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世界的な高齢化に先駆けて、秋田は高齢化社会を乗り越えなければならず、その取り組みはすでに始
まっています。大都市で計画されているような体制の充実を待つことはできず、直面している問題を未
来を見据えて解決しなければなりません。そこでは多職種連携の力が大きいと実感しています。そう
いった実情も含め秋田を通して見つめ直し、共有しながら皆さんと議論したいと考えています。 

医療法人社団隆仁会 秋田往診クリニック 理事長 / 第３回地域フォーラム 大会長 　市 原 利 晃 

プログラム詳細

日本在宅医療連合学会 第3回地域フォーラム

「あんべいい未来へ 秋田からの提案」

大会長挨拶  

　　　　　東北地方での取り組み
　　　　　「明日の在宅医療 ‒東北の未来を見据えて‒」
　　　　　 　9月4日（土）14：30～17：30 / 3F多目的ホール  
各地ですでに未来を見据えた取り組みが始まっています。それぞれの地域に合わせた活動について共有しながら、
さらなる発展にむけて今後の課題や目標についてディスカッションを行います。

企画１

　　　　　摂食嚥下、在宅NST 「口腔ケアと食事介助だけで食べられますか？」 
　　　　　 　9月4日（土）14：30～17：30 / 4F研修室  
在宅で摂食嚥下障害に対応している多職種から発表頂いた後に、東京医科歯科大学高齢者歯科学准教授戸原玄先生
に総括も含めて教育講演頂きます。セッションの前には摂食嚥下障害を体感する実技セミナーも予定しております。

企画３

　　　　　多職種連携 「連携にスタンダードはありません！皆で創ろう『地域のカタチ』」
　　　　　 　9月4日（土）14：30～16：00 / 2F展示ホール
地域住民が安心して最期まで暮らすことが出来る環境整備の一環として医療・介護・福祉等の関係者が、各地域
で多職種連携強化を目指して活動しています。活動内容や課題、今後の目標等について各地域の担当者が登壇し、
医療・介護・福祉等の更なる充実にむけたディスカッションを行います。 

企画２

　　　　　スピリチュアルケア 「緩和ケアにおけるスピリチュアルケア～死と向き合う～」
　　　　　 　9月4日（土）14：30～16：00 / 2Fアート工房
末期がんなどで生きる時間が限られた方はどのように死と向き合っていくのか？身体的苦痛以外の死への恐怖や
死への疑問について我々医療・介護従事者はどのように向き合っていますか？スピリチュアルな関りについて専門
職を交え死生観などについてディスカッションし気づきを得たいと思います。

企画４

　　　　　ケア☆カフェ@地域フォーラム「秋田」
　　　　　 　9月4日（土）14：30～17：30、9月5日（日）9：30～12：30 / 3Fミュージック工房
ふだんの在宅ケアで気になっていること、知りたいことがありませんか? "ケア☆カフェ" は、いろいろな職種の方
と情報を交換し、顔の見える関係づくりと対話の場です。音楽の流れるカフェのような雰囲気の中で飲み物とお菓
子を片手にテーマに沿った対話を楽しみましょう。お気軽にお立ち寄りください。

企画５

　　　　　災害対策「これから起こる災害に備える」
　　　　　 　9月5日（日）9：30～11：00 / 4F研修室 
東日本大震災の中で約10年が経ち、被災地域では医療・介護・福祉の様々な課題が顕在化しました。全てのケア従事
者が経験した"2011.3.11"と"その後"を振り返り、対話します。これから起こる災害に備え、次代に伝えることができれ
ばと考えております。

企画10

　　　　　訪問薬剤管理、ポリファーマシー　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 「“アンサング”だっていいじゃない。どんどんやろうぜ薬剤師！！」 
　　　　　 　9月4日（土）16：00～17：30 / 2Fアート工房
現時点で地域医療への薬剤師の関与は未だ十分とは言えず、「かかりつけ薬剤師」「ポリファーマシー」「薬薬連
携」「24時間対応」「在宅緩和ケア」等、取り組むべき課題は沢山あります。地域性や勤務形態の異なる複数の薬剤
師によるディスカッションを行います。 

企画７

　　　　　小児在宅、医療的ケア児、障がい福祉　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 「知ってほしい！見てほしい！僕たち私たちの暮らし」
　　　　　 　9月5日（日）9：30～12：30 / 2Fアート工房 
2016年に児童福祉法と障害者支援法が改正され、小児在宅医療や重症心身障害児の生活環境整備に注目が集
まっています。現状・課題・今後について、地域で本人や家族をどのように多職種で支援していくべきかを共に考え
る場所にしていきます。

企画11

企画６　　　　　福祉施設での取り組み「高齢化のトップランナー！革命戦士達の挑戦」
　　　　　 　9月4日（土）16：00～17：30 / 2F展示ホール 
秋田県の高齢化率は2025年に39.5％に達し、全国平均の30.3％を大きく上回る予測となっています。 また、国の将来推
計人口で秋田県は2045年に高齢化率が全国で唯一50％を超えると公表されました。 このような状況の中で介護に携わ
る人たちの現状や課題は何なのか、それを解決するために取り組んでいる事例等についてディスカッションを行います。 

　　　　　リハビリテーション「あなたが病気になって介護が必要になったら…　　　
　  　　　　～例えば、こんなふうに在宅で生活している人がいます～」
　　　　　 　9月5日（日）11：00～12：30 / 4F研修室  
これまで、あまり知らなかった・よくわからなかったリハビリ専門職と話してみませんか？障がいの程度に関わら
ず、そのような希望を実現している方々を紹介し、要介護状態での在宅生活を具体的にイメージしていただきます。

企画12

企画13　　　　　市民公開講座  「見守り支え合う地域社会」
　　　　　 　9月5日（日）13：00～16：00 / 3F多目的ホール
東京都新宿区での訪問看護師、「暮らしの保健室」での患者支援で活躍されている秋山正子さんにご講演いただく
予定です。多職種連携をテーマにした劇団による劇にも注目です。それらを踏まえたパネルディスカッションで多
職種連携を深めます。 

　　　　　「あんべいい未来へ」 
　　　　　 　9月4日（土）13：30～14：30 / 3F多目的ホール 
厚生労働省厚生科学課長、佐々木昌弘先生より、これから進む高齢化を乗り越えるために国は何を考え、今後どの
ように対応するつもりなのか、厚生労働省の立場からお話しいただきます。

基調講演

　　　　　医歯薬連携・ICT 「ホンネで語ろう医歯薬連携 ～地域のかかりつけを目指して～」
　　　　　 　9月5日（日）9：30～12：30 / 3F多目的ホール
質の高い在宅医療提供には医科・歯科・薬科の連携は不可欠です。その連携強化・病診連携強化・ICT活用につい
て様々な場で議論や取組みが始まっています。それぞれの立場から、現状・課題・今後の目標等について現場を重
視したディスカッションを行います。 

企画８

　　　　　秋田県での取り組み
　　　　　「『その人らしさ』に寄り添う為に多職種ができることとは」
　　　　　 　9月5日（日）9：30～12：30 / 2F展示ホール
人口減少・少子高齢化等多くの課題を抱える秋田県は、今後地域のコミュニティの維持さえも難しくなっていきま
す。難しい状況においても『ALL 秋田』で、高齢者が住み慣れた地域でその人らしさを保ちながらの生活を目指し
ています。事例を用いてその活動を紹介しながら、ディスカッションをすすめます。

企画９


