
平成２６年度 

九州ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会セミナー 

開  催  要  綱 

 

１．テ ー マ 『医療と介護の統合 ながさきから』 

 

２．趣  旨 

 平成 27 年度から実施される介護保険制度改正の骨子が示され、地域包括ケアシステムの

構築・推進に向けて医療と介護の連携強化、地域ケア会議の推進、ケアマネジメントの見

直し、総合的な認知症施策の推進、生活支援・介護予防の基盤整備等、今後ますます地域

包括支援センターの果たすべき役割は大きくなっていくと予測されます。  

 このような状況のもと、本セミナーでは「老いても病んでも地域で暮らせる」地域包括

ケアシステムの実現のために医療と介護の連携にスポットをあて、連携から一歩進んで「医

療と介護の統合」を目標に多職種連携や地域ネットワークの構築に取り組む現状を踏まえ、

今後の地域包括支援センターの機能と役割について考えることを目的に開催いたします。  

 

３．主  催 

九州ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会 

長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

 

４．期  日 

平成２６年１１月１３日（木）～１４日（金） 

 

５．会  場   

  ルークプラザホテル ザ・プラザ（３階） 

〒852-8007 長崎県長崎市江の浦町 17-15  ＴＥＬ095-861-0055 

 

６．参加対象 

（１）地域包括支援センターの職員等（社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等他） 

（２）在宅介護支援センター等（居宅介護支援事業者含む）の職員 

（３）県区市町村行政機関・社会福祉協議会の職員 

（４）その他参加を希望する者 

 

７．参加人数  

２５０名（予定） 

 

 

 



８．日  程 

  第１日目【11 月 13 日(木)】 

 12:30  13:30 13:45   14:30       15:40  16:00     17:30  18:00        20：00 

受付 開会 基調報告 行政説明 休憩 講 演Ⅰ 移 動 情報交換会 

第２日目 【11 月 14 日(金)】 

9:00   10：30 10：45         12:25       12:30 

講 演Ⅱ  休憩 シンポジウム 閉会 

 

９．内  容  

●第１日目● １１月１３日（木）  

開  会  （１３：３０～１３：４５）   １５分   

  主催者挨拶 九州ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会会長 

  来賓挨拶 開催県主管課長（長崎県） 

基調報告  （１３：４５～１４：３０）   ４５分   

演題『地域包括支援センター・在宅介護支援センターとしての今後の戦略』 

講師：全国地域包括・在宅介護支援センター協議会  

会長 青木 佳之 氏 

行政説明  （１４：３０～１５：４０）   ７０分  

演題『地域包括・在宅介護支援センターの目指すところ』 

           ～制度改正により今後求められること～ 

講師：厚生労働省老健局総務課 総括課長補佐 遠藤 征也 氏 

休  憩   （１５：４０～１６：００）  ２０分  

講  演 Ⅰ （１６：００～１７：３０）  ９０分   

    演題『医療と介護の連携 ながさきの取組み』 

講師：医療法人白髭内科医院 院長 白髭 豊 氏                           

情報交換会 （１８：００～２０：００）    

   ルークプラザホテル ザ・ブリティッシュ英国館（５階） 

   長崎県長崎市江の浦町 17-15 ＴＥＬ095-861-0055 

    情報交換会後 参加希望者は稲佐山夜景観賞 （ルークプラザバスにて） 

 

●第２日目● １１月１４日（金）  

講  演 Ⅱ （９：００～１０：３０）   ９０分   

    演題『医療と介護の統合』 

講師：医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所 院長 川越 正平 氏                         

休  憩   （１０：３０～１０：４５）  １５分  

 シンポジウム （１０：４５～１２：２５）  １００分             

   コーディネーター：医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所 院長 川越 正平 氏 

テーマ：『医療と介護の統合』 

シンポジスト：各県より推薦（２名） 

 



次期開催県挨拶 （１２：２５～１２：３０）  

      挨拶 佐賀県地域包括・在宅介護支援センター協議会 会長 凌 文子 氏 

 

 

川越 正平 氏  （医療法人財団千葉健愛会理事長兼あおぞら診療所院長） 

 東京医科歯科大学医学部卒業後、1999 年（平成 11 年）、医師 3 名によるグループ診療の形態で

あおぞら診療所を開設。院長を務める傍ら、在宅医療の発展に向けた活動に従事。著書として「在

宅医療バイブル」（2014、日本医事新報社、編著）、「在宅医療テキスト」（2009、勇美記念財団、

編集）等がある。 

・東京医科歯科大学 臨床教授 

・日本在宅医学会 理事（大会運営委員会委員長） 

・日本プライマリ・ケア連合学会 代議員 

・地域包括ケア研究会（2012・2013）委員 

・厚生労働省 在宅医療連携拠点事業 受託機関 （平成 23～25 年度） 

・千葉県在宅医療推進事業 受託機関（平成 25 年度） 

・日本在宅医療学会 評議員 等 

 

１０．セミナー参加費（資料代含む／１日のみの参加も同額） 

（１）九州ブロック地域包括・在介協の会員センター職員   １名様あたり ５，０００円 

（２）地域包括支援センター以外の行政・社会福祉協議会職員 １名様あたり ５，０００円 

（３）九州ブロック地域包括・在介協の非会員センター職員  １名様あたり１０，０００円  

（４）その他参加希望者                  １名様あたり１０，０００円 

 

１１．参加・宿泊等申込方法と問い合わせ先 

  【大会参加・情報交換会・宿泊お申込みのご案内】をご覧いただき、名鉄観光サービス (株 )

あてに直接お申し込みください。 

   名鉄観光サービス(株)長崎支店 

     〒850-0033  長崎県長崎市万才町 4-15（日本生命長崎ビル新館４階） 

         ℡：095-824-1200  Fax：095-824-1976 

            （平日：９時～１７時３０分／土・日・祝日を除く）  

 

１２．セミナーの内容に関するお問い合わせ先 

九州ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局 （担当：宮平） 

     〒903-8603 沖縄県那覇市首里石嶺町 4 丁目 373-1 沖縄県総合福祉センター西棟 4 階  

           沖縄県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

     ℡：098-887-2000 Fax：098-887-2024 

        （平日：８時３０分～１７時１５分／土・日・祝日を除く） 

講師プロフィール 



平成 26年度 

九州ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会セミナー 
－ 大会参加・情報交換会・宿泊お申込みのご案内 － 

 

 セミナーの内容につきましては、別添の開催要綱をご参照ください。大会への参加、

宿泊等の申込みをされる方は、別紙「参加申込書」をご利用ください。 

 

１．参加費（資料代含む １日のみの参加も同額） 

（１）九州ブロック地域包括・在介協の会員センター職員     ５，０００円 

（２）地域包括支援センター以外の行政・社会福祉協議会職員   ５，０００円 

（３）九州ブロック地域包括・在介協の非会員センター職員   １０，０００円 

（４）その他参加希望者                   １０，０００円 

 

２．情報交換会 

（１）日 時：平成２６年１１月１３日（木）１８：００～（予定） 

（２）会 場：ルークプラザホテル ザ・ブリティッシュ英国館（５階） 

（３）情報交換会費：６，０００円 

（４）申込定員：１００名 

 

３．宿泊のご案内 
 

（１）宿泊日：平成２６年１１月１２日（水）（前泊）・１３日（木）（当泊） 

（２）料 金：１泊朝食付・税金・サービス料込（お一人様料金） 

ホテル 

シングル ツイン 

会場からのアクセス 申 込 

記 号 

料  金 

(お一人様) 

申込 

記号 

料  金 

(お一人様) 

ルークプラザホテル（夜景側）  ＳＳ 13,500円 ＳＴ 9,800円 大会会場 

ルークプラザホテル（庭園側）  ＡＳ 9,000円 ＡＴ 7,000円 大会会場 

チサングランドホテル ＢＳ 9,000円 ＢＴ ― 車約１０分、駅より徒歩７分 

ＪＲ九州ホテル長崎 ＣＳ 8,860円 ＣＴ ― 車約１０分、長崎駅前 

コンフォートホテル ＤＳ 6,800円 ＤＴ ― 車約１２分、駅より徒歩 10分 

【宿泊に関するご注意および条件】 

※ご注意 

① ツインをご希望の方は、同室者を必ずご記入ください。 

② お申込順に受け付けますので、ご希望ホテルが満室の場合には、他のホテルにご案内させていただきますこと

をご了承ください。 

③ 連泊のお申し込みで、ご連絡なしに１泊目のお泊りがなかった場合は、２日目以降の宿泊を取消しさせていた

だきますのでご了承ください。 

④ コンフォートホテルはサービス朝食となります。 

⑤ 禁煙希望の場合消臭対応となる可能性もございます。予めご了承ください。 

 

４．申込等について 
 

（１）申込方法（宿泊等不要な方も大会に参加される方は必ずお申込み下さい） 

 別紙「参加・宿泊等申込書」に必要事項をご記入の上、１０月１７日（金）ま

でにＦＡＸまたは郵送にて名鉄観光サ－ビス㈱長崎支店へお早めにお申込み下

さい。 



 

（２）経費の支払いについて 

ア お申込み受付後、名鉄観光サービスより１０月下旬頃に大会参加券ならびに 

宿泊券等の各種券類・請求書・振込用紙等を各所属先ごとに送付いたします。 

イ ご請求内容をご確認の上、１週間以内に指定口座へお振込をお願い致します。

（請求書送付時に指定口座のご案内をいたします。） 

ウ お振込み手数料はお客様負担となりますので、予めご了承ください。 

 

５．変更・取消について 
 

（１） 変更・取消は申込書の控えに訂正内容を記入いただき、郵送又はＦＡＸにて名

鉄観光サービス（株）長崎支店迄ご連絡ください。なお申し込み後の取り消しは、

次の手数料を申し受けます。 

   （トラブル防止のため、電話での変更・取消はお受けいたしませんので、ご了承下さい） 

取消日 

(ご利用日前日より起算) 
21日前 20～8日前 7～2日前 前 日 当日又は無連絡 

参加費 参加費納入後のキャンセルや欠席によるセミナー参加費の返金はいたしません。 

情報交換会 無料 無料 30％ 50％ 100％ 

宿 泊 無料 20％ 30％ 50％ 100％ 

   

（２） 取消の基準日は、郵便局の消印または当社の営業日・営業時間内のＦＡＸ通信

を有効とさせていただきますので、必ず文書にてご連絡ください。 

（３） 参加費納入後のキャンセルや欠席による大会参加費は、大会運営上、返金は出

来かねますので十分ご検討の上お申し込みください。但し、セミナー資料につい

ては後日発送いたします。 

（４） 宿泊申込み等の変更により、返金が生じた場合は、大会終了後１ヶ月以内に処

理させていただきます。 

なお、ご返金の際振込み手数料は差し引かせていただきます。 
                 

６．旅行傷害保険のご案内（保険金額５００円） 

 大会期間中、安全対策には皆様万全を期されている事と存じますが、より安心

して参加いただくために、任意保険の案内をさせていただきます。この保険は大

会期間中や往復の移動中の事故、窃盗など万一の時の被害によって生じる思わぬ

出費を補償する保険です。ご参加の皆様がより安心してお過ごしいただくために

もご加入をおすすめします。 

    この保険によって補償される期間は 2014年 11月 12日午前 0時から 11月 14日

午前 0 時まで、かつ大会参加のためにご自宅を出発されてからご帰宅までとなり

ますのでご注意ください。〔保険期間中に一度帰宅し、別の目的で外出された場合

は補償の対象にはなりません。〕 

補償額 

 死亡・後遺障害３５５万円、入院日額４５００円、通院日額３０００円 

 賠償責任３０００万円、携行品５万円、救援者費用５０万円 

 

７．会場へのアクセス【各地から大会会場への交通手段】 

■ ＪＲ長崎駅から■ 

■ 大会スケジュールに合わせ、送迎バスをお出しいたします。 

  （長崎駅より大会会場までの所要時間は約１０分です） 

  １日目 長崎駅→大会会場、大会会場→長崎駅、お申込みのホテル 

  ２日目 長崎駅→大会会場、大会会場→長崎駅 



 なお送迎バスの時間につきましては、参加券発送時にお知らせいたします。 

 お車でお越しの場合、駐車料金は無料ですが、台数に限りがございます。できるだ

け公共の交通手段または、お乗りあわせの上お越しください。 

 
 

 
８．大会申し込み、宿泊に関する問い合わせ先 

【名鉄観光サービス㈱長崎支店】担当：山田・山下・西村 

〒850-0033 長崎市万才町 4-15 

TEL 095-824-1200 FAX 095-824-1976 

受付時間：９時～１７時３０分（土･日･祝日は除く）  

 

ルークプラザホテル 

（研修会会場） 

JR 九州ホテル長崎 

チサングランドホテル 

 

コンフォートホテル  



受付ＮＯ．

※個人情報の提供について弊社ホームページ上の「個人情報の取扱について」に同意の上参加申込を行います

県名 フリガナ 担当者名

住所 〒 TEL

　（　　　　）　　　－

FAX

　（　　　　）　　　－

運営主体（いずれかに○をお付け下さい）

１市区町村　２社会福祉法人（社協以外）　３社協　４医療法人　５社団法人　６その他（　　　　　　）

類型（いずれかに○をお付け下さい）

１地域包括　２在介センター　３居宅介護支援事業所　４総合相談支援センター　５サブセンター

６ブランチ　７その他（　　　　　　　　　　）

フリガナ 前泊 当日泊 宿泊

ＮＯ 参加者氏名 １１/１２(水) １１/１３(木） 第２希望

 ナガサキ　タロウ ○ ○ ST ST ○

　　長崎　太郎 5,000 6,000 9,800 9,800 500

来場予定の交通手段について
下記番号のいずれかに○をお付けください。３（送迎バス）をご希望の方は、乗車予定人数をご記入ください。

　★お申込先・お問い合わせ先

　名鉄観光サービス㈱長崎支店

金融機関 「九州ブロック地域包括・在宅介護支援センター

支店名 　協議会セミナー」（担当：山田）

口座種目　　　　　　　　普　通　　　・　　　当　座 　〒８５０-００３３

口座番号 　長崎県長崎市万才町４－１５

口座名義 　TEL（０９５）８２４－１２００

　FAX（０９５）８２４－１９７６

※宿泊については部屋数に限りがございますので、必ず第2希望までご記入下さい。
※申込書のコピーを控えとして必ずお手元に保管して下さい。
※宿泊等の申込み変更・取消の際には、必ず返金時の振込先口座をご記入ください。
※領収書は、振込み用紙の控えに換えさせていただきます
※申込締切日　平成２６年１０月１7日（金）必着
☆１０月下旬頃、名鉄観光サービスより大会参加券・宿泊券・請求書等を送付いたします。
　お振込みは、請求書到着後１週間以内にお願いいたします。

施設名

・

団体名

備考
（喫煙・禁煙・同室希望者

等）

  参　加　・　宿　泊　等　申　込　書

保険参加費役職名年齢

喫煙
長崎二郎

合計

AT28例

1

情報交換会性別

2

4

男 31,100社会福祉士

１．ＪＲ、高速バス、航空機等の公共交通　　２．車（　　　）台予定　　３．送迎バス（　　　名乗車予定）

　※返金時の振込先口座（申込時は記入不要です。変更・取消の再FAX時にご記入ください。）

　　平成26年度九州ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会セミナー（長崎県）

3
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