創創創るるるるるるるる地地地地地地地地域域域域域域域域包包包包包包包包括括括括括括括括ケケケケケケケケアアアアアアアア＝＝ 

 

≪主催・お問い合せ先≫  特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン 事務局 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 4-30-3 新宿ミッドウエストビル 

電話 : 03-5388-7260      FAX : 03-5388-7210 

E-mail : ffjinfo@ff-japan.org  HP : http://www.ff-japan.org/ 

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（予定），国立市，多摩信用金庫 

協 賛 ： アルフレッサ株式会社，一橋大学大学院社会学研究科・市民社会研究センター 



 

 

 

    

ヨスヨスヨスヨス・・・・デデデデ・・・・ブロックブロックブロックブロック    氏氏氏氏    （（（（非営利組織非営利組織非営利組織非営利組織ビューッゾルフビューッゾルフビューッゾルフビューッゾルフ    代表代表代表代表）））） 

コーディネーター ／   堀田堀田堀田堀田    聰子氏聰子氏聰子氏聰子氏 

（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 人材育成部門 研究員  博士（国際公共政策）） 

 

 

 

 

    

    

原原原原    勝則勝則勝則勝則    氏氏氏氏                （（（（厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省    老健局長老健局長老健局長老健局長））））    

権丈権丈権丈権丈    善一善一善一善一    氏氏氏氏            （（（（慶應義塾大学商学部慶應義塾大学商学部慶應義塾大学商学部慶應義塾大学商学部    教授教授教授教授））））    

米澤米澤米澤米澤    純子純子純子純子    氏氏氏氏                （（（（国立医療科学院国立医療科学院国立医療科学院国立医療科学院    生涯健康生涯健康生涯健康生涯健康研究部研究部研究部研究部    主任研究官主任研究官主任研究官主任研究官））））    

山路山路山路山路    憲夫憲夫憲夫憲夫    氏氏氏氏            （（（（白梅学園大学白梅学園大学白梅学園大学白梅学園大学    教授教授教授教授））））    

コーディネーター ／    新田新田新田新田    國夫國夫國夫國夫    氏氏氏氏（（（（医療法人社団医療法人社団医療法人社団医療法人社団つくしつくしつくしつくし会会会会    理事長理事長理事長理事長）））） 
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10:00～12:00 

12:15～12:45 

分科会 2 新しい地域の「食」 

大川大川大川大川    延也延也延也延也    氏氏氏氏        （（（（大川歯科医院大川歯科医院大川歯科医院大川歯科医院    院長院長院長院長））））    

梅垣梅垣梅垣梅垣        佳津枝佳津枝佳津枝佳津枝    氏氏氏氏（（（（特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム松寿園松寿園松寿園松寿園    管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士））））    

中村中村中村中村    育子育子育子育子    氏氏氏氏    （（（（福岡福岡福岡福岡クリニッククリニッククリニッククリニック在宅部栄養課在宅部栄養課在宅部栄養課在宅部栄養課            課長課長課長課長    

全国在宅訪問栄養食事指導研究会全国在宅訪問栄養食事指導研究会全国在宅訪問栄養食事指導研究会全国在宅訪問栄養食事指導研究会    副会長副会長副会長副会長））））    

菊谷菊谷菊谷菊谷    武武武武    氏氏氏氏                （（（（日本歯科大学日本歯科大学日本歯科大学日本歯科大学    教授教授教授教授，，，，    

        口腔口腔口腔口腔リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション多摩多摩多摩多摩クリニッククリニッククリニッククリニック    院長院長院長院長））））    

訪問歯科の先駆的な実践例。施設入所者への食事と 

地域（居宅）への配食サービス について議論します。 

分科会 1 新しい地域の「医」 

秋山秋山秋山秋山    正子正子正子正子    氏氏氏氏        （（（（白十字訪問看護白十字訪問看護白十字訪問看護白十字訪問看護ステーションステーションステーションステーション統括所長統括所長統括所長統括所長    

    暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの保健室室長保健室室長保健室室長保健室室長））））    

太田太田太田太田    秀樹秀樹秀樹秀樹    氏氏氏氏        （（（（おやまおやまおやまおやま城北城北城北城北クリニッククリニッククリニッククリニック院長院長院長院長））））    

岡本岡本岡本岡本    峰子峰子峰子峰子    氏氏氏氏        （（（（朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞））））    

村上村上村上村上    紀美子紀美子紀美子紀美子    氏氏氏氏（（（（医療医療医療医療ジャーナリストジャーナリストジャーナリストジャーナリスト）））） 

ターミナルケアのあり方。在宅介護・医療の実践報告。 

認知症ケアの現状とオレンジプラン について議論します。 

閉会式 

＜＜ 10/610/610/610/6（（（（日日日日）「）「）「）「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの医療医療医療医療・・・・暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの介護介護介護介護をををを求求求求めてめてめてめて」」」」スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール ＞＞ 

 

特別講演 「オランダの先駆的な在宅看護・介護から学ぶ」（通訳者付き）

開会式 

地域看護師 4人で始めた訪問看護・介護事業を、6年でスタッフ 5,300 人、 

利用者 5万人余 に育て上げたブロック氏から、在宅看護・介護のあり方を学びます。 

分科会 5 障害者差別解消法で変わる社会 

東東東東    俊裕俊裕俊裕俊裕    氏氏氏氏            （（（（内閣府内閣府内閣府内閣府    障害者制度改革担当室長障害者制度改革担当室長障害者制度改革担当室長障害者制度改革担当室長））））    

竹竹竹竹下下下下    茂樹茂樹茂樹茂樹    氏氏氏氏    （（（（日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会））））    

米津米津米津米津    知子知子知子知子    氏氏氏氏    （（（（全国ポリオ会連絡会 JDA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾒﾝﾊﾞｰ））））    

伊東伊東伊東伊東    弘泰弘泰弘泰弘泰    氏氏氏氏    （（（（NPONPONPONPO 法人法人法人法人    日本日本日本日本アビリティーズアビリティーズアビリティーズアビリティーズ協会協会協会協会    会長会長会長会長））））    

今年６月に成立した障害者差別解消法の説明と、障害者の 

基本的人権の確保・社会での暮らし方などを議論します。 

17:40～18:00 

ランチョンセミナー 

分科会 ４ 認知症ケアの倫理コンサルテーション 

新田新田新田新田    國夫國夫國夫國夫    氏氏氏氏    （（（（医療法人社団医療法人社団医療法人社団医療法人社団つくしつくしつくしつくし会会会会    理事長理事長理事長理事長））））    

箕岡箕岡箕岡箕岡    真子真子真子真子    氏氏氏氏    （（（（日本臨床倫理学会日本臨床倫理学会日本臨床倫理学会日本臨床倫理学会    総務担当理事長総務担当理事長総務担当理事長総務担当理事長，，，，    

東京大学東京大学東京大学東京大学    医療倫理学分野医療倫理学分野医療倫理学分野医療倫理学分野    客員研究員客員研究員客員研究員客員研究員））））    

日常ケアに潜む倫理的問題に気付き、解決するための 

アプローチを、全員参加型で考えます。 

15:15～17:30 

分科会 ３  新しい地域の「住」 

川上川上川上川上    道子道子道子道子    氏氏氏氏（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ（ＮＰＯ法人法人法人法人    一期一会一期一会一期一会一期一会    理事長理事長理事長理事長））））    

池田池田池田池田    徹徹徹徹    氏氏氏氏        （（（（社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    生活生活生活生活クラブクラブクラブクラブ風風風風のののの村村村村    理事長理事長理事長理事長））））    

武原武原武原武原    光志光志光志光志    氏氏氏氏（（（（特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム光光光光のののの苑苑苑苑    施設長施設長施設長施設長））））    

浅川浅川浅川浅川    澄一澄一澄一澄一    氏氏氏氏（（（（福祉福祉福祉福祉ジャーナリストジャーナリストジャーナリストジャーナリスト））））    

「脱病院・脱施設」を目指す本命「サービス付き高齢者住宅」 

その現状と課題を討議します。 5 つの部屋に分かれて分科会を行います （出入り自由） 

 分科会 5のみご参加 

の場合、参加費は 

500 円です 

① 認知症の人に向き合う    ② 食でつながる地域プラットフォーム 

2 つの部屋に分かれて行います （出入り自由）

シンポジウム 「市民で創る地域包括ケア」 

13:00～15:00 


