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会場：熊本ホテルキャッスル（熊本市中央区城東町4-2　℡.096-326-3311）　　19:00開場、19:15開宴

第36回　全国デイ・ケア 研究大会2017 第１日目  8月4日（金）

会場名
熊本県立劇場

演劇ホール 大会議室 中会議室 音楽リハーサル室 和室 第3練習室

ナビゲーター：野尻 晋一

大会長オーガナイズドセッション

『当事者の視点に立った地域包括ケアとデイ・ケア』
特別講演 Ⅱ

座長：伊佐地 隆

講師：長谷川 幹

受付（エントランスホール） くまモンがお出迎えいたします！

開会式

『デイ・ケアに求められるリハビリテーションの旋律』
出演者：米満 弘之

浜村 明徳

座長：石川 智信

セッション2（口述） セッション3（口述）

セッション4（口述） セッション5（口述） セッション6（口述）

ウエイター：田中 伸幸

斉藤 正身

特別講演 Ⅲ

講師：田代 桂一

座長：近藤 国嗣

『激震発生!地域を守る力は何か！？』

特別講演 Ⅰ

講師：坂野 元彦

『平成30年度介護報酬改定とこれからの
デイ・ケアに求められる変化』

変わらぬ基本と最新のAP

デイ・ケアにおける口腔ケア

セッション1（口述）

教育講演Ⅲ デイ・ケア技術の不易流行

変わらぬ基本と最新のAP

デイ・ケアにおける

適切な座位姿勢の確保

ポスター発表➀

ポスター発表③ ポスター発表④

ポスター発表⑤ ポスター発表⑥

森山 由香
社会福祉法人三條会

-からだ老い易く、座位成り難し-

経営・運営 認知症・ケア 社会参加・就労支援

人材育成・教育 リハビリテーション 生活行為

ポスター発表②

生活行為 短時間利用・ アクティビティ

リハビリテーション１ 経営・運営

リハビリテーション２ 社会参加・就労支援

医療法人社団寿量会 熊本機能病院 会長・総院長
第36回全国デイ・ケア研究大会2017 in 熊本 名誉大会長

一般社団法人全国デイ・ケア協会 顧問
医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 名誉院長

一般社団法人全国デイ・ケア協会 会長
医療法人真正会 理事長

医療法人社団寿量会 介護老人保健施設清雅苑 副施設長
第36回全国デイ・ケア研究大会2017 in 熊本 大会長

一般社団法人全国デイ・ケア協会 顧問
三軒茶屋リハビリテーションクリニック 院長

一般社団法人全国デイ・ケア協会 理事
医療法人社団三友会 いしかわ内科 院長

医療法人木星会 山鹿温泉リハビリテーション病院 理事長

一般社団法人全国デイ・ケア協会 理事
医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院 院長 学校法人梅光学院 梅光学院大学 准教授

高齢者総合福祉施設ひうな荘 リハビリ部長訪問歯科連携センター室長

医療法人社団寿量会 熊本機能病院

古川 由美子

Bar Avantgarde マスター

5演題 60分予定

＊懇親会参加の方には、当日 会場より無料シャトルバスを運行します（出発時間18:30）

懇親会

医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 リハビリテーション統括部長

吉島 豊録

教育講演Ⅰ デイ・ケア技術の不易流行

変わらぬ基本と最新のAP

デイ・ケアにおける対人援助技術

厚生労働省 老健局 老人保健課 課長補佐

６演題 60分予定

座長：渡邉 要一
一般社団法人全国デイ・ケア協会理事

医療法人社団永生会法人本部リハビリ統括管理部 部長

６演題 60分予定

座長：土井 勝幸
一般社団法人全国デイ・ケア協会理事

６演題 60分予定

座長：加藤 誠

座長：山倉 敏之
医療法人社団筑波記念会

筑波記念病院 リハビリテーション部 リハビリテーション科長

６演題 60分予定 ６演題 60分予定

座長：澤瀉 昌樹
医療法人社団輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草副センター長

座長：都甲 幹太
社会医療法人共愛会

６演題 60分予定

６演題 60分予定

座長：丹羽 敦史
医療法人社団東北福祉会 医療法人真正会 通所介護 ケアラウンジ南大塚

サブマネージャー

座長：仁科 康彦
医療法人 おまち整形外科医院

６演題 60分予定 ６演題 60分予定

座長：森山 雅志
医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院

地域リハビリテーション部部長

座長：小川 彰
医療法人 共和会

６演題 60分予定

座長：南出 光章
医療法人碧会 しおりの里 デイケアセンター

管理者代行

座長：平岡 俊彦

６演題 60分予定

社会保険 大牟田天領病院

デイケアセンター 主任

医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設せんだんの丘 施設長 介護老人保健施設せんだんの丘 統括部長

介護老人保健施設あやめの里 副主任 小倉リハビリテーション病院 課長補佐

地域リハビリテーションセンター 副センター長

教育講演Ⅱ デイ・ケア技術の不易流行

-口腔マネジメントの進め方-
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第36回　全国デイ・ケア 研究大会2017 第2日目  8月5日（土）

会場名
熊本県立劇場

演劇ホール 大会議室 中会議室 音楽リハーサル室 和室 第3練習室

『災害支援とデイ・ケア』
ーもしあなたの街に大規模災害が起こったら、

その時デイ・ケアはどう機能するか？－

シンポジウム1

土井 勝幸

受付

セッション8（口述） セッション9（口述）

モーニングセミナー① モーニングセミナー③モーニングセミナー②

シンポジスト：

本間 達也

座長：斉藤 正身

『旅リテーション！旅が支える地域復帰後の生活』

特別講演 Ⅳ

講師：宮川 和夫

座長：長谷川 幹

モーニングセミナー④

セッション7（口述）

閉会式

ポスター発表⑦ ポスター発表⑧

シンポジウム2

『通所リハ・訪問リハ・回復期リハ

それぞれの訪問機能と役割』

宮田 昌司

シンポジスト：

岡野 英樹

今田 吉彦

座長：森山 雅志

『語りかけるいのち』

～死をみつめ生と向き合う～

市民公開講座

講師：おもかげ復元師 笹原 留似子

「デイ・ケアにおける自立支援の方法と実践
－介護職からみた多職種協働－」

「デイ・ケアのリスク管理 -看護師の役割- 」

講師：河添 竜志郎

「デイ・ケアと災害対策
-JRAT活動からみたデイ・ケアの役割-」

講師：三宮 克彦

事例報告 居宅訪問・短時間利用 地域支援・地域活動・災害関連 事例報告１ 事例報告２

公益社団法人 日本介護福祉士会 会長 医療法人真正会 コミュニティケア部 副部長

株式会社くますま 代表取締役

講師：野崎 明代

「デイ・ケアの訪問指導
-居宅の環境評価とプランニング-」

医療法人社団寿量会 熊本機能病院
総合リハビリテーション部 理学療法課 課長

講師：石本 淳也

一般社団法人全国デイ・ケア協会 顧問
三軒茶屋リハビリテーションクリニック 院長

旅のよろこび株式会社 代表取締役

株式会社桜 代表取締役

一般社団法人全国デイ・ケア協会 会長
医療法人真正会 理事長

一般社団法人全国デイ・ケア協会 理事
医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設せんだんの丘 施設長

猪野 真博

一般社団法人全国デイ・ケア協会 理事
医療法人生愛会 理事長

社会医療法人社団熊本丸田会 通所リハビリテーション熊リハ病院 科長

医療法人社団輝生会 本部 教育研修局 部長

一般社団法人全国デイ・ケア協会 理事
医療法人真正会 コミュニティケア部 部長

医療法人社団寿量会 熊本機能病院

医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院

座長：野尻 明子 学校法人銀杏学園 熊本保健科学大学 保健科学部
リハビリテーション学科 生活機能療法学専攻 講師

総合リハビリテーション部 作業療法課 課長補佐

地域リハビリテーション部 部長

一般社団法人日本訪問リハビリテーション協会 会長

６演題 60分予定

座長：浦 慶子
社会福祉法人 悠人会

介護老人保健施設 ベルアルト 課長補佐

６演題 60分予定

座長：小田柿 誠二
医療法人社団 保健会 谷津保健病院

６演題 60分予定

座長：伊藤 健博
医療法人生愛会 生活期総合リハビリテーション

医療ケアセンター 副センター長

座長：池田 健吾
医療法人潤心会 熊本セントラル病院

通所リハビリテーション事業所 リーダー

座長：野長瀬 高志
医療法人永生会

６演題 60分予定 ６演題 60分予定

介護サービス スマイル永生 副主任


