
第８回全日本民医連認知症懇話会   開催要項（第２報）  

 演題募集に関する追加案内、ホームページ開設のお知らせ  

2016 年 5 月 26 日  

2016 年京都現地実行委員会   

 

  日ごろの奮闘に心より敬意を表します。   

  「第 8 回全日本民医連認知症懇話会 in 京都」（2016 年 9 月 23 日～24 日開催）につい

て、演題募集に関する追加案内をさせていただきます。  

 

1. 名称  

第８回全日本民医連認知症懇話会  

 

 

2. 集会テーマ  

“地域の中で認知症とともに生き支えあう輪を未来へ”  

 

 

3. 開催の目的  

①  認知症医療・介護の実践を交流するとともに、認知症の方の「尊厳を守る」ために

必要なことは何かについて考える。  

②  民医連のめざす無差別・平等の地域包括ケアについて考え、認知症の方や支援者を

地域で支える取り組みを推進する契機とする  

 

 

4. 企画の概要  

日時 2016 年 9 月 23(金 )10：00～9 月 24 日（土）12：30 

会場 京都テルサ  

（〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町 70  ℡075-692-3400）  

規模 500 名程度  

 

＜１日目＞  ＜２日目＞  

9：00～  

10：00～  

 

 

 

 

12：00～  

13：00～  

17：00～  

18：00～  

20：00 

開場・受付開始  

開会式 実行委員長あいさつ  

講演｢京都における地域の取り組

み～京都文書からカフェまで～

（仮） ｣（京都認知症サポート医連

絡会議世話人  武地一医師）  

休憩・分散会会場へ移動  

分散会  

休憩・移動  

夕食交流会  

終了  

8:30～  

9:00～  

 

 

 

 

 

10:30～  

12：00～  

12：30～  

 

開場・受付開始  

講演「認知症疾患医療センター診療

所型が行う認知症の医療とケアの

新たな展開～診断・治療・認知症ケ

ア・家族支援、そして連携から始ま

る人材育成とは～」  

（藤本クリニック  藤本直規医師）  

全体ディスカッション  

閉会式 閉会のことば  

終了（予定）  



5. 演題募集について  

各事業所における活動から、日々の活動の中での事例の紹介、事業所間の連携、日々

の活動を通じての認知症に関わる取り組みの経験交流をはかる趣旨での演題報告をお

願いします。  

 

（１）  演題の申し込み  

①  演題申し込みは、別紙「演題申込書（修正版）」（エクセル）に必要事項を入力し、

メールでお送りください。  

（※ ポスター発表について、テーマ選択を追加させていただきましたので、改め

て「演題申込書（修正版）」（エクセル）を配信いたします。お手数ですが、修正版

でお申し込みをお願いいたします。テーマについては、下記の（ 4）演題登録に関

する追加案内事項をご参照ください。）  

②  申込み締め切りは 2016 年 6 月 30 日（木）。締切厳守。  

③  送付先アドレス：ninchi8@kyoto-min-iren.org 

④  会場及びプログラムの都合上、申し込み演題数が予定数をオーバーした場合には、

実行委員会で採用演題の選考をさせて頂く場合があります。残念ながら不採用にな

った場合には、別途お知らせいたします。  

 

 

（２）  演題の抄録・パワーポイントデータの応募について  

①  抄録は、別紙「抄録用紙」（エクセル）に必要事項を記入して応募してください。  

②  発表は原則、パワーポイント（Windows）を使用し、Ver2007 版で目的の動作をす

るよう保存してください。  

③  抄録およびパワーポイントデータはメールで送付してください。  

送付先アドレス：ninchi8@kyoto-min-iren.org 

④  抄録の提出締め切りは、7 月 31 日（日）です。  

抄録の印刷・製本の関係上、締切厳守でお願いします。なお、大会当日の変更はで

きません。  

⑤  パワーポイントの提出締め切りは、8 月 31 日（水）です。  

動作環境の確認作業などの関係上、締切厳守でお願いします。なお、大会当日の変

更はできません。また、動画の使用は禁止させていただきます。  

 

 

（３）  分科会運営について  

①  口演とポスターの 2 種類で行います。動画は使用できません。1 演題につき発表は、

口演は 7 分、ポスターは 5 分です。ポスター発表は討論時間を長くとる予定です。 

②  会場は 7 会場を予定しています（ポスター含む）。１会場あたりの入場者数は 50～

60 人を想定しています。  

 

 

（４）演題登録に関する追加案内事項  

 分科会は、口演とポスター発表の二つの形式で行います。口演かポスターのどち

らの形式を希望されるか、演題登録の際にご記入ください。応募演題が多数の場合

など、場合によってはご希望とは異なる発表形式に変更させて頂くことがあります。

その際は実行委員会より連絡させて頂きます。あらかじめご了承ください。  

口演についてはテーマは定めませんが、実行委員会の方でエントリーされた演題を

分類し、同じようなテーマでセッションに振り分けさせて頂きます。  

またポスターセッションにつきましては、実行委員会であらかじめ８つのテーマ

を決めています。それぞれのテーマに応じた演題を募集いたしますので、演題登録

の際にはテーマ番号も合わせてご記入ください。ポスターセッションは、一つのセ

ッションに 20 分程度、討論時間を設けています。日頃の実践の中でこんな工夫をし
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てうまくいった、あるいは逆にうまくいかなくて困っているなど、日々の皆さんの

取り組みを持ち寄り、気軽に意見交換しながら、新たな視点が生まれることを期待

しています。参加者の皆さんには活発な討論をお願い致します。なおポスターの   

サイズは縦 140cm、横 90cm を予定しています。  

抄録作成、発表資料作成の際は倫理的配慮、利益相反、プライバシーにご留意下

さい。  

 

ポスター発表のテーマ  

1. 認知症の人へのアクティビティとその工夫  

2. 認知症の人が安心して過ごせる環境作りとコミュニケーション  

3. 介護拒否のある方へのアプローチ  

4. 摂食困難に対するアプローチ  

5. 家族への支援  

6. 看取りの実践と課題  

7. 経済的困難な方への支援  

8. 認知症に関する地域活動  

 

 

6. 参加申し込み  

   ・別紙の参加申込書で 8 月 20 日（土）までにメールでお申し込み下さい。  

   ・演題発表参加者も別紙からお申し込み下さい。  

   ・メールアドレス：ninchi8@kyoto-min-iren.org 

   ・受付漏れを防ぐため、FAX での申し込みを希望する場合は、事前に下記までご連

絡下さい。 連絡先：075-314-5011（京都民医連事務局）  

 

7. 参加費用  

・懇話会の参加費は 2 日間で 9,000 円、1 日目のみの場合 5,000 円（昼食代込み）、2 

日目のみの場合 4,000 円。（宿泊・旅費・交流会費は別）。  

・交流会の参加費は 6,000 円です。（交流会は京都テルサ）  

・参加費と交流費は、 9 月 1 日（木）までに下記口座に振り込んで下さい。  

 京都銀行 西院支店  （普）3307425 

 名義：認知症懇話会  京都事務局長  河合  隆志  

（ニンチショウコンワカイ  キョウトジムキョクチョウ  カワイ タカシ）  

 

8. 宿泊申し込み  

宿泊については、各自でご手配をお願いします。  

秋の行楽シーズンで京都市内の宿泊は大変混雑します。宿泊をご希望の方は、お早目

にお申込をお願いします。  

以下、近隣のホテルを紹介いたします。他にもホテルが多数あります。  

 

【周辺ホテル及び地下鉄沿線ホテル】  

京都第一ホテル  http:/ /kyoto-1-hotel.jp  京都市南区東九条下殿田町４５  

１名１室利用お一人様あたり：１０，０００円  

京都プラザホテル［新館］ http://kyoto-plazahotel.co.jp/京都市南区西九条蔵王町２８  

１名１室利用お一人様あたり：９，５００円  

ホテル法華クラブ京都  http://www.hokke.co.jp/ 京都市下京区京都駅烏丸中央口正面  

１名１室利用お一人様あたり：１３，０００円  

からすま京都ホテル  http://www.kyotohotel.co.jp/ 京都市下京区烏丸通四条下ル  
１名１室利用お一人様あたり：１２，０００円  
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ホテルギンモンド京都  http://www.gimmond.co.jp/  京都市中京区御池通高倉西入  
１名１室利用お一人様あたり：１３，５００円  

ハートンホテル京都  http://www.hearton.co.jp/  京都市中京区東洞院通御池上ル船屋町４

０５  
１名１室利用お一人様あたり：１１，５００円  

京都ガーデンパレス  http://www.hotelgp-kyoto.com/ 京都市上京区烏丸通下長者町上ル

龍前町６０５  
１名１室利用お一人様あたり：１０，０００円  

 

 

㈱JTB 西日本団体旅行京都支店を通じて予約することも可能です。  

【宿泊窓口】  

㈱JTB 西日本  団体旅行京都支店   

「第８回全国民医連認知症懇話会  in 京都」宿泊デスク  

TEL：075-284-0173 （平日 9：30～17：30 土日祝休）  

お電話の際は「認知症懇話会」の宿泊問い合わせである旨をお伝えください。  

 

 

9. ホームページ開設のお知らせ  

ホームページを開設しましたので、ぜひご覧ください。  

開催要項、演題募集、ニュース、ポスター等もご覧いただけます。  

 

http://www.kyoto-min-iren.org/nin-konwa/index.html 

 

 

 

10. お問い合わせ先  

認知症懇話会京都実行委員会事務局（京都民医連事務局内）  

電話：075-314-5011  FAX：075-314-5017 
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