第１０回 山口県ケアマネジメント研究大会
開催のご案内
テーマ
「認知症の方を支えるために介護支援専門員としてできること」
～いつ学ぶの？今でしょ！～

厚生労働省の研究班の最新の報告によると、６５歳以上の高齢者のうち認知症の人は推計１５％
で、２０１２年時点で４６２万人にのぼることが分かりました。
さらに、軽度認知障害と呼ばれる「予備群」が約４００万人いることも分かってきました。
地域包括ケアシステムの中にも、認知症への取り組みがうたわれているところです。
認知症を地域でも支えていこうという声の中で、介護支援専門員の立場として、認知症について
の専門的知識を高める必要があると思われます。
今回の研究大会では、私たちが是非とも知っておくべき知識を、専門家を交えて学び、認知症を
支える専門職としてのスキルアップを図ることを目的とします。そして、各地域で取り組まれてい
る先進事例等を通じ、これからどう認知症と向き合っていけばよいのかを考えるきっかけになるこ
とも目的としています。
学ぶのは「今」しかありません。是非この研究大会で認知症について今一度考えるきっかけをつ
くってみませんか。

日時 平成２５年１１月２日(土)
午前９時４５分～午後４時
場所 山口県セミナーパーク 講堂

山口県介護支援専門員協会

第１０回 山口県ケアマネジメント研究大会 開催要項
１ テーマ
「認知症の方を支えるために介護支援専門員としてできること」～いつ学ぶの？今でしょ！～
２ 日

時

平成２５年１１月２日（土） 午前９時４５分から午後４時まで
３ 場

所

山口県セミナーパーク 講堂
山口市秋穂二島 1062
４ 主

電話 083－987－0123

催

山口県介護支援専門員協会
５ 後

援（予定）

山口県、山口市、日本ケアマネジメント学会、日本介護支援専門員協会、山口県社会福祉協議
会、山口県医師会、山口県歯科医師会、山口県薬剤師会、山口県看護協会、山口県栄養士会、
山口県社会福祉士会、山口県介護福祉士会、山口県理学療法士会、山口県作業療法士会、山口
県歯科衛生士会、山口県病院協会、山口県訪問看護ステーション協議会、山口県言語聴覚士会、
山口県医療ソーシャルワーカー協会、
山口県精神保健福祉士協会、
山口県老人福祉施設協議会、
山口県老人保健施設協議会、山口県デイサービスセンター協議会、山口県老人デイ・ケア協議
会、山口県ホームヘルパー連絡協議会、山口県地域包括・在宅介護支援センター協議会、山口
県福祉用具協会、山口県国民健康保険団体連合会、山口県宅老所・グループホーム協会、小野
薬品工業株式会社(順不同)
６ 定

員

３００名【定員になり次第締め切らせていただきます】
７ 参加費
【大会当日受付にて徴収させていただきます。
】
会員：3,000 円

一般：8,000 円

学生：500 円

※１ 参加費種別の会員とは山口県介護支援専門員協会の会員になります。
※２ 当日本会への入会を希望される方も会員価格で参加いただけます。
※３ 日本介護支援専門員協会他支部の正会員の方は当会正会員と同じ参加費区分を適用します。
８ 申込締切日
１０月１８日（金）
別紙参加申込書により下記事務局に郵送又は FAX でお申込みください。
【電話での申込は遠慮願います。
】
９ 問い合わせ・申込み先
山口県介護支援専門員協会 事務局
〒75４－０８９３ 山口市秋穂二島１０６２
TEL 083－9８７－0123

FAX 083－9８７－0124

１０ 日程及び内容
9：15

受付開始
＜開会式＞

9：45

10：00

10：15

主催者挨拶
来賓挨拶 山口県・山口市
厚生労働副大臣 桝屋敬悟氏
＜永年表彰式＞
＜基調講演＞
地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医の役割
－在宅ケア・認知症医療から見る連携のインテグレーション－
講師 NPO 法人 広島県介護支援専門員協会 副理事長 落久保裕之氏

11：45

12：00

＜ランチョンセミナー＞ ３０分
小野薬品工業株式会社
「アルツハイマー型認知症の病態と薬物療法」
（仮）
※ ランチョンセミナーに参加される方は当日、小野薬品より昼食の提供が
あります。

12：30

＜昼食休憩＞

13：30

＜研究発表＞ ５題
柳 井 地 域「できる限り、住み慣れた地域で過ごしたい」を支援するために…
山陽小野田市「山陽小野田市で活動しているケアマネが認知症の方へどのような
サービスが必要と考えているか」
（仮）
萩 広 域「事例検討会への参加を通じた、地域の介護支援専門員のスキル
アップの取り組みについて」
（仮）
下 松 市「高次脳機能障害による認知症～（その人らしさと、ご主人の笑顔
を取り戻すまで）
」
山 口 市「認知症高齢者と入所動機の関係性についての調査報告
いつ入所するの?まだでしょ～」
１題あたり 発表：１５分 質疑応答：５分
※14:35 より 1０分の休憩
司会者 貴船園居宅介護支援事業所 管理者 頃末能宏氏
助言者 NPO 法人 広島県介護支援専門員協会 副理事長 落久保裕之氏

15：40

抽選会

1６：00

閉会

※上記の通り予定していますが、プログラムが変更される場合もあります。
１１ 留意事項
・ 昼食について
ランチョンセミナーに参加される方は、ランチョンセミナー終了後に別会場での昼食とな
ります。また、ゴミは各自でお持ち帰りください。セミナーパークには食堂もございます。
※研修会場内での飲食はご遠慮ください。講堂・エントランスホール以外での飲食は可能です。

～講師紹介～

落久保 裕之
【学歴】
平成 元年 ３月 久留米大学医学部 卒業
【主な職歴】
平成 元年 ４月
平成 ２年 ４月
平成 ４年 ４月
平成 ６年 ４月
平成 ８年 ４月
平成１１年 ４月
平成２０年 ４月

広島大学第１外科入局
加計町国民保険病院 外科
広島記念病院 外科
県立広島病院 胸部外科
広島市消防局 救急救命士養成所 専任教授
医療法人社団光仁会 梶川病院 外科
落久保外科 循環器科クリニック 院長 （現職）

【主な役職・委員】
広島市西区医師会 理事
広島市域居宅介護支援事業者協議会 会長
広島市社会福祉審議会 高齢福祉専門分科会 委員
広島市地域包括支援センター運営協議会 委員
NPO 法人広島県介護支援専門員協会 副理事長
日本ケアマネジメント学会 理事
【地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医の役割】
－在宅ケア・認知症医療から見る連携のインテグレーション－
日本ケアケアマネジメント学会 理事
落久保外科循環器科クリニック 院長
落久保 裕之

今後の高齢者社会の進展に対応するために、社会保障制度の改革が検討されています。高齢者割
合の増加に伴い、医療保険、介護保険ともに利用の効率化が求められており、医療・介護に関わる
専門職もその動向をしっかりと理解する必要があります。一方、制度の変化に関わらず、私たちの
目の前では治療やケアを必要とする高齢者が生活されており、日々その方々の尊厳、自立支援、そ
してその人らしい暮らしについて考えているはずです。
そうした中、介護支援専門員が今やらなければならないこと、そしてできることは何でしょう？
ひとつはケアマネジメントプロセスの充実と実践です。また、もう一つが医療介護（かかりつけ医
との）連携の成長ではないでしょうか。この度の講演では私が介護保険制度以来、介護支援専門員
とともに行ってきたチームケアなどもお話させていただき、在宅ケア、認知症医療そしてケアマネ
ジメントの充実について皆さんと一緒に考える機会になればと思っております。

第 10 回山口県ケアマネジメント研究大会
専用 参加申込書
FAX 083-987-0124
山口県介護支援専門員協会事務局 行き
申込日

：

月

日

申込代表者 ：

区 分

氏 名

会員・一般・学生

（例）山口 花子

施設名

：

電話番号

：

（

所属地域協会 ※１

）
ランチョンセミナー

（例）防府介護支援専門員協会
参加
の場合は【７】と御記入下さい
会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

※１ 所属地域協会について
本会会員の方は、所属地域協会番号（裏面参照）を必ず記入してください。
※２ 参加費は当日受付でお支払いください。
※３ ランチョンセミナーに参加される方は小野薬品工業株式会社よりお弁当の提供があります。
必要数の確認のため、ランチョンセミナーの参加について記入してください。
※４ 個人情報について
申込書に記載された個人情報につきましては、本研修の名簿作成以外の目的に利用することはありません。

《申込の締め切りは１０月１８日（金）です。
》

山口県内各地域介護支援専門員協会 所属地域協会番号一覧

岩国市介護支援専門員連絡協議会

１

柳井広域介護支援専門員連絡協議会

２

周防大島介護支援専門員連絡協議会

３

周南市介護支援専門員連絡協議会

４

下松市介護支援専門員協会

５

光市介護支援専門員連絡協議会

６

防府介護支援専門員協会

７

山口市介護支援専門員協会

８

宇部市介護支援専門員協議会

９

山陽小野田市介護支援専門員協議会

１０

美祢市介護支援専門員協会

１１

下関地域介護支援専門員連絡協議会

１２

長門地域介護支援専門員連絡協議会

１３

萩広域介護支援専門員連絡協議会

１４

本会会員の方はご自分の所属される地域協会の番号を申込書に御記入下さい。

第 10 回山口県ケアマネジメント研究大会 会場案内図

