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日　程　表　第１日目　10月 22日（土）
歴彩館 稲盛記念会館

第１会場 第２会場 第６会場 第７会場 第８会場
１F 大ホール １F　小ホール ２F 208 号室 ２F 207 号室 ２F 203 号室

配信あり 一般市民　入場不可
9:00

10:00

11:00

12:00

12：20 ～ 12：50

開会式

13:00
13：00 ～ 13：45
講演１

「高齢者、認知症と就労」
在宅でものつくり

座長：村上 晶之
演者：小川 敬之

13：00 ～ 14：00
パネルディスカッション１

「この子らを世の光に」
～医療的ケア児に届ける食支援

座長：伊藤 明彦、和田 智仁
演者：口分田 政夫、下條 美佳、

秋山 友佳、吉本 美枝

13：00 ～ 14：00
在宅医療連合学会

（近畿支部立ち上げ）プロジェクト

【京都・滋賀】臨床宗教師と地域
包括ケアシステム

座長：梅山 信
演者：鵜飼 亜由美、森田 敬史、

梅山 信

13：00 ～ 14：00

一般演題

～ケアの実践～

座長：菅沼 一平
演者：仲田 公彦、田鎖 志瑞、

花木 恵、三村 卓司、村上 成美

14:00
13：55 ～ 15：10

シンポジウム１

京都の在宅医療～京都の町で、
“ 暮らし ”、そして “ 生ききる ”

を叶えるために～

座長：藤田 祝子、宇都宮 宏子
演者：渡辺 康介、堀内 房成、

早川 さくら

14：00 ～ 15：00

一般演題

～連携①～

座長：出口 むつみ
演者：笹岡 大史、城谷 典保、

中村 知夫、信川 千賀子、金子 静香

14：10 ～ 15：10
シンポジウム３

ぎょーさん連携おきばりやす
～京のマイナー職種による

在宅食支援～
日本在宅栄養管理学会コラボ企画

座長：前田 佳予子
演者：中川 研人、戸倉 晶子、

樹山 敏子

14：10 ～ 15：30

シンポジウム４

学生と共生・創生社会作りの
取り組み　Kyoto's

座長：小林 篤史、森田 浩史
演者：榊 英介、上埜 佳代子、

関 道子

15:00

15：00 ～ 16：40

在宅医療連合学会

（近畿支部立ち上げ）プロジェクト

【奈良・和歌山】障害に対する
自助具作成の指導者を

育成するためのワークショップ

座長：中谷 匡登
演者：中谷 匡登、 北田 千恵、

小野 文、藤澤 恵美子

15：00 ～ 16：00

一般演題

～連携②～

座長：土井 正樹
演者：渡邊 朋子、髙橋 一幸、

八森 淳、糟谷 明範

15：20 ～ 16：40

シンポジウム２

医療と宗教

座長：三浦 紀夫、岡山 容子
演者：大河内 大博、藤原 健久

一般市民　入場不可

15：20 ～ 16：50

共催セミナー
（日本ベーリンガー
インゲルハイム協賛）

心不全の地域連携

座長：白石 裕一
演者：牧田 茂

パネリスト：横山 広行、山部 さおり、
福島 奈津美、藤重 早希

16:00
16：00 ～ 16：40
一般演題

～教育と人材育成・研修～

座長：宮本 雄気
演者：千田 一嘉、堀 智子、

井藤 直美、前田 淳子、清藤 千景

17:00
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稲盛記念会館 歴彩館
第９会場 第 10 会場 第 11 会場 第 12 会場 第 13 会場

２F 210 号室 ２F 202 号室 ２F 201 号室 １F 小ホール前 １F 大ホール前

一般市民　入場不可
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13：00 ～ 16：40

カフェデモンク移動傾聴喫茶
Cafe de Monk

（カフェ・デ・モンク）

13：00 ～ 16：40

入棺体験

13：00 ～ 16：40

ポスター会場

日本意思決定支援推進機構
京都訪問栄養士ネット

就労移行センターアステップむろまち
はなす　たべる　くらす舎

京都自死・自殺相談センター
京都車いす点検ボランティア「スイマルク」
京都光華女子大学　言語聴覚専攻

かさい食堂　食を通したやさしい町つくり

13：00 ～ 16：40

一般企業展示

13：15 ～ 13：45
ミニレクチャー１

医師の在宅医療ことはじめ
座長：関 透、都築 邦司
演者：川島 和彦、関 透

13：50 ～ 14：20
ミニレクチャー１

歯科医師の在宅医療ことはじめ
座長：関 透、都築 邦司

演者：大河 貴久

14:00

14：25 ～ 14：55
ミニレクチャー１

京都の口腔サポートセンター
座長：関 透、都築 邦司

演者：松江 善信

15:00
15：00 ～ 15：30
ミニレクチャー１

在宅医療における食事介助
座長：樋口 眞宏、西村 豊

演者：高田 耕平

15：35 ～ 16：05
ミニレクチャー１

在宅中心静脈栄養（HPN）管理
座長：樋口 眞宏、西村 豊

演者：竹本 真弥 16:00

16：10 ～ 16：40
ミニレクチャー１

在宅緩和医療における PCA ポンプ管理
座長：樋口 眞宏、西村 豊

演者：西村 早織

17:00
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日　程　表　第２日目　10月 23日（日）
歴彩館 稲盛記念会館

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場
１F 大ホール １F　小ホール １F 104 号室 １F 103 号室 １F 102 号室

配信あり
9:00

9：00 ～ 10：20

パネルディスカッション３

京都府医療的ケア児等支援セン
ターの役割と取組

座長：松井 裕美子
演者：喜田 真理子、藤井 蕗

9：00 ～ 10：20

パネルディスカッション５

ACP（アドバンス・ケア・プラ
ンニング）、私がつむぎ、私の

仲間がつないでいますか？
～京都式オレンジプラン ”10 の

アイメッセージ “ から、
今思うこと～

座長：宇都宮 宏子
演者：井上 基、北野 太朗、河合 雅美

9：00 ～ 10：20

パネルディスカッション７

高齢者・認知症・フレイルの
方々に向けた新たな介護予防

事業の取り組み

座長：小川 敬之
演者：服部 真治、河本 あゆみ、

名倉 和幸、野村 直史

9：15 ～ 10：15

講演２

注文を間違えるリストランテ

座長：小林 篤史
演者：平井 万紀子

10:00

10：00 ～ 11：30

在宅医療連合学会

（近畿支部立ち上げ）プロジェクト
【大阪・兵庫】劇団『ザイタク』

特別講演「勇じいさんの
LIVING WILL と遺言状」

～医療・介護スタッフ達が
考える延命治療～

座長：桜井 隆、白山 宏人
演者：白山 宏人、桜井 隆、

清水 政克

10：30 ～ 12：00

シンポジウム５

京都府、京 MED 合同企画
京都の新しい医療産業連携

座長：近藤 尚己、荒金 英樹
演者：松味 利晃、山内 淳、

北 昌規、三寺 歩

10：40 ～ 12：00

パネルディスカッション４

在宅医療×救急医療×災害医療
～現場チームのビルドアップの実際～

座長：守上 佳樹
演者：守上 佳樹、小林 正宜、

小林 篤史、佐藤 礼子

10：40 ～ 12：00

パネルディスカッション６

薬剤師よ、地域へ飛び出そう !!
～在宅訪問を始めてみませんか ? ～

座長：黄前 尚樹、佐藤 加津美
演者：氏内 圭一、二村 直行、

平賀 愛、芝原 由典

10：40 ～ 12：00

パネルディスカッション８

退院支援での事例検討。
～正解のみえない退院支援を通して～

座長：都築 邦司
演者：立山 みき、空閑 みゆき

11:00

11：40 ～ 12：30
パネルディスカッション２

“ 在宅ひとり死 ” を考える。「最
期まで自宅で過ごしたい」をか

なえるために必要なこと。

座長：藤田 祝子
演者：伊藤 照明、松本 光正、

出口 むつみ、山本 かおり

12:00

12：30 ～ 13：00

閉会式

13:00

14:00

14：00 ～ 16：00

市民公開講座

社会福祉法人佛子園のとりくみ
～人をつなぐ　地域をつなぐ～

座長：村上 晶之
演者：雄谷 良成

鼎談：雄谷 良成、松村 淳子、
荒金 英樹

15:00

16:00

17:00
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稲盛記念会館 歴彩館
第８会場 第９会場 第 10 会場 第 11 会場 第 12 会場 第 13 会場

２F 203 号室 ２F 210 号室 ２F 202 号室 ２F 201 号室 １F 小ホール前 １F 大ホール前

一般市民　入場不可 一般市民　入場不可
9:00

9：00 ～ 10：00

一般演題

～疾患別在宅医療の取り組み①～

座長：渡辺 剛
演者：稲葉 典子、山本 誠士、

後藤 夕輝、梅本 朋幸

9：00 ～ 12：00

カフェデモンク

移動傾聴喫茶
Cafe de Monk

（カフェ・デ・モンク）

9：00 ～ 12：00

入棺体験

9：00 ～ 15：00

ポスター

日本意思決定支援推進機構
京都訪問栄養士ネット

就労移行センターアステップむろまち
はなす　たべる　くらす舎
京都自死・自殺相談センター

京都車いす点検ボランティア「スイマルク」
京都光華女子大学　言語聴覚専攻
かさい食堂　食を通したやさしい町つくり

9：00 ～ 15：00

一般企業展示
京MED企業展示

9：15 ～ 9：50
ミニレクチャー２

認知症の方への対応・接し方
座長：藤澤 泉利、田本 幸栄

演者：上田 敬太

9：55 ～ 10：30
ミニレクチャー２

皮膚・排泄・褥瘡ケア管理
座長：藤澤 泉利、田本 幸栄

演者：渡邊 朋子

10:00

10：00 ～ 11：00

一般演題

～疾患別在宅医療の取り組み②～

座長：田中 誠
演者：大井 裕子、荘司 輝昭、

水原 章浩、鈴木 洋平、國光 克知

10：35 ～ 11：10
ミニレクチャー２

在宅医療における排泄
座長：藤澤 泉利、田本 幸栄

演者：浜田 きよ子
11:00

11：00 ～ 12：00

一般演題

～制度・その他～

座長：戎井 浩二
演者：泰田 康司、大友 路子、

久田 祥雄、村上 啓司

11：15 ～ 11：50
ミニレクチャー２

在宅経腸栄養（HEN）、胃瘻管理
座長：藤澤 泉利、田本 幸栄

演者：山田 圭似子

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00


