
 

    

第第第第 11111111 回回回回    山口県ケアマネジメント研究大会山口県ケアマネジメント研究大会山口県ケアマネジメント研究大会山口県ケアマネジメント研究大会    

第６回第６回第６回第６回    日本介護支援専門員協会中国ブロック研修会日本介護支援専門員協会中国ブロック研修会日本介護支援専門員協会中国ブロック研修会日本介護支援専門員協会中国ブロック研修会    

開催のご案内開催のご案内開催のご案内開催のご案内  

 

「医療ニーズと支援のポイント」 

～施設、居宅ケアマネの果たす役割～ 

 

平成２７年の制度改正は、これから増えていく高齢者が、最後まで地域で自分らしく暮らしてい

くことを目的として、医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるよう地域包括ケアを確立

していくことが主軸となっています。そのなかで介護支援専門員が果たすべき役割は大変重要なも

のになってきます。 

今回の研究大会では、制度改正の意図していることについて、厚生労働省より講師をお迎えしご

講演いただくほか、医療と介護の連携、医療ニーズと支援のポイントについて研究発表やシンポジ

ウム等を行う予定としております。 

病院から在宅へと、切れ目のないケアマネジメントの実現の為には、医療と介護の連携は必須と

いえます。されど長年言われ続けている「医療との連携」・・・今一度、私たち介護支援専門員がど

のような連携をイメージするべきなのか、どのような対応をするべきなのか・・・・ 

この度の研修を通じて、今後の制度改正の方向性を学び、介護支援専門員として自己研鑽できる

ことを期待しております。 

 

 

 

日時 平成２６年１１月１日（土）、 ２日（日） 

      11 月１日（土）午前１０時～午後５時３０分 

   11 月２日（日）午前１０時～午後３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山口県介護支援専門員協会山口県介護支援専門員協会山口県介護支援専門員協会    



第 11 回 山口県ケアマネジメント研究大会 

第６回 日本介護支援専門員協会中国ブロック研修会        

開催要項 
    

１１１１    テーマテーマテーマテーマ    

「医療ニーズと支援のポイント」～施設、居宅ケアマネの果たす役割～  

 

２２２２    日日日日    時時時時     

平成２６年１１月 １日（土） 午前 １０時から午後５時３０分まで 

     １１月 ２日（日）  午前 １０時から午後３時まで 

 

３３３３    場場場場    所所所所  

山口県セミナーパーク 講堂  

山口市秋穂二島1062  電話083－987－0123 

 

４４４４    主主主主    催催催催  

        一般社団法人日本介護支援専門員協会、山口県介護支援専門員協会 

 

５５５５    共共共共    催催催催（予定）    

特定非営利活動法人広島県介護支援専門員協会、特定非営利活動法人島根県介護支援専門員協会、    

特定非営利活動法人岡山県介護支援専門員協会 (順不同)  

 

６６６６    後後後後    援援援援（予定） 

山口県、山口市、日本ケアマネジメント学会、福岡県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 (順不同) 

 

７７７７    参加対象者参加対象者参加対象者参加対象者    

        介護支援専門員、福祉・保健・医療関係者、行政関係者、学生、その他 

 

８８８８    定定定定    員員員員    

3００名【定員になり次第締め切らせていただきます】 

 

９９９９    参加費参加費参加費参加費（資料（資料（資料（資料代代代代込み込み込み込み）※１日のみの場合も、両日の場合も一律）※１日のみの場合も、両日の場合も一律）※１日のみの場合も、両日の場合も一律）※１日のみの場合も、両日の場合も一律      

【大会当日受付にて徴収させていただきます。】 

会員：4,000 円    一般：11,000 円    学生：1,500 円 

※１ 日本協会発行「医療ニーズと支援のポイント」書籍代（1,080 円）が参加費に含まれます。 

※２ 参加費種別の会員とは山口県介護支援専門員協会、日本介護支援専門員協会の会員になります。 

※３ 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。 

 



10101010    昼食について昼食について昼食について昼食について        

朝受付でお弁当（６００円・お茶つき）を斡旋いたしますので、必要な方は、大会当日に受付で食券を

購入してください。【参加費に昼食代は含めていません。】 

昼食を持参される場合は、研修会場内での飲食は禁止です。会場外のロビーや管理棟二階の食堂前のロ

ビーをご利用ください。また、セミナーパークには食堂がございます。ゴミは各自でお持ち帰りくださ

い。※お弁当を注文される方は、別紙参加申込書に必要事項を記入してください。 

 

11111111    懇親会について懇親会について懇親会について懇親会について    

平成２６年１１月 １日（土）午後６時３０分～ 

新山口ターミナルホテル「プリズム」（山口市小郡下郷1292番地  TEL: 083-972-0002 会場

より車で15 分程度。） 

お一人様５，０００円 ※大会当日受付にて徴収させていただきます。 

※懇親会に参加される方は、別紙参加申込書に必要事項を記入してください。 

 

11112222    宿泊について宿泊について宿泊について宿泊について    

会場最寄り新幹線駅（新山口駅）周辺のホテル。 

※山口県セミナーパーク宿泊棟以外の宿泊斡旋はいたしませんので各自で手配してください。 

※料金等、詳細はホテルに確認してください。 
 

ホテル 住所 電話 
料金目安 

(シングル) 

新山口ターミナルホテル 

（懇親会会場）  
山口市小郡下郷1292 番地 083-972-0002 6,000～8,000 円 

山口グランドホテル 山口市小郡黄金町1-1 083-972-7777 8,000～9,000 円 

ホテルアムゼ新山口 山口市小郡高砂町2－1 083-976-0050 5,000～7,000 円 

東横イン新山口駅新幹線口 山口市小郡黄金町7－61 083-973-1045 5,000～7,000 円 

    

下記のとおり山口県セミナーパーク宿泊棟の宿泊斡旋を行います。 

※宿泊を希望される方は、別紙参加申込書に必要事項を記入してください。 
 

施設名 所在地 

山口県セミナーパーク宿泊棟 山口市秋穂二島1062 

※ 原則として、2 名1 室の利用となります。 

※ 同室希望者がいる場合は、参加申込書該当欄に氏名を記入してください。 

※ 宿泊希望者には、申込締切後、宿泊案内を送付します。 

※  門限は22 時となります。セミナーパーク宿泊棟から懇親会会場までは車で15 分程度です。 

 

11113333    申込締切申込締切申込締切申込締切            

平成２６年１０月１０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。 

 

11114444    問い合わせ・申込み先問い合わせ・申込み先問い合わせ・申込み先問い合わせ・申込み先 

山口県介護支援専門員協会 事務局  担当：福本・光安 

〒754-0893  山口市秋穂二島1062 

  TEL：083-987-0123  FAX：083-987-0124 



11115555    日程及び内容日程及び内容日程及び内容日程及び内容    

    １日目 １１月 １日（土） 

時間 内容 

9：30 受付開始 

10：00 

＜開会式＞＜開会式＞＜開会式＞＜開会式＞    

主催者挨拶    

来賓挨拶 山口県・山口市・山口県社会福祉協議会 

10：15 ＜永年表彰式＞＜永年表彰式＞＜永年表彰式＞＜永年表彰式＞ 

10：30 

＜基調講演＞＜基調講演＞＜基調講演＞＜基調講演＞    

「介護保険制度改正とケアマネジャーの果たす役割と責務」 

講師 厚生労働省老健局総務課 課長補佐（総括） 遠藤征也氏 

12：00 ＜昼食休憩＞＜昼食休憩＞＜昼食休憩＞＜昼食休憩＞ 

13：30 

＜研究発表＞＜研究発表＞＜研究発表＞＜研究発表＞ 5555 題題題題「医療との連携」    

光 市「難病と悪性腫瘍の診断を受けた利用者を、医療と介護の連携で 

在宅生活を支えている」 

美 祢 市「医療との連携に関する現状と課題」 

岩 国 市 有限会社 渡辺薬局 在宅ケアサービス 

「医療連携がとれたことで在宅復帰することが出来たケース」 

広 島 県「回復期リハビリテーション病棟と介護支援専門員との連携」 

島 根 県「それぞれの地域で、地の通った地域密着ケアを考える」 

１題あたり 発表：１５分 質疑応答：５分 

※14:30 より1０分の休憩 

司会者 特別養護老人ホーム寿海荘 施設介護支援専門員 林浩二氏 

助言者 公立大学法人 山口県立大学 社会福祉学部教授 横山正博氏    

15：40 ＜休憩＞＜休憩＞＜休憩＞＜休憩＞    

15：50 

＜シンポジウム＞＜シンポジウム＞＜シンポジウム＞＜シンポジウム＞        

「医療ニーズと支援のポイント」～それぞれの立場から～ 

シンポジスト  山口市中央地域包括支援センター センター長 橘康彦氏 

松寿苑居宅介護支援事業所 管理者 田村則子氏 

               済生会貴船福祉ケアセンター 主任生活相談員 大瀬良泰三氏 

訪問看護ステーション協議会 会長 柴崎恵子氏 

居宅・施設を利用された当事者・家族の方    

コメンテーター 一般社団法人日本介護支援専門員協会 常任理事 吉良厚子氏 

コーディネーター 済生会山口地域ケアセンターやすらぎ 施設長  松永俊夫氏    

17：30 閉会 

18：30 懇親会 



２日目 １１月 ２日（日） 

時間 内容 

9：30 受付開始 

10：00 

＜講演＞＜講演＞＜講演＞＜講演＞    

「医療ニーズと支援のポイント」 

講師 一般社団法人日本介護支援専門員協会 常任理事 吉良厚子氏 

12：00 ＜昼食休憩＞＜昼食休憩＞＜昼食休憩＞＜昼食休憩＞    

13：00 ＜お楽しみ大抽選会＞＜お楽しみ大抽選会＞＜お楽しみ大抽選会＞＜お楽しみ大抽選会＞    

13：30 

＜特別講演＞＜特別講演＞＜特別講演＞＜特別講演＞    

「すべての医療従事者が自分の仕事が好きでたまらなくなる 

新しい時代の『軸』とすべきコンセプトとは」    

医師・臨床思想家 代々木公園診療所院長  亀井眞樹氏    

15：00 閉会 

※上記の通り予定していますが、プログラムの一部、演題等が変更される場合もあります。 

 
 
 

～講師紹介～ 
 

 

厚生厚生厚生厚生労働省老健局総務課労働省老健局総務課労働省老健局総務課労働省老健局総務課    

課長補佐（総括）課長補佐（総括）課長補佐（総括）課長補佐（総括）    遠藤遠藤遠藤遠藤    征也征也征也征也氏氏氏氏    
        

昭和60 年厚生労働省（旧厚生省）入省 

  社会援護局、大臣官房、総務省等歴任 

  介護保険法創設時をはじめ過去3回（H15,H18,H21)の制度改正に従事。 

H25 年老健局振興課、H26 年7 月より現職。地域福祉ケアマネジメント研究会主催 

 

医師・臨床思想家医師・臨床思想家医師・臨床思想家医師・臨床思想家    

代々木公園診療所院長代々木公園診療所院長代々木公園診療所院長代々木公園診療所院長     亀井亀井亀井亀井    眞樹眞樹眞樹眞樹氏氏氏氏 

  

日本神経学会専門医・日本内科学会認定医。 

東京大学大学院医学系研究科 

「超高齢社会 感覚認知運動機能医学講座」客員研究員。 

學藝院 瑛智研究室主宰。東京大学医学部卒。 

東京大学医学部大学院医学系研究科単位取得。 

混元太極拳第2代伝人・陳氏太極拳第11代伝人（馮志強大師正式弟子） 

独創的な漢方医学の基礎理論を構築し、32歳時より全国で漢方医学を医師に指導。 

臨床に対する深い考察を進め統合医療の先にある「YOJOメソッド」を創造。 

「CLUB TOJO METHOD」では「YOJOメソッド」が世界で初めて現実化している。 

フジテレビ「ホンマでっか!?TV 」で平成25 年より準レギュラーとして、正しい医学・ 

医療知識の啓蒙普及に努める。 



11116666    会場周辺地図会場周辺地図会場周辺地図会場周辺地図    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通のご案内】 

 ●公共交通機関   

ＪＲ山陽本線 新山口駅から約10Km(タクシー約15 分)  

ＪＲ山陽本線 四辻駅から約3Km(タクシー約５分）  

  ※セミナーパークへのバスの運行便はありません。  

●自家用車   

山陽自動車道 山口南I.C.から車で約5 分  

中国自動車道 小郡I.C.から車で約20 分 

  

〇懇親会〇懇親会〇懇親会〇懇親会（新山口ターミナルホテル）（新山口ターミナルホテル）（新山口ターミナルホテル）（新山口ターミナルホテル）会場会場会場会場周辺周辺周辺周辺図図図図    

新山口ターミナルホテル新山口ターミナルホテル新山口ターミナルホテル新山口ターミナルホテル    

新山口ターミナルホテル新山口ターミナルホテル新山口ターミナルホテル新山口ターミナルホテル    



第 11 回 山口県ケアマネジメント研究大会 

第６回 日本介護支援専門員協会中国ブロック研修会 

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 

フ リ ガ ナ  

宿泊書類 

送付先住所 

〒  

 

 

 

※宿泊希望者のみ書類を送付いたします。 

希望者のみ記入して下さい。 

参加者名 
 

 

勤務先 

〒 

 
 

所属 

（地域）協会 
 

 

 

※所属（地域）協会番号（裏面参照）を 

必ず記入してください。 

事業所名 

勤務先電話 （      ）     －     携帯電話 （      ）     － 

 

［大会参加・［大会参加・［大会参加・［大会参加・昼食・昼食・昼食・昼食・懇親会懇親会懇親会懇親会・宿泊・宿泊・宿泊・宿泊についてについてについてについて］］］］        

 

※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、昼食費、宿泊費、懇親会費は参加当日受付でお支払いください。 

 お弁当を購入される方は、受付で食券を販売いたします。（９時３０分から１０時１５分まで） 

昼食時、昼食会場で食券とお弁当を引換えてください。 

※３ 懇親会、宿泊について 

 懇親会、宿泊のキャンセルは１０月１５日（水）までに連絡してください。 

セミナーパーク宿泊棟宿泊希望者のみ書類を送付いたします。   

※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《申込《申込《申込みみみみの締め切りは１０月の締め切りは１０月の締め切りは１０月の締め切りは１０月１１１１００００日（金）です。》日（金）です。》日（金）です。》日（金）です。》    

全体会全体会全体会全体会    (11 月1 日～2 日)    
昼食昼食昼食昼食    （600 円）    

懇親会懇親会懇親会懇親会    (11 月1 日) ５,０００円    
11 月1 日    11 月2 日    

会員   ４,０００円     

一般  １１,０００円   宿泊宿泊宿泊宿泊（11月1日)セミナーパーク宿泊棟    同室者氏名同室者氏名同室者氏名同室者氏名    

学生   １,５００円     



 

 

山口県内各地域介護支援専門員協会山口県内各地域介護支援専門員協会山口県内各地域介護支援専門員協会山口県内各地域介護支援専門員協会およびおよびおよびおよび主催・主催・主催・主催・共催団体会員共催団体会員共催団体会員共催団体会員    

    所属所属所属所属協会番号一覧協会番号一覧協会番号一覧協会番号一覧    

 

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協会 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 
 

下関市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 

広島県介護支援専門員協会 １５ 
 

島根県介護支援専門員協会 １６ 

岡山県介護支援専門員協会 １７ 
 日本介護支援専門員協会 

（中国ブロック以外） 
１８ 

※所属（地域）協会について、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。 

主催および共催団体会員の方は上記所属協会の番号をご記入下さい。 

 

第第第第 1111１回山口県ケアマネジメント研究大会１回山口県ケアマネジメント研究大会１回山口県ケアマネジメント研究大会１回山口県ケアマネジメント研究大会    会場案内図会場案内図会場案内図会場案内図    

 

 


