主なプログラム
11月20日
（水）
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■老健医療研究会受付

■研 修

会

受

付

別府会場

主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

時間：12:00〜13:00
会場：研究会会場前
時間：12:00〜13:00
会場：各研修会会場前
（オリエンテーション12:50〜、主催者挨拶12:55〜）

※別府会場では大会参加受付は行いません。研究会・研修会に申込みをしている方は直接各会
場前の受付にお越しください。
※大会参加受付は11月21日（木）
、11月22日（金）に大分会場にて行います。

会場：別府ビーコンプラザ

13:00−14:30

第１３回老健医療研究会（P60参照）
「老健施設における薬剤の適正化について」
定員：100名
会場：別府ビーコンプラザ 1階 「中会議室」
各種研修会（P61参照）
研修会①「理想のサービスをスタッフ一丸で実践するために」
定員：150名
会場：別府ビーコンプラザ 3階 「国際会議室」

13:00−16:00

16:1517:30

研修会②「認知症」
定員：200名
会場：別府ビーコンプラザ

2階 「レセプションホール」

研修会③「R4システム」
定員：140名
会場：別府ビーコンプラザ

地下1階 「リハーサル室」

開会セレモニー
全老健表彰式
全老健会長記念講演
講演者：東 憲太郎（公益社団法人全国老人保健施設協会 会長）
会場：別府ビーコンプラザ 1階 「フィルハーモニアホール」
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主なプログラム
11月21日
（木）

主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

■大会参加受付

2日目

大分会場

①iichiko 総合文化センター「グランシアタロビー」 8:00〜17:00
・事前申込済みの方…2階
・当日申込の方…1階
②J:COM ホルトホール大分 1階「エントランスホール」 8:30〜17:00
③レンブラントホテル大分 2階「ロビー」 11:00〜17:00 ※21日（木）のみ
※会場により受付時間が異なりますのでご注意ください。

［第1会場］

iichiko 総合文化センター

グランシアタ

8:459:45

開会式・厚生労働大臣表彰式

9:4510:15

特別講演
講演者：厚生労働省
座 長：東 憲太郎
（公益社団法人全国老人保健施設協会

会長）

10:1510:45

第30回記念リレー講演1「介護老人保険制度
〜地域包括ケアシステム 次に必要な仕組みは？」
講演者：田中 滋（公立大学法人埼玉県立大学 理事長、慶應義塾大学 名誉教授）
座 長：大久保 健作（第30回別府大分記念大会 大会会長）

10:4511:15

第30回記念リレー講演2「介護サービスの質の評価から
慢性期 DPC へと進むのか!? 介護の将来像は!?」
講演者：松田 晋哉
（産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授）
座 長：大久保 健作（第30回別府大分記念大会 大会会長）

11:1511:45

リレー講演ディスカッション
座 長：厚生労働省（予定）

13:1514:45

記念講演「認知症ケア山口塾〜みんな笑顔のポジティブケア〜」
講演者：山口 晴保
（認知症介護研究・研修東京センター センター長、群馬大学 名誉教授）
座 長：河﨑 茂子
（公益社団法人全国老人保健施設協会 常務理事）

15:0016:30

シンポジウムⅠ「ケアの質」
シンポジスト：藤野 善久
（産業医科大学 産業生体科学研究所 環境疫学研究室 教授）
田宮 菜奈子
（筑波大学 医学医療系 ヘルスサービスリサーチ分野 教授）
大河内 二郎（公益社団法人全国老人保健施設協会 常務理事）
座 長：折茂 賢一郎
（公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長）

16:4518:15

市民公開講演Ⅰ「本当に有効なサプリメント・健康法」
講演者：岡田 正彦
（新潟大学 名誉教授、水野介護老人保健施設 施設長、社会医療法人社団昭愛会 常務理事）
座 長：香川 二朗
（第３０回別府大分記念大会 登録・広報宣伝委員会 委員長）

［第18会場］ J:COM ホルトホール大分

10:3011:45
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1階

1階

大ホール

教育講演Ⅰ「笑い×介護〜芸人活動と介護の現場から学んだコミュニ
ケーションのヒント〜」
講演者：石田 竜生
（一般社団法人介護エンターテイメント協会 代表、介護エンターテイナー、
作業療法士、ケアマネージャー、芸人） 当日先着：500名限定
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主なプログラム

13:1514:45

市民公開講演Ⅱ「南海トラフ巨大地震」と「大規模水害」に備える
〜過去の大規模地震と水害に学ぶ〜
講演者：坂口 隆夫
（公益財団法人市民防災研究所 理事・事務局長）
座 長：日野 修一郎
（第３０回別府大分記念大会 展示委員会 委員長）

15:0016:00

岡山県支部企画「老健で行う ACP（アドバンス・ケア・プランニン
グ）〜会話ドラマと解説で人生会議のプロセスを
学ぼう！〜」

主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

共催ランチョンセミナー 12:00−13:00
①認知症の予防とケア
演 者：木村 成志
（大分大学医学部 神経内科学講座 准教授）
座 長：増井 玲子
（大分県 介護老人保健施設健寿荘 施設長）
共 催：エーザイ株式会社
会 場：
［第4会場］ホテル日航大分オアシスタワー 3階 「紅梅 A」
②老健における ICT の活用について
〜ICT って本当に必要ですか？〜
座 長：折茂 賢一郎
（公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長）
パネラー：秋下 雅弘
（東京大学大学院医学系研究科 老年病学 教授）
松原 悦郎
（大分大学医学部神経内科学講座 教授）
大河内 二郎（公益社団法人全国老人保健施設協会 常務理事）
共 催：株式会社レゾナ
会 場：［第5会場］ホテル日航大分オアシスタワー 3階 「紅梅 B」
③質の高いコンチネンスケアを展開するためのチームつくり
演 者：西村 かおる
（日本コンチネンス協会 会長）
共 催：ユニ・チャーム メンリッケ株式会社
会 場：［第１２会場］レンブラントホテル大分 2階 「二豊 A」
④ICT の深活用〜労働生産性向上に向けて〜
演 者：山本 昌也
（松山介護老人保健施設にぎたつ苑 施設長）
共 催：株式会社ワイズマン
会 場：
［第１５会場］レンブラントホテル大分 2階 「二豊 D」
⑤賠償に発展させない家族とのコミュニケーションの作り方
〜老健の機能と役割、そして事故と責任を考える〜
演 者：外岡 潤
（介護・福祉系法律事務所おかげさま 弁護士）
共 催：株式会社全老健共済会
会 場：
［第１６会場］レンブラントホテル大分 2階 「久住」
⑥医学研究者、認知症サポート医から見た効果的な認知症ケア、認知症リハ
〜学習療法理論とエビデンス、実践事例の分析から非薬物療法の可能性と活かし方を探る
演 者：田仲 みすず
（東大阪市もり内科クリニック 院長、認知症サポート医）
佐渡 充洋
（慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 医師）
座 長：伊藤 眞治(株式会社公文教育研究会 学習療法センター 副代表)
共 催：株式会社公文教育研究会
会 場：
［第19会場］J:COM ホルトホール大分 3階 「大会議室」

19:00−20:30

大懇親会
会 場：大分マリーンパレス水族館「うみたまご」
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主なプログラム
11月22日
（金）

主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

■大会参加受付

3日目

大分会場

①iichiko 総合文化センター「グランシアタロビー」 8:15〜14:00
・事前申込済みの方…2階
・当日申込の方…1階
②J:COM ホルトホール大分 1階「エントランスホール」 8:30〜14:00
※会場により受付時間が異なりますのでご注意ください。

［第2会場］

iichiko 総合文化センター

音の泉ホール

9:1510:15

教育講演Ⅱ「防げるリスク・防げないリスク」
講演者：本間 達也
（公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長）
座 長：河村 忠雄
（第３０回別府大分記念大会 宿泊・輸送委員会 委員長）

10:4511:45

全老健研究事業報告「平成30年度調査研究事業に関する報告」
①介護老人保健施設の目的を踏まえた施設の在り方に関する調査研究
事業
報告者：漆間 伸之（調査研究事業班 班員）
②リハビリテーションの医療機関・施設から在宅への円滑な移行に関
する調査研究事業
報告者：野尻 晋一（調査研究事業班 班員）

13:1514:00

京都府支部企画「SNS を利用した広報活動」

［第18会場］ J:COM ホルトホール大分

9:0010:30
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4階

1階

大ホール

シンポジウムⅡ「地域貢献」
シンポジスト：鈴木 邦彦
（医療法人博仁会 理事長）
谷川 敦弘
（医療法人和光会 事務局長）
長縄 伸幸
（特定医療法人フェニックス 会長）
座 長：今村 英仁
（公益社団法人 全国老人保健施設協会

副会長）

10:4511:45

佐賀県支部・福岡県支部コラボ企画
「介護人材の育成と海外人材の確保」

13:1514:15

市民公開講演Ⅲ「仏教が教える老病死を超える道」
講演者：田畑 正久
（医学博士、前龍谷大学大学院実践真宗学研究科 教授）
座 長：明石 光伸
（公益社団法人大分県老人保健施設協会 理事）
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共催ランチョンセミナー 12:00−13:00
⑦介護への応援メッセージ
演 者：安藤 高夫
（衆議院議員）※予定
自見 はなこ
（参議院議員）※予定
共 催：全国老人保健施設連盟
会 場：［第4会場］ホテル日航大分オアシスタワー

3階 「紅梅 A」

⑧高齢者におけるソフト嚥下食の有用性とリスクが大きい刻み食
〜栄養・QOL・コストの視点から〜
演 者：北原 勉
（福岡県精神病院協会 栄養士会 管理栄養士）
座 長：和田 英次
（森永食研株式会社 福岡営業所 所長）
共 催：森永食研株式会社
会 場：［第5会場］ホテル日航大分オアシスタワー 3階 「紅梅 B」
⑨見守り機能を備えた最新のエアマットレスで挑む医療安全
演 者：高野 学
（株式会社モルテン 健康用品事業部 学術グループ）
座 長：三村 真季
（株式会社モルテン 健康用品事業部 学術グループ）
共 催：株式会社モルテン
会 場：［第１９会場］J:COM ホルトホール大分 3階 「大会議室」
［第1会場］

iichiko 総合文化センター

1階 「グランシアタ」

DRUM TAO 激励公演
閉会式
DRUM TAO お別れ公演（送り太鼓）
（P28）
©DRUM TAO

14:3015:30

©DRUM TAO

※全ての大会参加者がご出席ください。
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