
□□□研究会のご案内□□□ 

 

 

 

１ 研究会名   「第９回全国高齢者ケア研究会in茨城」 

 

２ 日時     平成25年8月31日（土） 13：00～18：00 

             9月1日 （日） 10：00〜16：30 

 

３ 場所     茨城県立県民文化センター 大ホール 

         〒３１０－０８５１ 茨城県水戸市千波町東久保６９７番地 

         電話 ０２９－２４１－１１６６(代) 

         （水戸駅からバス、タクシーで約10分） 

 

４ 内容     ８月３１日 

         これからの地域包括ケア 激変の２０２５年の高齢者介護 

          １ 住民参加型地域包括ケアとは何か？ 

          ２ これからのケアマネジメント「伴走型ケアマネジメント」 

          ３ 医療介護連携の新しい動き 

 

         ９月１日 

         ユニットケアから２０年 

         高齢者ケアの第２の革命「トータルケア」 

          １ 重度化に対応した新しいケア、トータルケアとは何か？ 

          ２ トータルケアの基本「総合記録シート」 

          ３ トータルケアでスタッフのモチベーションがアップする理由 

 

５ 参加対象者  介護施設リーダーおよび管理職、現場統括責任者、施設長等 

           

 

６ 参加費    各日１人 5,000円（当日ご持参ください） 

 

７ 定員     1200名 

 

８ 参加申し込み 添付の申し込み用紙に記入し、FAXでお申し込みください。 

 

９ 問い合わせ  医療法人博仁会 大会実行委員会担当 木戸田 

         電話０２９５−５３−１０００ 

 



第９回全国高齢者ケア研究会 in 茨城水戸 プログラム 

２０１３年８月３１日〜９月１日 

 
■１日目 ８月３１日（土） 時間 13 時 00 分〜18 時 00 分 場所 県民文化センター 

 

これからの地域包括ケア 2025 年の高齢者介護 

〜医療連携、住民参画とケアマネジメントの新しい姿〜 
 
13 時 10 分〜13 時 40 分（30 分） 

講演 

住民参加型地域包括ケアとは何か？ 

限界集落の小規模多機能居宅介護で住民とともに「百円居酒屋」を運営 

大分県国東市 特別養護老人ホーム鈴鳴荘総合施設長 高橋とし子 

 

13 時 45 分〜14 時 55 分（70 分） 

シンポジウム 地域包括ケア最前線１ 

住民参加型地域包括ケアと地域包括ケア時代の新しいケアマネジメント＝伴走型ケアマネジメ

ント 

北海道鷹栖町 鷹栖さつき苑施設長 波潟幸敏 

北海道美瑛慈町 美瑛慈光園理事長 安倍信一 

鹿児島県宝島 共生ホームよかあんべ 黒岩尚文 

厚生労働省老健局 老人保健課長 迫井正深 

全国高齢者ケア研究会研究委員長 泉田照雄 

 

15 時 05 分〜15 時 45 分（40 分） 

講演 

地域包括ケアにおける医療連携と住民参画 

茨城県常陸大宮市 医療法人博仁会理事長 鈴木邦彦 

 

15 時 45 分〜16 時 55 分（70 分） 

シンポジウム 地域包括ケア最前線２ 

 医療と介護の連携から見える今後の地域ケアと地域医療 

茨城県常陸大宮市 医療法人博仁会理事長 鈴木邦彦 

長野県上田市 社会福祉法人恵仁福祉協会常務理事 宮島渡 

大分県中津市 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団理事長 冨永健司 

総務省消防庁 審議官武田俊彦（前厚生労働省参事官） 

全国高齢者ケア研究会研究委員長 泉田照雄  

 

17 時 05 分〜17 時 45 分（40 分） 

対談 

 地域包括ケアの課題 2025 年の高齢者介護を考える 

  〜住民参加、医療介護連携、ケアマネジメント、重度化対策〜 

厚生労働省年金局 局長 香取照幸（予定） 

聞き手 全国高齢者ケア研究会研究委員長 泉田照雄 

 



■２日目 ９月１日（日） 時間 10 時 00 分〜16 時 30 分 場所 県民文化センター 
 

ユニットケアから２０年 高齢者ケアの第２の革命「トータルケア」 
 

10 時 00 分〜10 時 50 分（50 分） 

ユニットケア先進施設が開発！ 

施設の今の問題を解決するトータルケアとは何か？ 
全国高齢者ケア研究会研究委員長 泉田照雄 

 
11 時 00 分〜12 時 00 分（60 分） 

シンポジウム 

重度化した個別ケアになくてはならない 

トータルケアのファーストステップ、総合記録シート 

北海道鷹栖町 特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑 

茨城県ひたちなか市 特別養護老人ホームフロイデドルフ 

茨城県ひたちなか市 特別養護老人ホームガルテン 

大分県大分市 特別養護老人ホームむさし苑 

 

13 時 00 分〜13 時 50 分（50 分） 

実践発表＋シンポジウム 

ケアが飛躍的にアップする！ 総合記録シートのダブルチェック 

大分県大分市 特別養護老人ホーム明治清流苑 

北海道網走市 特別養護老人ホーム網走レインボーハイツ 

愛媛県松山市 特別養護老人ホームガリラヤ荘 

司会 特別養護老人ホーム網走レインボーハイツ施設長 石丸司 

 

14 時 00 分〜15 時 00 分（60 分） 

実践発表＋シンポジウム 

先進施設はここがちがう！ トータルケアの朝の「申し送り」＝朝礼 

北海道美瑛町 特別養護老人ホーム美瑛慈光園 

大分県国東市 特別養護老人ホーム鈴鳴荘 

司会 北海道鷹栖町 鷹栖さつき苑施設長 波潟幸敏 

 

15 時 10 分〜15 時 30 分（20 分） 

特別講義 1 排泄ケアの基本は食事ケア 玄米食で自然排便をうながし、下剤ゼロへ 

北海道上士幌町 特別養護老人ホームすずらん荘 

 

15 時 30 分〜15 時 50 分（20 分） 

特別講義 2 住民参加型地域包括ケア 地域密着で行う在宅サービス 

茨城県ひたちなか市 医療法人博仁会、社会福祉法人博友会 

 

15 時 50 分〜16 時 30 分（40 分） 

実践発表+シンポジウム トータルケアの可能性 

最新のケアを習得し、ケアのレベルアップに必須！ 介護の知識 50 と研修システム 

三重県松阪市 特別養護老人ホームさくら園 

長野県上田市 特別養護老人ホームアザレアンさなだ 

司会 全国高齢者ケア研究会研究委員長 泉田照雄 

 


