


●スケジュール
■第１日目　１２月３日（土）

時　　間 内　　容 場　所

9:00 受付開始

9:30-10:10 開会式 ピアザホール

理事長挨拶 塩飽　邦憲(島根大学医学部環境予防医学) 

大会長挨拶 中原　俊隆（京都大学医学部公衆衛生学）

来賓挨拶 嘉田　由紀子　滋賀県知事

来賓挨拶 目信　　滋賀県後期高齢者医療広域連合長（大津市長）

10:15-12:30 シンポジウム１　　県民公開講座 ピアザホール

 滋賀の「医療福祉」ネットワークフォーラム 

テーマ：「ありがとう」がつなぐ地域医療

12:30-13:30

13:30-15:00 寄合ワークショップ 201～207会議室

301～302会議室

15:00-15:30 準備時間・休憩 ピアザホール
大会議室

15:30-17:00 寄合ワークショップ

17:30- 懇親会 ホテルピアザびわ湖６F　クリスタルルーム

■第２日目　１２月４日（日）

時　　間 内　　容 場　所

8:30 受付開始

9:00-10:00 学術講演　　     公開講座 ピアザホール

「滋賀の未来戦略　

地域を支える医療福祉・在宅看取りプロジェクトについて」

滋賀県健康福祉部　理事　苗村　光廣

10:00-10:30 大会長講演　　   公開講座 ピアザホール

「健康福祉政策の動向ーヘルスプロモーションから後期高齢者医療へー」

京都大学医学部公衆衛生学　教授　　中原　俊隆

10:30-12:30 シンポジウム２　　公開講座 ピアザホール

高齢者が安心して暮らしていける地域づくりフォーラム

テーマ：後期高齢者医療制度における保険者機能の発揮と健康づくり

12:30-13:30 昼休み    日本健康福祉政策学会公開委員会 206会議室

13:30-14:30 招待講演 ピアザホール

「医療は変わる」

独立行政法人　国立長寿医療研究センター　総長　　大島　伸一

14:30-15:30 壁新聞発表（ポスターセッション） 207会議室

15:30-16:30 ワークショップまとめ・閉会式 ピアザホール

昼休み



 

 医療は変わる 

   【講演者】大島 伸一 さん（独立行政法人国立長寿医療研究センター 総長） 

 

 

 

 滋賀の未来戦略 地域を支える医療福祉・在宅看取り 

                   プロジェクトについて 

     【講演者】苗村 光廣 さん（滋賀県健康福祉部 理事） 

 
 

 

 「ありがとう」がつなぐ地域医療 

     【パネリスト】 

                西川   甫 さん （滋賀医科大学模擬患者の会 代表） 

        川村 啓子 さん （彦根市の地域医療を守る会 代表） 

        垰田 和史 さん （ＮＰＯ「滋賀医療人育成協力機構」理事） 

        嘉田 由紀子 さん（滋賀県知事）                

   【コーディネーター】 

        吉川 隆一 さん （滋賀県健康福祉部参与<前滋賀医科大学学長>） 

 

 

 

  健康福祉政策の動向 

    ～ヘルスプロモーションから後期高齢者医療へ～ 

   【講演者】中原 俊隆 さん（京都大学医学部公衆衛生学 教授） 

 

      

 

  後期高齢者医療制度における保険者機能の発揮と健康づくり 

     【パネリスト】 

                小島 宏司 さん（竜王町国民健康保険診療所（歯科）所長） 

        大橋 里香 さん（米原市健康福祉部健康づくり課 主任） 

        福井  久  （滋賀県後期高齢者医療広域連合総務企画課 課長） 

   【コーディネーター】 

        里村 一成 さん（京都大学医学部公衆衛生学教室 准教授）  

招待講演 

講演 

シンポジウム１（主催：滋賀県、医療福祉・在宅看取りの地域創造会議） 

大会長講演 

シンポジウム２（主催：滋賀県後期高齢者医療広域連合） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 我が国では、世界に例を見ないスピードで高齢化が進み、４人に１人が高齢者という、他のどこの国

も経験したことのない超高齢社会を迎えようとしており、急速に進展する高齢化に伴う医療費の増大が

避けられない中、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成 20 年 4 月から後期高齢者医療制

度がスタートしました。 

滋賀県後期高齢者医療広域連合では、この制度の定着と安定に向けて、高齢者の皆さまが安心して  

医療を受診していただくとともに、健康で生き生きと過ごしていただくこと（健康寿命の延伸）を 

目指して、医療保険財政の安定運営と高齢者の健康増進施策の推進を保険者の大きな２つの役割と 

位置付け、制度の運営を行っております。 

 このフォーラムは、広域連合や構成市町、関係機関が連携して高齢者の健康づくり施策を推進するこ

とを通して、医療保険者の役割の再確認と保険者機能の強化を目的に開催します。 

テーマ：「後期高齢者医療制度における保険者機能の発揮と健康づくり」 

   ○パネラー 

      小島 宏司 さん （竜王町国民健康保険診療所（歯科） 所長） 

                ～口腔ケア・訪問歯科指導について～ 
 

      大橋 里香 さん （米原市健康福祉部健康づくり課 主任） 

                ～腎疾患の予防・適正管理について～ 
 

      福井  久       （滋賀県後期高齢者医療広域連合総務企画課 課長） 

                ～滋賀県後期高齢者医療広域連合の取り組みについて～ 

○コーディネーター 

      里村 一成 さん（京都大学医学部公衆衛生学教室 准教授） 

 

    日本健康福祉政策学会 公開講座 

日 時 会 場 ピアザ淡海 ピアザホール 

参加費 

滋賀県大津市におの浜一丁目１番２０号 

 

無料 （定員４００名 先着順） 

※当日は、午前９時から日本健康福祉政策学会の講演が行われますので、是非フォーラムと併せてご参加下さい。 

※事前申込は不要、直接会場にお越し下さい 

パネルディスカッション 



 

 

 

 

① J R 大津駅から京阪・近江バス 

なぎさ公園線約 8 分「ピアザ淡海」下車 

② J R 大津駅からタクシー約 5 分 

③ J R 膳所駅から徒歩約 12 分 

④ 京阪電車石場駅から徒歩約 5 分 

⑤ 名神大津 I.C.から約 7 分 

  ※地下駐車場 77 台（有料） 

    会 場 案 内 

■周辺案内図 ■付近詳細図 

  滋賀県後期高齢者医療広域連合とは 

 後期高齢者医療制度の被保険者は、75 歳以上の人と、65 歳以上 75 歳未満の人で申請により広域連

合が一定の障がいがあると認めた人です。制度の運営は、各都道府県ごとにそれぞれすべての市町村が

加入する後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担して行っています。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合は、平成 19 年 2 月に設立され、現在 19 の構成市町により保険制度

を運営しています。 

☎お問い合わせ 

主催：滋賀県後期高齢者医療広域連合 

 

〒520-0044 大津市京町四丁目３番２８号 滋賀県厚生会館４階 

        TEL：０７７－５２２－３０１３ 

～アクセス～ 



●寄合ワークショップ
番号 テーマ 代表者 代表者所属 ご参加頂きたい方の対象（参考） 会場

1
地域の健康生活を創る
－チームで支え発展させる医療福祉 －

笹田昌孝
滋賀県立成人病センター
総長・病院長

住民が健康的な生活を日〄送
るために、必要に応じて医療・
介護・福祉の多面から、また病・
診・在宅が一体となってその役
割を果たすとの将来像に向け、
現在第一線で活躍しておられる
方〄、そして行政のみなさんが
ともに学ぶことを目的としまし
た。住民のみなさんも含めて幅
広く、またわかり易い内容の話
し合いになりますので、ぜひ多く
の方〄にご参加頂き、なごやか
な学ぶ会になればと願っていま
す。
　

ピアザホール 13:30-15:00 15:30-17:00

2
東日本大震災から学ぶこと
～福島からの発信～

西本美和 大津市役所健康長寿課 どなたでもご参加ください 大会議室 13:30-15:00 15:30-17:00

地域の高齢者の安心の暮らしづくりに役
立ちたい
　　　―「移動商店街」

細川隆司
社団法人
滋賀県社会就労事業振興
センター

行政関係者、社会福祉法人関
係者、作業所職員、一般商店主
や流通業者、地域の製造業者、
ＮＰＯ等で地域づくりや生産活
動を行っている人、元気で意欲
的な高齢者

13:30-15:00

作業所の枞組みを越えて地域で働く場
を・・・「地域協働事業所」

木下知幸
社団法人
滋賀県社会就労事業振興
センター

〃 15:30-17:00

4
介護予防でまちづくり
　～いきいき百歳体操で地域がかわる～

堀川俊一
高知市健康推進担当/理
事

介護予防に関心のある人（行
政、市民、事業所、専門職等）、
地域づくり、まちづくりに関心の
あるすべての人

13:30-15:00

5

「政策作りって何？　政策って難しそ
う･･･」
～素朴な疑問から出し合って考えよう～

山口　忍
岩永俊博
進邦徹夫

茨城県立医療大学
(社）地域医療振興協会
ヘルスプロモーション研究セン
ター
杏林大学総合政策学部

公衆衛生従事者だけでなく、地
域で活動している方、住民の方
など、どなたも大歓迎です。

15:30-17:00

6 在宅療養を支える看護 小川薫子
草津市健康福祉部
地域包括支援センター
(滋賀県看護協会)

保健医療福祉関係の従事者
市民等

13:30-15:00

7
健康づくりボランティア活動の現状とこれ
から

坂口和代
福山一枝

大津市膳所すこやか相談
所、
滋賀県草津保健所

どなたでもご参加ください 15:30-17:00

8
地域連携推進センターの取り組みを紹介
するコーナー

武藤　真來　
成安造形大学地域連携推
進センター

どなたでもご参加ください 206会議室 13:30-15:00 15:30-17:00

9
「外遊び」のすすめ
～“子どもも大人も地域の中で自ら育つ”
環境づくりを考えよう！～

岸川綾子
社会福祉法人
滋賀県社会福祉協議会

特に限定していません。
子どもの遊びの環境に興味・関
心のある方ならどなたでも。

207会議室 13:30-15:00 15:30-17:00

10
障害者自立支援法その後
障がい者制度改革推進会議総合福祉部
会の骨格提言策定の過程と内容

松田正己
東京家政学院大学
現代生活学部健康栄養学
科

障害者制度改革の動きに関心
のある人
当事者中心の政策検討過程に
関心のある人
障害分野から見た社会保障の
あり方に関心のある人

202会議室 13:30-15:00

11
「支え合いによる安心な地域社会を目指
して」
　　～あったかほーむの実践から～

前阪良憲
社会福祉法人　真盛園
地域交流センター
「老いも若きも」

特に限定しません 13:30-15:00

12

社協(社会福祉協議会)は住民の期待に
応えているか
　―地域生活支援へ社協の担うべき役割
と進路を考える―

渡部英二 出雲市社会福祉協議会
社協関係者、市民、どなたでも
お気軽にご参加ください

15:30-17:00

205会議室

302会議室

3

平成23年12月3日１３：３０－１７：００
時間

203会議室

204会議室


