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大会長あいさつ 
日本ケアマネジメント学会第 17回研究大会 大会長 奥田 龍人 

（一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク代表理事） 
第 17回研究大会は、札幌市の北星学園大学を会場に平成 30年 5月 19日から 20

日に開催されることとなりました。 
テーマは「北の大地から、地域まるごとケアマネジメントへの挑戦」としました。地

域包括ケアシステムは、高齢者介護のためのシステムのみならず、地域の諸課題を解決

する有効なシステムとして深化しつつあります。テーマには、地域共生社会の実現に向

けて、地域まるごとケアマネジメントの実践を学ぶ場としたいという思いを込めました。 

そして、研究発表もさらに充実したいと考え、平成 29年度には、日本ケアマネジメ

ント学会認定ケアマネジャーの会が主催する「学会発表支援塾」を北海道にても開催し

てきました。多くの優秀な発表がなされることを期待しております。 

この機会に、ぜひ北の大地、北海道に来ていただいて、日頃の実践の成果を発表した

り学んだり、全国のケアマネジャーとの交流を深めていただきたいと思います。 
北海道は、食の宝庫です。美味しい海の幸、山の幸もご堪能いただけるよう懇親会も

充実するよう企画しております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 
 

 

プログラム                       2018年 5月 19日（土） 
 

■第１会場 （C 館 講堂） 
開会式        ※第２・第３会場へ中継あり     １０：００～１０：２０   

 

大会長講演     ※第２・第３会場へ中継あり     １０：２０～１０：４０      

「地域まるごとケアマネジメント」 
座長：服部 万里子 氏 

（NPO 法人渋谷介護サポートセンター事務局長／日本ケアマネジメント学会理事） 

演者：奥田  龍人 氏 

（一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク代表理事／日本ケアマネジメント学会理事） 
 

基調講演①     ※第２・第３会場へ中継       １０：４０～１１：４０   

「制度改正・報酬改定が目指す、これからの地域包括ケア」 
座長：田中   滋 氏 

      （慶應義塾大学名誉教授／日本ケアマネジメント学会理事） 

演者：込山   愛郎 氏                 

（厚生労働省老健局 振興課長） 
 

 

市民公開講座１  ※第２・第３会場へ中継        １３：００～１４：1０      

「地域まるごとケア ～あるがまま・ないがまま～」 
座長：村山  文彦 氏 
   （一般社団法人北海道介護支援専門員協会会長） 

演者：前沢  政次 氏 

    （ひまわりクリニックきょうごく所長／日本ケアマネジメント学会理事） 

共催：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 

大会プログラム     プログラム・演者は都合により変更となる場合があります。 



プログラム                       2018年 5月 19日（土） 

 

シンポジウム１   ※第２・第３会場へ中継         １４：２０～１６：２０      

「制度改正・報酬改定で『生活』はどう変わるか？」 
座長：白澤  政和 氏 

   （桜美林大学大学院老年学研究科教授／日本ケアマネジメント学会理事長） 

シンポジスト 

瀬戸   雅嗣 氏 
（社会福祉法人栄和会法人事務局長兼総合施設長／社会保障審議会介護給付費分科会委員） 

藤原   秀俊 氏 
（医療法人秀友会理事長／北海道医師会副会長） 

    門屋  充郎 氏 

    （NPO 法人十勝障がい者総合相談支援センター センター長／相談支援従事者指導者養成研修検討委員会委員長） 

    白木 裕子 氏 
    （株式会社フジケア社長／日本ケアマネジメント学会副理事長） 
 

特別講演      ※第２・第３会場へ中継        １６：３０～１７：３０  

「挑戦し続ける心の持ち方」 
座長：岡田  直人 氏 

  （北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科教授／日本ケアマネジメント学会理事） 

演者：清水  宏保 氏 

   （長野オリンピックスピードスケート男子 500ｍ金メダリスト／介護保険サービス事業所経営） 
 

■第２会場 （C 館４階 C４００教室） 

■第３会場 （C 館４階 C４０２教室） 
開会式       ※第１会場より中継             １０：００～１０：２０           

 

大会長講演    ※第１会場より中継             １０：２０～１０：４０ 

「地域まるごとケアマネジメント」 
 

基調講演１     ※第１会場より中継            １０：４０～１１：４０           

「制度改正・報酬改定が目指すこれからの地域包括ケア」 
 

市民公開講座１  ※第１会場より中継            １３：００～１４：1０          

「地域まるごとケア ～あるがまま・ないがまま～」 
 

 

シンポジウム１   ※第１会場より中継             １４：２０～１６：２０          

「制度改正・報酬改定で『生活』はどう変わるか？」 
 

特別講演      ※第１会場より中継             １６：３０～１７：３０  

「挑戦し続ける心の持ち方」 
 

 

■第５会場 （C 館４階 C４０３教室） 
社員総会                         １２：００～１２：５０          



プログラム                       2018年5月19日（土） 

 

■第６会場 （C 館５階 C５００教室） 
ランチョンセミナー１                   １２：００～１２：５０          

「（仮）道内高齢者の住まいの現状と課題を語る」 
演者：川尻  明 氏 

（㈱健康会専務取締東京支社長／北海道高齢者向け住宅事業者協会理事） 

共催：一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会 
 

 

■第７会場 （C 館５階 C５０２教室） 
ランチョンセミナー２                   １２：００～１２：５０          

「地域包括ケアに向けて ～今から出来る法人内情報連携～」 
演者：浅野  貴将 氏 

（株式会社ワイズマン 営業本部第一営業部営業支援課 課長） 

共催：株式会社ワイズマン 

 

 

■第８会場 （C 館５階 C５０１教室） 
ランチョンセミナー３                   １２：００～１２：５０          

「理解しあって生きる」 
演者：小山内 美智子 氏 

（ＮＰＯ法人札幌いちご会理事長） 

共催：ＮＰＯ法人札幌いちご会 
 

 

■第９会場 （C 館７階 C７００教室） 
ランチョンセミナー４                   １２：００～１２：５０          

「地域包括ケアシステムにおける自立支援の福祉用具活用～起こして座

らせる車いすシーティング～」 
演者：木之瀬 隆 氏 

（一般財団法人日本車椅子シーティング財団副代表理事） 

共催：株式会社フロンティア  

 

 

市民公開講座２                    １３：２０～１４：２０ 

「地域まるごとケア ～『わがまち』を育てる～」 
鼎談：五十嵐 智嘉子 氏 

（一般社団法人北海道総合研究調査会理事長／前内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官）  

    大原   裕介 氏 

  （社会福祉法人ゆうゆう理事長／地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会委員） 

  松村   博文 氏 
  (地方独立行政法人北海道立総合研究機構 北方建築総合研究所地域研究部長) 

共催：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 
 

 



プログラム                       2018年5月19日（土） 
 

■第１０会場 （C 館７階 C７０２教室） 

一般口演１ 「地域包括ケア、介護予防・総合事業①」      １４：３０～１６：００         
 

 

■第１１会場 （C 館７階 C７０１教室） 

一般口演２ 「看取り・ターミナルケア」         １４：３０～１６：１５         
 

 

■第１２会場 （C 館７階 C７０３教室） 

一般口演３ 「教育研修・スーパービジョン」      １４：１５～１６：１５          
 

 

■第１３会場 （C 館７階 C７０５教室） 

一般口演４ 「支援困難事例」             １４：３０～１６：００        
 

 

■ポスター会場 （C 館６階 ラウンジ） 

ポスターセッション１                   １４：３０～１６：００        
 

 

□懇親会会場（大学会館 3 階大学生協食堂) 

懇親会                           １８：００～        

 

 

 

 

 

プログラム                       2018年5月20日（日） 
 

■第１会場 （C 館 講堂） 

実践報告１                               ９：００～１０：１０ 

「介護予防への取り組み、ここから・これから」 
座長：竹内 孝仁 氏 

   （国際医療福祉大学大学院教授／日本ケアマネジメント学会理事） 

報告： 函館市：相澤 浩行 氏 

（函館市保健福祉部地域包括ケア推進課 企画・管理担当主査） 

    池田町：佐藤 智彦 氏 

（社会福祉法人池田町社会福祉協議会 事務局長） 

鷹栖町：波潟 幸敏 氏 

（社会福祉法人さつき会 常務理事） 
 



プログラム                       2018年5月20日（日） 

 

教育シンポジウム                     １０：２０～１２：００ 

「専門領域におけるケアマネジメントの現状と課題」 
座長：小澤  温 氏 

（筑波大学大学院人間総合研究科教授／日本ケアマネジメント学会理事） 

シンポジスト 

    障がい者領域：  曽根 直樹 氏 

    （日本社会事業大学専門職大学院 准教授） 

    生活困窮支援領域：菊地 英人 氏 

    （厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 生活困窮者対策官） 

    司法福祉領域：  大嶋 栄子 氏 

    （ＮＰＯ法人リカバリー理事長） 

    教育領域：    佐藤 珠美 氏 

    （スクールソーシャルワーカー） 
 

基調講演２   ※第２・第３会場へ中継            １３：３０～１４：１０ 

「地域共生社会の実現に向けて～『地域まるごと』への転換～」 
座長：岡田  進一 氏 

（大阪市立大学大学院生活科学研究科教授／日本ケアマネジメント学会理事） 

演者：吉田  貴典 氏 

（厚生労働省社会・援護局 地域福祉課長補佐） 

 

シンポジウム２  ※第２・第３会場へ中継         １４：２０～１６：２０ 

「地域まるごとケアマネジメントへの挑戦」 
座長：福富  昌城 氏 

（花園大学社会福祉学部社会福祉学科教授／日本ケアマネジメント学会副理事長） 

シンポジスト 

飯山 明美 氏 

（本別町地域包括支援センター所長） 

島田  剛 氏 

（社会福祉法人北見市社会福祉協議会地域福祉課長） 

大久保 薫 氏 

（社会福祉法人あむ南９条通サポートセンター所長） 

渡邊    譲 氏 

（株式会社ライズリング富山型地域共生ホームてまりの華代表） 
 

 

■第１会場 （C 館 講堂） 

閉会式      ※第２・第３会場へ中継         １６：２０～１６：４０ 
 

 

■第２会場 （C 館４階 C４００教室） 

■第３会場 （C 館４階 C４０２教室） 
基調講演２    ※第１会場から中継             １３：３０～１４：１０ 

「地域共生社会の実現に向けて～『地域まるごと』への転換～」 



プログラム                       2018年5月20日（日） 
 

シンポジウム２  ※第１会場から中継           １４：２０～１６：２０ 

「地域まるごとケアマネジメントへの挑戦」 
 

閉会式      ※第１会場から中継           １６：２０～１６：４０ 
 

 

■第４会場 （C 館４階 C４０１教室）一般口演 「多職種協働①」                

一般口演５ 「多職種協働①」              ９：００～１１：４５      
 

 

■第５会場 （C 館４階 C４０３教室） 

一般口演６ 「多職種協働②」              ９：００～１１：４５        
 

 

■第６会場 （C 館５階 C５００教室） 
ランチョンセミナー５                   １２：２０～１３：１０          

「Teamを利用した多職種連携」 
演者：三木 敏嗣 氏 

（みきファミリークリニック院長） 

共催：株式会社アルム 
 

  

■第７会場 （C 館５階 C５０２教室） 

一般口演７ 「認知症ケア」               ９：００～１０：３０     
 

ランチョンセミナー６                   １２：２０～１３：１０          

「地域を支えるリハビリテーション～夕張、幌加内、平取、札幌での実践報告」 
演者：竹中 宏幸 氏 

（東苗穂病院リハビリテーション部） 

共催：医療法人社団豊生会  
 

 

■第８会場 （C 館５階 C５０１教室） 
ランチョンセミナー７                   １２：２０～１３：１０          

「地域包括ケアシステムにおける高齢者の食支援～のみこみ安心ネット・札幌の活動を通して～」 
演者：橋本 茂樹 氏（予定） 

（札幌渓仁会リハビリテーション病院副院長） 

共催：株式会社大塚製薬工場 

 
 

■第９会場 （C 館７階 C７００教室） 

一般口演８ 「ケアマネジメント実践①」         ９：００～１０：３０      
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ランチョンセミナー８                   １２：２０～１３：１０          

（テーマ・演者調整中） 
共催：株式会社シーディーアイ 

 

 

 

実践報告２                        １３：３０～１４：４０ 

「暮らしの場における看取り、ここから・これから」 
座長：落久保 裕之 氏 

（落久保外科循環器科クリニック院長／日本ケアマネジメント学会理事） 

報告：中川  貴史 氏 

（医療法人北海道家庭医療学センター常務理事／栄町ファミリークリニック 院長） 

川邊  弘美 氏 

（社会福祉法人芦別慈恵園施設長／管理栄養士） 

話題提供者 

西村   敏子 氏 

（北海道認知症を支える家族の会事務局長） 
 

 

■第１０会場 （C 館７階 C７０２教室） 

一般口演９ 「ケアマネジメント実践②」        １０：３０～１２：００         
 

 

■第１１会場 （C 館７階 C７０１教室） 

一般口演１０ 「地域包括ケア、介護予防・総合事業②」   １０：４５～１２：００        
 

 

■第１２会場 （C 館７階 C７０３教室） 

一般口演１１ 「調査研究①」              ９：００～１０：４５      
 

 

■第１３会場 （C 館７階 C７０５教室） 

一般口演１２ 「調査研究②」              １０：３０～１２：００     
 

■ポスター会場 （C 館６階 ラウンジ） 

ポスターセッション２                    ９：００～１０：３０        
 

 

 

詳細は大会専用ホームページでご確認願います！ 

  http://www.knt.co.jp/ec/2018/17jscm/index.html 

検索→地域まるごとケアマネジメント 


