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2021年は、熊本地震から５年、東日本大震災から
10年となる節目の年です。

そして、ボランティア元年と呼ばれた阪神淡路大震災
から26年目となります。
日本ホスピス・在宅ケア研究会は、熊本地震の際も、いち

早く支援仲間を募り、駆けつけてくれました。自身もがんを
患いながら、災害支援活動をやめようとしなかった亡き黒田
裕子氏の熱い思いを引き継ぎ、多くの専門職が、熊本の地で
災害支援に励んでくれたのです。その支援を受けた熊本の仲
間として、今回、その感謝の気持ちも伝えるためにも、2021
年 日本ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会は、熊本で開催
します。熊本からのご恩返しは、日本ホスピス・在宅ケア研
究会の目的でもある 実りある生を創造するために、がん・難
病・認知症や在宅ケアなど今日的な保健、医療、福祉の諸問
題について専門家と市民がともに考え、尊厳ある老・病・死
のあり方を多方面・多様な立場から研究し、その成果を実践
するとともに、在宅医や患者会に関する情報提供、全国及び
地域での保健、医療、福祉の増進を図ることを熱く語り合え
る場を作ることだったのです。

奇しくも2020年は、全世界で新型の感染症が蔓延し、多く
の命が失われました。中にはそれをケアする医療職や関連職
種の方々も含まれています。また熊本では、想像を絶する豪
雨でwith	コロナ時代の分散避難に合わせた支援についても考
えさせられました。障害や病気を抱えた方々にとっても受難
の日々が続き、マスコミ報道でも苦しみは連鎖していきまし
た。今は、まだ深い悲しみを抱えた方も多いと思います。

本大会は、２０２１年の秋、その苦しみや悲しみとも向き
合い、人として支え合い向上しあえる大会にしたいと考えま
す。多様なテーマで多様な人たちと集い、語り合える希望多
き大会にしたいと考えています。最近、色々なところで耳に
する「まぜこぜ」の中から、多様で柔軟な社会づくりのため
に、新しいパワーを得たり、仲間たちの発見につながること
を期待しています。

非営利活動法人日本ホスピス・在宅ケア研究会

全国大会 くまもと大会長 高橋 恵子

会場は益城町のグランメッセ熊本
⼤⼩会議室・展⽰・コンサートなど多様に対応！
熊本地震の際は避難所にもなりました。

阿蘇くまもと空港にも近く、
阿蘇観光の入り口です。
秋の阿蘇も最高です。
九州自動車道 益城インター
からもすぐ近くです。
宿泊先は、ご相談ください。

人と人が支え合うことの原点へ

熊本の復興の様⼦を⾒に来てはいよ！



Japanese Society of Hospice and Home-care

日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会 in くまもと
大会プログラムの紹介

⼤会1⽇⽬ 10⽉16⽇（⼟）
メイン会場
9:00 オープニングイベント 熊本といえば…。

9:30   開会式 ごあいさつ

10:30  基調講演

地域における医療介護連携の重要性（仮）

厚生労働省 山田章平氏
11:30 インクルーシブな社会の推進のため（仮）

国連アジア太平洋経済社会委員会 秋山愛子氏

12:30 まぜこぜファッションショー

13:00  多様なカフェフォーラム デスカフェ・宗教
カフェ・認知症カフェ・コミュニティカフェなど
座長 認知症介護研究・研修東京センター中村考一氏

15:30  ケアラー支援の重要性 家族やケア者の話に
耳を傾けて 座長 桜美林大学 長田久雄氏

コンベンションホール

11:30 臨床宗教師の役割・グリーフケアについて
東北大学 谷山洋三氏

13:00 神経難病について 座長 徳田英弘氏

熊本保健科学大学 山田和慶氏

体験から：中山氏・高橋氏

15:00 自分らしく生きるためのケア環境とは？
座長 大阪市立大学 横山俊祐氏

西島 氏•土屋氏

16:00 スピリチュアルケア（部会）スピリチュアル
ケア専門職に求められる内的ケア資源の自覚

谷山洋三氏・佐々木慈瞳 氏・梅津礼司氏
会議室・C展示室

分科会・ポスター発表

11:30 リンパ浮腫のケア 大塚俊介氏

13:00 人材育成で盛り上げよう！

IDO 井戸氏•福岡福祉向上委員会 大庭氏・遠藤氏
14:30 ケアカフェ体験 大森 氏

16:00 ボランティア集まれ！ （部会）

17:30 懇親会 20:00 終了

⼤会2⽇⽬ 10⽉17⽇（⽇）
8:30 益城の皆さんによる朝市をお楽しみください
メイン会場
9:00 その人らしさとは何か 認知症を脳科学する

脳科学者・恩蔵絢子氏
10:30 在宅ホスピス・看取り推進フォーラム
座長 高橋大会長
メインスピーカー 堀田 聰子氏
地域の医療と介護
実践者：益城町共愛歯科 園田氏 小国町 片岡氏
上益城 牟田氏 看護・介護実践者の皆さん
※午後は一般公開講座となります
13:00  地域の災害と復興（仮）益城町
14:00  心のケアの重要性

こころの医療センター 矢田部裕介氏
15:00 大会のまとめ・閉会式
展示会場C 分科会・ポスター発表
9:00 グリーフケアの実際 （部会）
10:30 新たなコミュニケーションツール 清藤氏
11:30 日ホスの歴史を紐解く 梁勝則氏
12:30 元気が出る演技
13:00 がんになってもおしゃれを楽しむ
14:00  いきがいについて 蘆野理事長
コンベンションホール
9:00  ACP・意思決定支援（部会）
10:00 苦しみのない人生はないが、幸せはすぐ隣に
ある めぐみ在宅クリニック院長 小澤竹俊氏
11:30  若年性認知症の支援

国際医療福祉大学 小野寺敦志氏
13:00 褒め言葉のシャワーをみなさんへ

教育研究者 菊池省三氏
14:00 尊厳ある医療とケア
座長 尊厳死協会 本庄氏・福岡県 平野氏

佐賀県 鐘ヶ江氏 熊本弁護士会 森枝氏
会議室
9:00 人が人を助けるアドラー心理学
10:00 災害支援の実際を考える

災害支援ネットワーク活動報告
災害時の栄養管理 など

13:00 自然とケアを考える 日本自然保護協会
14:00 実際の活動より 中村氏
15:00 閉会式

詳しい講座の内容などはホームページでご確認ください。
都合により、一部担当やテーマの内容が変更になる場合がございますのでご了解ください。



充実した講演内容で、
現地開催とオンラインのハイブリッド
大会なので、どちらでも参加可能です。

全国大会・教育講演 参加費

!教育講演 参加費 3000円 会員 2000円
"大会参加費 事前登録（８月10日まで）
会員 6000円
ボランティア・家族 5000円

非会員 7000円
学生 1000円
※ 8月11日～大会当日までの申し込みは、1000
円増になります。お早めにWEBで、お申し込みく
ださい。（抄録・弁当・懇親会・旅行費用など、
別途お申し込みが必要です。）
本大会は、web参加も可能です。公式ホームペー
ジにて、申し込みをして参加費をお振込みいただき
ますと、視聴のしおりをご自宅にお送りいたしま
す。

大会は、WEBと現地開催のハイブリッド大会と
なっています。大会の趣旨にご賛同いただける
方、大会を応援してくださる方の寄付、また企業
の展示協賛を募っております。よろしくお願いし
ます。

日程、大会参加申し込み、WEB参加、大会の詳細
な内容に関しましては、

「日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会 in く
まもと」大会ホームページを、必ずご覧くださ
い。

まずは、充実した教育講演で、

認知症ケアを学びましょう！

2021年10⽉15⽇（⾦）13:00〜16:30
グランメッセ コンベンションホール

!

教育講演 認知症ケアセミナー
地域を巡る精神科医療
認知症医療疾患センターの役割（仮）
益城病院 院⻑ ⽝飼邦明⽒

認知症のパーソンセンタードケア
熊本県認知症ケア専⾨⼠会
会⻑ 松永美根⼦⽒

BPSD・⽣活障害の理解とポジティブケア
認知症介護・研究研修東京センター
センター⻑ ⼭⼝晴保⽒
※ 教育公演は認知症ケア専⾨⼠３単位と
なります。

共催

⽇本認知症グループホーム協会 熊本県⽀部

⾮営利活動法⼈⽇本ホスピス・在宅ケア研究会

後援 ⼀般社団法⼈認知症ケア学会

日本ホスピス・在宅ケア研究会 熊本大会実行委員会
〒861-3243 熊本県上益城郡甲佐町白旗986
グループホームせせらぎ TEL 096-234-5511
大会用メール：jshh28.kumamoto@gmail.com
h8ps://hospice-kumamoto.org/

本⼤会は⼈と⾃然に優しい⼤会を⽬指します。

※大会公式ホームページからお申し込みください。
日本ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会 in 熊本

熊本の秋は
最⾼ばい！

mailto:jshh28.kumamoto@gmail.com
https://hospice-kumamoto.org/?fbclid=IwAR0BkMCozZIt_wC6S6P61L32stkBq8qq5toARg3xe4tT5kCOvLM2cT6Tsuw

