
令和 3年 2月吉日

公益社団法人全日本病院協会

会長猪口雄二殿

「日本地域包括ケア学会第2回大会j の広報に関するご依頼

謹啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より、日本地域包括ケア学会の運営につきまして多大なご支援を賜り厚く御礼申し

上げます。

さて、令和 3年 3月 21日に日本地域包括ケア学会第 2回大会を日本医師会と共催で、

オンライン開催することになりました。この大会につきまして、貴会の会員の皆様に広報

をしていただきたく、お願し1申し上げます。

謹白

記

1.日時 2021年 3月21日 （日） 13 : 30～17 : 15 

2.場所 日本医師会（小講堂） ※一般参加者はオンラインでの参加となります。

3.内容別紙「日本地域包括ケア学会第2回大会パンフレット」をご参照ください。

4.役員別紙「日本地域包括ケア学会役員名簿」をご参照ください。

事務局

日本地域包括ケア学会事務局 医療法人博仁会志村大宮病院内

〒319-2261 茨城県常陸大宮市上町313

TEL 0295-53-2170 

E-mail:ono@hakujinkai.com 

担当：小野・立原・横山



日本地域包括ケア学会役員

（敬称略理事・評議員・監事は50音｜｜頃）

役職 氏名 団体名 団体役職名 備考

理事長 田中 滋 公立大学法人埼玉県立大学 理事長

2 副理事長 松田晋哉 産業医科大学医学部公衆衛生学 教授

3 事務局長 鈴木邦彦 一般社団法人日本医療法人協会 副会長

4 理事 猪口雄二 公益社団法人全日本病院協会 会長

5 理事 武久 j羊三 一般社団法人日本慢性期医療協会 会長

6 理事 辻 哲 夫 東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授

7 理事 中川俊男 公益社団法人日本医師会 会長 共催

8 理事 東憲太郎 公益社団法人全国老人保健施設協会 会長

9 理事 福井トシ子 公益社団法人日本看護協会 会長

10 理事 堀 憲 郎 公益社団法人日本歯科医師会 会長

11 理事 山崎筆 公益社団法人日本精神科病院協会 会長

12 理事 山本信夫 公益社団法人日本薬剤師会 会長

13 評議員 秋下雅弘 東京大学医学系研究科生殖’発達・加齢医学専攻、高齢社会総合研究機構 教授

14 評議員 飯島勝矢 東京大学高齢社会総合研究機構 教授

15 評議員 宇 都 宮 啓 医療法人社団健育会 副理事長

16 評議員 江津和彦 公益社団法人日本医師会 常任理事

17 評議員 及川ゆりこ 公益社団法人日本介護福祉士会 会長

18 評議員 川越雅弘 埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科兼研究開発センター 教授

19 評議員 神田裕二 社会保険診療報酬支払基金 理事長

20 評議員 木村哲之 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 副会長

21 評議員 草場鉄周 一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 理事長

22 評議員 久野譜也 筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻 教授

23 評議員 近藤克則 千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門社会予防医学分野 教授

24 評議員 斉藤正身 一般社団法人日本1）／＼ビ、リテーシヨン病院・施設協会 会長

25 評議員 柴口里則 一般社団法人日本介護支援専門員協会 会長

26 評議員 清水恵一郎 一般社団法人日本臨床内科医会 常任理事

27 評議員 武田俊彦 東京海上自動火災保険株式会社 顧問

28 評議員 中村丁次 公益社団法人日本栄養士会 代表理事会長

29 評議員 中村春基 一般社団法人日本作業療法士協会 会長

30 評議員 西島善久 公益社団法人日本社会福祉士会 会長

31 評議員 新田園夫 医療法人社団つくし会新田クリニック 理事長／院長

32 評議員 羽 鳥 裕 公益社団法人日本医師会 常任理事

33 評議員 原 祐 一 日本医師会総合政策研究機構 副所長

34 評議員 半田一登 公益社団法人日本理学療法士協会 会長

35 評議員 深浦 II頃ー 一般社団法人日本言語聴覚士協会 会長

36 評議員 堀田 聴 子 慶応義塾大学 教授

37 評議員 松本吉郎 公益社団法人日本医師会 常任理事

38 評議員 宮島俊彦 日本製薬団体連合会 理事長

39 評議員 山本則子 東京大学医学部・大学院医学系研究科 教授

40 監事 唐 津 剛 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授

41 監事 中村秀一 一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム 理事長
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プログラム

開会セレモニー
(13:30-) 

理事長講演 介護報酬改定と地域包括ケアシステム
田中 滋氏（日本地域包括ケア学会理事長）

シンポジウム① Ic Tの活用で進化する地域包括ケア
0-) 座長

松田 晋哉氏 CEい~地域包括ケア学会副理事長）

シンポジスト

舛友 一洋 氏（医師会：臼杵市医師会コスモス病院副院長）

神野 正博氏（病院：社会医療法人財団諜fill会理事長）

北嶋 史誉氏（介護：エムダフ守ルエス日高代表取締役）

シンポジウム②地域包括ケアと多省庁連携の必要性を考える
:00-) 座長

鈴木 邦彦氏（日本地域包括ケア学会事務局長）

シンポジスト

閉会セレモニー
(17:15-) 

・学会参加費 ：1,000円

松田 晋哉氏（厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会委員）

久野 譜也氏（国土交通省健康・医療・福制まちづくり研究会委員）

唐津 剛氏（元内閣官房まち ・ひと・しごと削生本部地方創生総括官）

・本学会は感染症予防、防止のため、 ZOOMを使用したオンライン形式となります。

~ ｜お問合せ｜

お申込み方法につきましては裏面をご覧ください。

日本地域包括ケア学会運営事務局
医療法人博仁会志村大宮病院内

TEL. 0 2 9 5 -5 3 -2 1 7 0 
主催 ：日本地域包括ケア学会

共催：公益社団法人 日本医師会



I ZOOMオンライン開催 ｜ 

圃姻薗障費． 日本地域包括ケ ア学会
～進化する地域包括ケアとまちづくりの推進を目指して～

I 202113/21 (Sun) 13:30-17:15 I 

〉下記肌または記載の QRコードからお申込みください。
※受講者 l名ごとに個別にお申込みください。

－置盤璽麺－－

申込専用 URL

https://peatix.com/event/ 1746068/view 

。Peatix お申込みは Peatixサイトにて受け付ーけております。

Peatixでのお申込みには Peatixアカウント登録が

必要になります。 また参加費のお支払いはクレジッ ト

カードやコンビ、ニエンスストアでの支払いとなります。

詳細は Peatixサイトにてご確認ください。

「Ic Tの活用で進化する地域包括ケア」

新型コロナウィルスの感染拡大を契機として、医療・介護分野での Ic Tの活用が注目されている。これま

でIc Tの導入が遅れていた医療・介護業界は、現在否応なしに Ic Tの活用を迫られており、新しい形の

医療・介護の構築が求められている。

本シンポジウムでは Ic Tを活用した医師会・病院・介護施設の現状や、在宅医療での活用事例を通して、 I

c Tの可能性と今後の医療・介護分野の変化について考え、 Ic Tにより地域包括ケアシステムがどのように

進化をしていくのかを検討していく 。

.... 理~ 「地域包括ケアど多省庁連携の必要性を考える」

地域包括ケアシステムは医療・介護を中心としたシステムであるが、全世代・全対象型に深化することにより、

まちづくりの視点が必要になっている。地域住民の生活には住まいや交通、その他の地域環境など、様々な

要素が含まれており、さらに地域包括ケアシステムが発展していくためには、生活全般をとらえた施策や行

政の縦割りを超えた連携が必須となる。

本シンポジウムでは、地域包括ケアシステムを推し進めてきた厚生労働省、地方創生の要となる「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を立案した内閣府、交通・住まいを管轄する国土交通省、それぞれの立場からまちづ

くりとしての地域包括ケアシステムの構築のために必要どなる多省庁連携の必要性について検討をしていく 。

WEBからのお 申込みが出来ない場合のみ下記を ご利用ください。 ｜送信先 FAX 0295-52-2705 I 
第 2回日本地域包括ケア学会参加申込書

参加者名

（ふりがな） 所属

住所（干

電子メ ール TEL 

職種 （医師の方のみ） coをつけて ください）

日医生涯教育参加証 希望する ・ 希望しない

※「ZOOMウェピナー」で当日のログの記録が確認できる場合、日医生涯教育cc(9.10.13）、 3単位が取得できます（後日、参加証を郵送いたします）。


