
1

慢性期医療は進化する
―医療・介護・地域の統合―

企
画
プ
ロ
グ
ラ
ム

10月14日（木）

記念講演 10月14日（木）10:00～10:50
LIVE配信

慢性期医療は進化する
座　長：中川　翼（日本慢性期医療協会　副会長）

ML 武久洋三（日本慢性期医療協会　会長）

学会長講演 10月14日（木）11:00～11:40
LIVE配信

慢性期多機能病院と介護医療院の役割
座　長：橋本康子（日本慢性期医療協会　副会長）

PL 鈴木龍太（第29回日本慢性期医療学会　学会長）

教育講演 10月14日（木）11:40～12:20
LIVE配信

医療の進化に必要な慢性期のQI
座　長：橋本康子（日本慢性期医療協会　副会長）

EL 矢野　諭（日本慢性期医療協会　副会長）
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シンポジウム1 10月14日（木）13:30～16:50
LIVE配信

With Corona 時代の医療の進化
基調講演

座　長：池端幸彦（日本慢性期医療協会　副会長）

S1-KS-1 神奈川県における慢性期医療機関も参画するCOVID-19医療体制構築
阿南英明（神奈川県理事（医療危機対策担当））

S1-KS-2 With Corona 時代の医療の進化
迫井正深（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室　室長）

シンポジウム

座　長：池端幸彦（日本慢性期医療協会　副会長）
鈴木龍太（第29回日本慢性期医療学会　学会長）

S1-1 新型コロナウイルス感染症に関する日本医師会の対応
―特に在宅医療に焦点を当てて―
釜萢　敏（日本医師会　常任理事）

S1-2 With Corona時代の医療の進化
安藤高夫（日本慢性期医療協会　副会長）

S1-3 感染に強い病院づくり
登谷大修（福井県済生会病院　院長）

S1-4 オンライン診療の現状と今後の展望
豊田剛一郎（（株）メドレー　取締役　医師）
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慢性期医療は進化する
―医療・介護・地域の統合―
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シンポジウム2 10月14日（木）17:00～18:30
LIVE配信

慢性期医療のキャリアアップ
座　長：井川誠一郎（平成医療福祉グループ　診療本部長）

S2-1 日本慢性期医療協会「看護師特定行為研修」
～現状と課題～
矢野　諭（日本慢性期医療協会　副会長）

S2-2 在宅における看護師特定行為の現状と未来
青栁綾子（平成豊中訪問看護ステーション　師長/管理者）

S2-3 介護喀痰吸引等制度の現状を考える
～介護職員と社会が抱く期待と資格取得の困難さへの言及～
小玉達也（鶴巻温泉病院　介護科長・介護福祉士）

S2-4 慢性期総合診療認定医を創設し、キャリアアップをめざそう！
西尾俊治（南高井病院　院長）
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10月15日（金）

文化講演 10月15日（金）9:00～9:50
LIVE配信

「ものをつくることは生きること」 
―人間らしさと文化的価値の創造―
座　長：鈴木龍太（第29回日本慢性期医療学会　学会長）

CL 福森　伸（社会福祉法人太陽会　しょうぶ学園統括施設長）

シンポジウム3 10月15日（金）10:00～12:30
LIVE配信

長期療養のリハビリテーション
基調講演

座　長：今西剛史（鶴巻温泉病院　副院長）

S3-KS-1 地域を一つの大きな家族に
菅原健介（株式会社ぐるんとびー　代表取締役）

S3-KS-2 看護師からの提案
粟生田友子（日本リハビリテーション看護学会　理事長）

シンポジウム

座　長：粟生田友子（日本リハビリテーション看護学会　理事長）

S3-1 長期療養のリハビリテーション　―離床・端坐位をどう進めるか―
近藤国嗣（一般社団法人　全国デイ・ケア協会　会長）

S3-2 長期療養施設における理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の役割
―平成30年度老人保健健康増進等事業を踏まえた提案―
斉藤秀之（公益社団法人日本理学療法士協会　会長）

S3-3 認知症対応
認知症DX――認知障害があってもリハビリ効果を上げるには――
熊谷賴佳（京浜病院　院長）
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―医療・介護・地域の統合―

企
画
プ
ロ
グ
ラ
ム

シンポジウム4 10月15日（金）13:40～16:30
LIVE配信

エキスパートから学ぶ慢性期医療のケア
基調講演

座　長：小澤美紀（鶴巻温泉病院　看護部長）

S4-KS-1 抑制しない看護・介護
田中志子（内田病院　理事長）

S4-KS-2 口腔へのプロフェッショナルケアとは？
糸田昌隆（大阪歯科大学　医療保健学部　口腔保健学科　教授）

シンポジウム

座　長：田中志子（内田病院　理事長）
小澤美紀（鶴巻温泉病院　看護部長）

S4-1 これからの日本を支える慢性期医療だからこそできる排便ケア
～自分自身が受けたいケアを目指して～
種子田美穂子（大牟田市役所保健福祉部　福祉課　コンチネンスアドバイザー）

S4-2 足トラブルを予防し活動を支えるフットケア
右田貴子（巻爪レスキューつくば）

S4-3 非侵襲的陽圧換気療法のマスクに関与した皮膚創傷の発生予防について
～ベストプラクティス医療関連機器圧迫創傷の予防と管理による考察～
佐々木正吾（秋田県立医療療育センター　慢性呼吸器疾患看護認定看護師）
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ライブ配信

共催セミナー1 10月14日（木）12:30～13:20
ライブ配信

誤嚥性肺炎の栄養ケア実態に驚愕　～全人的ケアの必要性～
座　長：武久洋三（日本慢性期医療協会　会長）

SS1 前田圭介（国立長寿医療研究センター　老年内科　医長）
共催：株式会社大塚塚製薬工場

共催セミナー2 10月14日（木）18:40～19:30
ライブ配信

令和4年度診療報酬改定の行方
座　長：池端幸彦（医療法人池慶会池端病院　理事長・院長）

SS2 井川誠一郎（日本慢性期医療協会　常任理事）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

共催セミナー3 10月15日（金）12:40～13:30
ライブ配信

慢性期医療における経腸栄養流動食品のニューノーマル2021
座　長：鈴木龍太（医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　理事長・病院長）

SS3 水野英彰（医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長）
共催：テルモ株式会社
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オンデマンド配信

共催セミナー4 オンデマンド配信

創傷ケア用品の採用から実際の活用まで
座　長：矢野　諭（日本慢性期医療協会　副会長）

SS4 政田美喜（三豊総合病院　皮膚・排泄ケア認定看護師）
共催：アルケア株式会社

共催セミナー5 オンデマンド配信

慢性期医療が抱える排便ケアの課題解決  
～QOL 向上とストレスフリーなケアを目指して～
座　長：富家隆樹（医療法人社団富家会　富家病院　院長）

SS5-1 チームケアで進化する排便ケア～自身が受けたい排便ケアメソッド～
種子田美穂子（NPO法人　日本コンチネンス協会　コンチネンスアドバイザー）

SS5-2 多職種で排泄を支える～排便チーム発足から今日までのあゆみ～
國見友恵（医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　管理栄養士）

共催：ネスレ日本株式会社

共催セミナー6 オンデマンド配信

『地域医療構想』と『地域包括ケアシステム』実現のための 
医療・介護連携 ～持続可能な高齢者支援に向けて～

SS6 佐藤仁美（医療法人慶友会　城東病院　院長）
共催：株式会社ワイズマン

共催セミナー7 オンデマンド配信

進化を続けるプレバイオティクスの活用とそのアウトカムとは
座　長：中川　翼（定山渓病院）

SS7 水野英彰（医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長）
共催：ネスレ日本株式会社
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ライブ配信＋オンデマンド配信

特別セミナー 10月14日（木）19:40～20:30
ライブ配信＋オンデマンド配信

やって良かった介護医療院2021
―日本介護医療院協会　2021年度調査結果報告―
座　長：小松幹一郎（小松会病院　名誉院長）

鈴木龍太（日本介護医療院協会　会長）
共催：神奈川県慢性期医療協会


