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1.趣  旨   平成 15 年に活動を始めました南北海道グループホーム協会は、グループホーム等

の施設で認知症介護に携わる職員の資質向上と、一般市民の方々へ向けて、認知症

についての正しい理解を普及するための一助になりたいとの思いを実現に移すため、

南北海道認知症フォーラムと銘打って講演会活動を行って参りました。一任意団体

の活動がここまで継続することができたのも、会員施設のご協力はもとより、行政

からのご支援や本協会の活動やフォーラムの趣旨にご賛同頂き、ご登壇頂きました

講師の皆様のお力があってのものであり、改めてお礼申し上げたいと存じます。 

        本年はこの北海道の地に新幹線が開業した記念すべき年でございます。より近さ

を感じられるようになりました青森県のグループホーム事業者団体の皆様にも私ど

もの会の研修のご案内をさせて頂いたところ、会員の皆様へのご紹介を快諾して頂

くことが叶いました。これを機により交流を深め、認知症介護やグループホームケ

アをより一段高めていける一歩に出来たら幸いと思っております。 

新幹線開通により身近になった地域で活躍される先生をお招きし、必ずや皆様の

実践にいかすことができるものがお話の隅々に散りばめられておりますのでご期待

頂きたいと存じます。講師の皆様にはお忙しい身でありながら、この度の趣旨にご

賛同頂き駆けつけて頂くことが叶いました。またとない機会でございますので、多

くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

2.主  催  南北海道グループホーム協会 

        

3.共  催  小野薬品工業株式会社  

 

4.後  援  函館市 

北海道渡島総合振興局（申請中） 

北海道檜山振興局 

公益社団法人函館市医師会 

一般社団法人日本認知症ケア学会（申請中） 

一般社団法人北海道認知症グループホーム協会 

NPO 法人ケアマネージャーネットワーク函館（申請中） 

函館市地域包括支援センター連絡協議会（申請中） 

函館認知症の人を支える会 

 

5.と  き  平成 28 年 10 月 8 日（土）9：50 ～ 16：15  

 

6.と こ ろ  フォーポイント バイ シェラトン函館（旧 ロワジ－ルホテル函館） 

       函館市若松町 14-10（会場への直接のお問い合わせはご遠慮下さい） 

 

7.参加定員  350 名 

 

8.参加対象  ①南北海道グループホーム協会会員施設職員 

②日本認知症ケア学会会員、認知症ケア専門士 

③介護・医療・福祉施設関係職員、行政関係者 

④介護・看護系学校教員、学生 

⑤一般市民 



9.参 加 費  １,000 円 ただし介護・看護系学校学生は学生証提示により無料とする  

 

10.単位認定   認知症ケア専門士単位：3 単位予定 

 

11.プログラム   
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12.内  容 

 

行政報告 「函館市における認知症施策の推進について」 

      佐藤 進二 氏   

       【函館市保健福祉部高齢福祉課 課長】 

 

講 演 Ⅰ 「青森県における認知症のケアと医療の現状と特色」 

下田 肇 氏   

       【医療法人サンメディコ 理事長】 

 

講 演 Ⅱ 「地域に広がる認知症カフェのあり方と実践方法」 

矢吹 知之 氏       

       【認知症介護研究・研修仙台センター 主任研修研究員】 

        

講 演 Ⅲ 「認知症の診断と治療」 

      東海林 幹夫 氏 

【弘前大学大学院医学研究科脳神経内科学講座 神経内科 教授】 

        

13.参加にあたって 

昼食については、参加申込時に弁当（1,000 円、お茶付）の予約をすることができます。 

参加申込書の弁当注文欄でお申し込み下さい。料金は当日の参加受付の際にお支払い頂き、引

換券をお渡し致します。なるべく、つり銭のないようにお願い致します。お申し込み後のキャ

ンセルならびにご予約が無い方への当日販売は出来ませんのでご了承下さい。 

 

14.懇親会のお知らせ 

  講師の先生をお招きしまして、ご講演終了後の 10 月 8 日（土）17：30 より同ホテルにて懇親

会を開催致します。（会費 5,000 円、2 時間程度） 

参加ご希望の方は参加申込書の懇親会出席欄にてお申し込み下さい。 

 

 

 

（フォーラムに関するお問い合わせ先） 

南北海道グループホーム協会 事務局 

函館あいの里 担当  小野寺 

電話 0138-47-4331 
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送付先 ＦＡＸ：0138-47-4840     送付先 ＦＡＸ：0138-47-4840     送付先 ＦＡＸ：0138-47-4840     送付先 ＦＡＸ：0138-47-4840             参加申込締切日：平成 28 年 9 月 20 日参加申込締切日：平成 28 年 9 月 20 日参加申込締切日：平成 28 年 9 月 20 日参加申込締切日：平成 28 年 9 月 20 日     
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日時：平成２８年１０月８日（土） ９：５０ ～ １６：２０    日時：平成２８年１０月８日（土） ９：５０ ～ １６：２０    日時：平成２８年１０月８日（土） ９：５０ ～ １６：２０    日時：平成２８年１０月８日（土） ９：５０ ～ １６：２０        

行政報告 １０：００～１０：３０ 佐藤  進二  氏 「函館市における認知症施策の推進について」 

講 演 Ⅰ １０：３０～１２：００ 下田     肇  氏 「青森県における認知症のケアと医療の現状と特色」 

講 演 Ⅱ １３：００～１４：３０ 矢吹  知之  氏 「地域に広がる認知症カフェのあり方と実践方法」 

講 演 Ⅲ １４：４５～１６：１５ 東海林 幹夫  氏 「認知症の診断と治療」 

懇親会参加ならびに弁当注文される方は該当欄に○をつけて下さい。弁当を複数希望する場合は個数を記入して下さい。  

注文後のキャンセルは出来ませんのでご了承下さい。  
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