特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン “第 1 回 東北フォーラム” 開催のお知らせ

医食住福を多世代で支えるコミュニティづくりに向けて
＝市民で創る地域包括ケア、付設福祉機器大展示会＝
日時 :
会場 :

２０１４年４月１８日（金）・
２０１４年４月１８日（金）・１９日（土）

10 時 ～ 19 時 50 分 （19 日は 17 時まで）

フォレスト仙台（仙台市）
フォレスト仙台（仙台市）

主催 : ＮＰＯ法人福祉フォーラム・ジャパン
協力 : ＮＰＯ法人福祉フォーラム・東北、ＮＰＯ法人日本アビリティーズ協会
後援 : 厚生労働省（申請中）、公益社団法人日本理学療法士協会（申請中）
一般社団法人日本作業療法士協会

～主要講演
～主要講演・シンポジウム～
講演・シンポジウム～
１． 日常生活動作の自立、
日常生活動作の自立、社会復帰と要介護の軽減にむけた包括的リハビリ
（ 4 月 19 日 10：
10：10～
10～11：
11：20 ）
東北大学大学院医学系研究科 教授 上月 正博 氏(内部障害学分野)
座長 長澤 茂氏 (当大会長、医療法人三秋会 一関中央クリニック 院長)
（福祉フォーラム東北 副会長)

２． 地域包括ケアの推進と介護制度改正案の概要 （ 4 月 19 日 11：
11：30～
30～12：
12：30 ）
厚生労働省老健局 介護保険計画課長 榎本 健太郎 氏
座長 宮武 剛氏 (福祉フォーラム・ジャパン 会長)

３． これからのまちづくりにおける医療介護システム （ 4 月 19 日 13：
13：20～
20～14：
14：20 ）
消防庁 審議官 武田 俊彦 氏
（元厚生労働省 政策統括官参事官・社会保障担当参事官室長）

４． これからの住まい方について考える
これからの住まい方について考える （ 4 月 19 日 14：
14：30～
30～17：
17：00 ）
東北各地からシンポジストを招いた討論会
シンポジスト

座長

長 純一 氏 （石巻市立病院開成仮診療所長）
中村 順子 氏 （秋田大学大学院医学系研究科）
佐々木 亮平 氏 （岩手医科大学 保健師）
丸岡 一直 氏 （社会福祉法人二ツ井ふくし会 理事長）
加藤 稔 氏 （一関市保健福祉部健康づくり課）
新田 國夫 氏 （全国在宅療養支援診療所連絡会会長、
日本臨床倫理学会理事長、福祉フォーラム・東北 会長）

◎参加費 一般 ： ２，０００円
ＮＰＯ法人福祉フォーラム・ジャパン会員 ： １，０００円
ＮＰＯ法人日本アビリティーズ協会会員 ： １，０００円
＊4 月 18 日（金）及び 19 日（土）の展示会と公開セミナーは、どなたでも無料でご参観いただけます。
＊参加費は当日お支払いただきます。

～無料講演・セミナー
無料講演・セミナー・福祉機器
セミナー・福祉機器大
・福祉機器大展示会～
展示会～
以下のセミナーと展示会は無料でご参観いただけます。
上記講演・シンポジウムと併せてご参加下さい。
１．障害者差別解消法で変わる日本社会 （4 月 18 日 15:00～
15:00～16：
16：45）
45）
ＮＰＯ法人日本アビリティーズ協会 会長 伊東 弘泰 氏

２. 認知症への取り組み デンマークにおける福祉システム
（4 月 19 日 12：
12：40～
40～14：
14：20）
20）
カレン・ハイルマン・レナート氏 （デンマークネストヴェズ市 行政担当者）
ソーニャ・ミューラー・クリステンセン氏 （デンマークネストヴェズ市在宅介護・看護地域責任者）
座長 山路 憲夫氏 （白梅学園大学教授・福祉フォーラム・ジャパン副会長）

３.福祉機器展示会・セミナー （4 月 18 日・19 日）
◎会場 仙台市 フォレスト仙台

別紙参照下さい。

2 階会議室・フォレストホール
仙台市青葉区柏木 1-2-45
・仙台市地下鉄 北四番丁駅
北 2 出口より徒歩 7 分
・JR 仙台駅 タクシー 10 分

◎懇親会
日時：4 月 18 日（金） 18:30～
参加費 3,000 円（予定）
会場：フォレスト仙台 ２Ｆ会議室
◎ 参加お申込み方法
別紙裏面の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。
◎宿泊先
以下のホテルと契約していますのでフォーラム参加と伝えると特別料金でご
利用できます。
ライブラリーホテル東二番丁（仙台市青葉区本町２－１５－１０）
TEL:022-221-7666
FAX:022-221-7667
≪お問い合せ先≫

特定非営利活動法人

福祉フォーラム・東北

仙台事務局

〒984-0003 仙台市若林区六丁の目北町 10-64
電話 : 022-287-0821
FAX : 022-287-0823

E-mail: ffj-sendai@ff-japan.org

http://www.ff-japan.org/fft/

＝リハビリテーションの実践・福祉用具の活用セミナー＝
日時 :
会場 :

２０１４年４月１８日（金）・
２０１４年４月１８日（金）・１９日（土）
フォレスト仙台（仙台市）

第 1 回 “東北フォーラム”開催を記念いたしまして、福祉用具大展示会と同時開催
で下記のとおりリハビリテーションに関連する実践やケアを向上させる福祉用具の
活用方法、海外の最新情報をご紹介いたします。

４月１８日（金）の福祉用具活用セミナー（参加費無料）
４月１８日（金）の福祉用具活用セミナー（参加費無料）

１．リフトを活用した「持ち上げない介護の実現」
１．リフトを活用した「持ち上げない介護の実現」

リフト活用方法の実技
リフト活用方法の実技

17:00～
17:00～18:50

デンマーク グルドマン社 開発コンサルタント スティーン・ステンガード 女史

２．機器を活用した
２．機器を活用した通所リハビリテーションの実践

18:00～
18:00～18:50

東京医療学院大学 リハビリテーション学科理学療法専攻 教授 杉本 諭氏

３．褥瘡予防の海外最新事情と
褥瘡予防の海外最新事情とクッション、マットレスの選び方
の海外最新事情とクッション、マットレスの選び方

18:00～
18:00～19:50

アメリカ ロホ社 コンサルタント アジア担当 モニ・ターウィンド 女史

４．地域で活動するセラピスト
４．地域で活動するセラピスト渡部 OT の訪問看護ステーション開業レポート

19:00～
19:00～19:50

株式会社わざケア 代表取締役 作業療法士 渡部 達也 氏

４月１９
４月１９日（
１９日（土
日（土）の福祉用具活用セミナー（参加費無料）
１．海外最新情報
「EU での医療現場におけるリフトの普及とその意義」

14:30～
14:30～15:40
15:40

デンマーク グルドマン社 開発コンサルタント スティーン・ステンガード 女史

２．海外最新情報
「褥瘡の原因についての最新研究成果と圧力分散のメカニズム」

15:50
15:50～
50～17:00

アメリカ ロホ社 コンサルタント アジア担当 モニ・ターウィンド 女史

「第 1 回 東北フォーラム」参加申込書
東北フォーラム」参加申込書
ご希望の参加日に“ㇾ ”をご記入下さい
□ 4/18（金）

□ 4/19（土）

□ 懇親会 4/18（金）

2,000 円

3,000 円

フリガナ
お名前
所属

役職
〒

住所
電話：

FAX：

E-mail

◎ 送り先

お問い合わせ

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）
mail）ffjffj-sendai@ffsendai@ff-japan.org ／ (FAX) 022022-287287-0823

≪お問い合せ先≫

特定非営利活動法人 福祉フォーラム・東北 仙台事務局
〒984-0003 仙台市若林区六丁の目北町 10-64
電話 : 022-287-0821
FAX : 022-287-0823
E-mail: ffj-sendai@ff-japan.org
http://www.ff-japan.org/fft/

