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　※参加者は全てのプログラムに参加可能です。

特別講演 テーマ 座長 演者

特別講演1 訪問看護の原点 ～看護の社会的評価を～ 亀井智子 佐藤美穂子

特別講演2
病院の世紀から地域包括ケアの世紀へ　～社会の変容に医療はどう対応
すべきか～

太田秀樹 猪飼周平

特別講演3 人権としての緩和ケア 川越正平 加藤恒夫

会長講演 テーマ 座長 演者

大会長講演 在宅医療の原点 前田憲志 平原佐斗司

学術集会長講演
患者中心の医療とチームアプローチ －地域包括ケア時代の実践・教育・
研究課題－

亀井智子 辻彼南雄

メインシンポジウム テーマ 座長 座長 演者 演者 演者 演者

メインシンポジウム1 これからの訪問看護と在宅ケアの未来 秋山正子 山本則子 宇都宮宏子 中村順子 秋山正子 佐藤美穂子

メインシンポジウム2（共催：一般社団法人 全国
在宅療養支援診療所連絡会）

地域包括ケア　2035年までになすべきこと 太田秀樹 田中滋 島崎謙治 袖井孝子 新田國夫

メインシンポジウム3（共催：NPO法人 高齢者を支
える学際的チームアプローチ推進ネットワーク（ミ
シガンネット））

チームアプローチ新時代 亀井智子 加瀬裕子 MarikoAbeFoulk Els-Marie Anbäcken 大嶋伸雄 辻彼南雄

メインシンポジウム4 在宅医療の原点　～パイオニアから受け継ぐもの～ 平原佐斗司 和田忠志 辻彼南雄 和田忠志 鈴木央 辻哲夫

市民公開講座 テーマ 座長 演者 演者 演者

市民公開講座（共催：公益社団法人在宅医療助
成 勇美記念財団）

そうだ、在宅育てよう、この町に 蘆野吉和 徳永進

市民公開シンポジウム(共催：公益社団法人在宅
医療助成 勇美記念財団）

自分らしく旅立つために 志藤洋子 上野千鶴子 秋山正子 辻彼南雄

指定講演 テーマ 座長 演者

指定講演1 新オレンジプランとこれからの認知症ケア 高瀬義昌 粟田主一

指定講演2 終末期医療の類型と国民に対する意識調査の結果 田城孝雄 池上直己

指定講演3 ICFの考え方とこれからの地域リハビリテーションのあり方 川島孝一郎 石川誠

指定講演4 地域包括ケア時代におけるコミュニティソーシャルワーク 神山裕美 大橋謙策

シンポジウム テーマ 座長 座長 演者 演者 演者 演者 演者

シンポジウム1 認知症ケアの未来 大澤誠 黒田研二 多湖光宗 大谷るみ子 稲田秀樹 粟田主一

シンポジウム2
在宅看取りは困難になってきたか？（家族、地域社会の変化に対応する
在宅医療のあり方）

田城孝雄 遠矢純一郎 高岡里佳 高砂裕子 斎藤康洋

シンポジウム3 非がん疾患の緩和ケア 関根龍一 宮森正 大石愛 黛芽衣子 黒田俊也

シンポジウム4 在宅緩和ケアにおける統合医療 鶴岡浩樹 北田志郎 松浦正人 織田聡 宮崎和加子

シンポジウム5 在宅における栄養ケア・マネジメント 梶井文子 葛谷雅文 田中和美 荒尾千華 石川祐一 清水陽平

シンポジウム6 これからの地域リハビリテーションの在り方 堀田富士子 大越満 長谷川幹 齋藤正洋 岡野英樹

シンポジウム7 意思決定を支援する 宇都宮宏子 英裕雄 堀内志奈 横江由理子 島田千穂

シンポジウム8 周辺領域からみた在宅医療 小野沢滋 河村雅明 石口房子 福永龍繁 遠藤拓郎 権田吉儀

シンポジウム9 ｴﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌｹｱを必要とするすべての人に口腔の緩和ｹｱを 古屋聡 原龍馬 宇都仁恵 篠原弓月 藤田拓司

シンポジウム10 在宅におけるpolypharmacy の実態と対策 浜野淳 大澤光司 秋下雅弘 小濱伸太 串田一樹 佐藤一生

シンポジウム11  パーキンソン病の在宅医療と緩和ケア 石垣泰則 田中茂樹 海野篤 武田裕子 波田野琢 難波玲子

シンポジウム12 地域包括ケア時代のがんの緩和ケアのあり方を考える 川越正平 白髭豊 伊藤大樹 山岸暁美 三好綾 児玉麻衣子 廣橋猛

シンポジウム13 認知症の方の食支援を考える 平野浩彦 大石善也 山口朱見 山田律子 新田淳子 山口勝也 田中弥生

シンポジウム14 地域包括ケアの地域づくりとコミュニティソーシャルワーク 神山裕美 堀田聰子 常松洋介 小山宰 中野智紀

シンポジウム15 （共同企画：日本小児在宅医療
支援研究会）

小児在宅医療を進めるために 前田浩利 奈倉道明 田村正徳 田中道子 野田聖子

シンポジウム16 認知症の方のコミュニケーション 加瀬裕子 北川公子 高橋正彦 Owe Anbacken 山村正子 牧野恵理子

シンポジウム17 在宅ケアで必要な家族支援とは? 川上千春 鶴岡優子 向後裕美子 六角僚子 斎藤泰子

シンポジウム18 新しい後方支援病床のあり方 小野宏志 永井康徳 西川満則 下地直紀 金盛琢也

シンポジウム19 施設での在宅医療のあり方 大蔵暢 山口潔 松本佐知子 木内大介 佐々木昌弘

シンポジウム20 在宅医療とテクノロジー 泰川恵吾 飯島勝矢 星川安之 吉藤健太朗 坂本郁夫 原祐一

特別企画 テーマ 座長 座長 演者 演者 演者 演者

特別企画1 大規模災害と在宅医療～途上的提言とこれからに向けて～ 古屋聡 石垣泰則 古屋聡 小早川義貴 長純一 前田圭介

特別企画2（共同企画：一般社団法人 日本老年
医学会）

在宅医療における生活習慣病ならびに疾病管理基準―ガイドラインとの
整合性と抱えている課題

葛谷雅文 飯島勝矢 飯島勝矢 梅垣宏行 荒井秀典 冲永壯治

教育講演 テーマ 座長 演者

教育講演1 未来をつくる精神医療の訪問支援・在宅医療 大城一 伊藤順一郎

教育講演2 在宅医療と栄養 梶井文子 葛谷雅文

教育講演3 患者中心の意思決定支援 長江弘子 中山和弘

教育講演4 認知症の方の医療同意 森清 成本迅

教育講演5 認知症の方の食べる喜びを支えるケア 平野浩彦 山田律子

教育講演6 在宅医療と死生学 井口真紀子 島薗進

教育講演7 小児在宅医療を支える医療技術とその課題 紅谷浩之 前田浩利

教育講演8 認知症高齢者のこころとコミュニケーション 加瀬裕子 黒川由紀子

教育講演9 在宅医療で身体診察を強力な武器にするためのエビデンス 山中崇 上田剛士

教育講演10 ALSの在宅緩和ケア 服部信孝 荻野美恵子

教育講演11 家族支援とグリーフケア 原礼子 児玉久仁子
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在宅ジェネラリスト養成講座 テーマ 座長 演者

在宅ジェネラリスト養成講座１ がん性疼痛の緩和 茅根義和

在宅ジェネラリスト養成講座2 がん患者の呼吸困難にどう対応するか 田中桂子

在宅ジェネラリスト養成講座3 認知症の緩和ケア 平原佐斗司

在宅ジェネラリスト養成講座4 在宅での排尿障害の診療と尿路カテーテル管理 尾山博則

在宅ジェネラリスト養成講座5 在宅診療における整形外科診療 木下朋雄

在宅ジェネラリスト養成講座6 褥瘡ガイドラインを読み解く 鈴木央

在宅ジェネラリスト養成講座7 在宅における栄養評価と栄養処方 小野沢滋

在宅ジェネラリスト養成講座8 在宅における胃瘻の管理 小野沢滋

在宅ジェネラリスト養成講座9
心不全を家で最期まで診るためには －time to therapy concept at home
－

弓野大

在宅ジェネラリスト養成講座10 慢性呼吸不全の管理と緩和ケア 武知由佳子

在宅ジェネラリスト養成講座11 末期腎不全患者の管理と緩和ケア 浅井真嗣

在宅ジェネラリスト養成講座12 非がん疾患の緩和ケア（総論） 平原佐斗司

ワークショップ テーマ 座長 座長 演者 演者

ワークショップ1（共同企画：一般社団法人　日本
プライマリ・ケア連合学会）

専門医制度委員会企画 木下朋雄 草場鉄周 神﨑恒一 高林克日己

ワークショップ2
日本在宅医学会研究委員会企画

在宅医療における研究の振興に向けてー現場でのふとした疑問や課題、
研究の進め方ー

山中崇 茅根義和 山中崇 新城拓也

日本在宅ケア学会・学会活動推進委員会企画 統合失調症者を地域で支える 山田雅子 寺田悦子 遠藤真史

日本在宅ケア学会生涯教育セミナー
現場から発信する研究のＡＢＣ（その２）－アクションリサーチの方法と研
究例

福島道子 岡本玲子 小林恵子

専門医委員会企画 ポートフォリオ学習 斎藤康洋 外山哲也 大西弘高

職種別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ テーマ 座長 座長 演者 演者 演者

職種別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ１
ケアマネジャーセッション

難病ケアマネジメントを正しく理解しよう！ 白澤政和 石山麗子 小森哲夫 平岡久仁子 井上優子

職種別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2
専門看護師・認定看護師セッション

専門看護師・認定看護師を目指す人へ～看護学に基づいた地域創造へ
のチャレンジ～

平原優美 長内さゆり 長内さゆり 野崎加世子 長川清子

職種別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ3
訪問リハビリセッション

訪問療法士に必要なフィジカルアセスメントに基づくリスク管理 大越満 下田信明 柴山志穂美 原田祐輔 山口幸三郎

優秀演題 論文発表

日本在宅医学会総会 最優秀演題（佐藤智賞）表彰

日本在宅ケア学会会員報告会

モーニングセミナー

日本在宅医学会次世代委員会企画1
在宅医療・看護の「見える化」に向けて
①在宅医療とICPC/②オマハシステムと訪問看護

江口幸士郎 新森加奈子 金子惇 吉江悟

日本在宅医学会次世代委員会企画2 在宅医療における老衰の臨床 洪英在 今永光彦

日本在宅ケア学会企画1 認知症疑いの人や診断後早期の人に対する地域での取り組み 金盛琢也 幸崎華江 後藤郁美

日本在宅ケア学会企画2 地域包括ケアの実現に向けた専門職間の境界と連携 増田和高 石川美緒 畑亮輔 酒井周平

口演

一般演題（日本在宅医学会）

一般演題（日本在宅ケア学会）

ポスター

ポスター（日本在宅医学会）

ポスター（日本在宅ケア学会）

ランチョンセミナー テーマ 座長 演者 演者

ランチョンセミナー1　エーザイ株式会社 ﾚﾋﾞｰ小体型認知症 木之下徹 小阪憲司

ランチョンセミナー2　アボット ジャパン株式会社 看取りの技術と在宅緩和ケア～明日から役立つ10のこと～ 佐々木淳 石賀丈士

ランチョンセミナー3 在宅高齢者の安全な薬物療法 辻彼南雄 秋下雅弘

ランチョンセミナー4　株式会社日本エンブレース ＩＣＴで連携する在宅医療・地域包括ケアの実際 山下巌 長島公之 土屋淳郎

ランチョンセミナー5　コンバテック ジャパン株式会
社

看取りを含めた在宅褥瘡ケアのいろは 川島孝一郎 西﨑久純 石川奈津江

ランチョンセミナー6　株式会社ベネッセスタイルケ
ア　日本調剤株式会社　クオール株式会社

2016年度診療報酬改定と在宅医療の行方（予定） 市橋亮一 永井康徳

ランチョンセミナー7　サイボウズ株式会社 多職種連携の壁をぶち破るには 泰川恵吾 朝比奈完

ランチョンセミナー8　株式会社大塚製薬工場
イーエヌ大塚製薬株式会社

在宅医療における訪問管理栄養士の役割と連携 塚田邦夫 中村育子

ランチョンセミナー9　中外製薬株式会社 透析まで行かせないCKDチーム医療 船木威徳 阿部雅紀

ランチョンセミナー10　グラクソ・スミスクライン株
式会社

パーキンソン病のトータルケア －日常生活における工夫と留意点－ 石垣泰則 服部信孝

ランチョンセミナー11　テルモ株式会社 もしもディズニーが訪問看護を始めたら 辻彼南雄 大住力

ランチョンセミナー12　ノバルティス ファーマ株式
会社

生活障害を意識した認知症治療 古田光 木下彩栄 朝田隆

ランチョンセミナー13　第一三共株式会社 選択肢が広がった認知症治療 髙野学美 中村祐

ランチョンセミナー14 在宅ジェネラリスト養成講座12　非がん疾患の緩和ケア（総論） 奥山尚 平原佐斗司

ランチョンセミナー15　久光製薬株式会社 在宅における排尿障害の管理について 横山修 斎藤恵介

ランチョンセミナー16　スミス・アンド・ネフュー ウ
ンド マネジメント株式会社

被覆材を用いた在宅でのテア管理および褥瘡管理のコツ 真田弘美 岡田晋吾

ランチョンセミナー17　ソネット株式会社 在宅医療における実践的ICT活用法 木下朋雄 前田浩利 南須原 宏城

奥山尚

一戸由美子

今村昌幹

坂本仁

木村幸博


