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大分県在宅医療
推進フォーラム
在宅で 人生会議を はじめよう
〜大切な人のための在宅医療・介護〜

て！
話し

とき

令和元年

12月21日 土

9:30 〜16:40

受付 9:00 より

ところ J:COM ホルトホール大分 3 階大会議室ほか
(JR 大分駅上野の森口より徒歩 1 分 )

『人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）
』とは
もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、
前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取組です。

体験・相談・展示コーナー

●介護劇
「家を愛するおじいちゃん〜在宅療養者の一日〜」

●体験・相談コーナー ●カフェコーナー
●リハビリ・介護用品展示コーナー
人生会議体験

特別講演

10:00〜12:30

『地域でつむぐACP
〜健やかな老い、
健やかな死を実現するために〜』
にのさかクリニック

大切な人に自分の希望を伝えるための「エンディングノート」と、
人生の最期にどうありたいかを身近に考える
「もしバナゲーム™」を体験してみましょう。

参加申し込み締切 12 月 10 日（火）

院長

二ノ坂 保喜

先生

パネルディスカッション

14:40〜16:40

『エンディングノート & もしバナゲーム™体験』

13:30〜14:30

14:40〜16:40

『皆さんで人生会議をしませんか！』
年老いた親‥だんだんとむせることが増え、食べら
れなくなったら、どうしますか。
現場の医師・看護師・ケアマネジャー・家族代表
と会場の皆さんで一緒に考えていきましょう

申し込み方法については裏面をご覧ください

大分県在宅医療推進フォーラム事務局（やまおか在宅クリニック内） 担当：加藤
大分県在宅医療推進フォーラム公式FBページ
TEL：097-545-8008 FAX：097-545-8108
https://www.facebook.com/
大分県在宅医療推進
E-mail：zaitaku.suisin.oita@gmail.com
zaitaku.suisin.oita/
主催：大分県在宅医療推進フォーラム実行委員会 / 大分県
後援：大分県医師会・大分県歯科医師会・大分県薬剤師会・大分県看護協会・大分県病院協会・大分県精神科病院協会
大分県栄養士会・大分県社会福祉協議会・大分県社会福祉士会・大分県医療ソーシャルワーカー協会・大分県介護福祉士会
大分県介護支援専門員協会・大分県理学療法士協会・大分県作業療法協会・大分県言語聴覚士協会・大分県歯科衛生士会
大分県訪問看護ステーション協議会

検索

令和元年度 大分県在宅医療推進フォーラム
大会議室
9:00
9:30

302/303会議室

開場・受付開始 （受付 : 大会議室前）
開会挨拶
やまおか在宅クリニック
大分県知事

9:40
10:00

プログラム

オリエンテーション

院長

山岡
広瀬

憲夫
勝貞

お好きなコーナーに
ご自由にご参加くださ
い！

各プログラムの見どころや体験・展示内容の説明

体験・相談・展示コーナー
介護劇
「家を愛するおじいちゃん
〜在宅療養者の一日〜」
10:00 〜／ 11:20 〜
※同内容 2 回公演
在宅医療・介護の経験豊富な専門職た
ちが、自宅で療養中のおじいちゃんと
そのご家族を支える模様を紹介します。
在宅医療・介護の実際を垣間見ること
ができますので、どうぞご覧ください。

12:30
13:30

カフェコーナー

体験・相談コーナー

カフェコーナーで休憩やお
しゃべりのひと時をご自由に
お過ごしください。温かい飲
み物を用意しています。

★お薬相談★食と栄養★歯とお口のケア
・各専門職から講話(15分ずつ)
・体験/相談
10:00〜/11:20〜 ※同内容2回講話

展示コーナー

お薬の飲み方や管理の方法、
いつまでもおいしく食べ
るための工夫やお手入れの仕方など、
明日からの暮ら
しにすぐ役立つ情報を聞いてみませんか。お困りごと
のご相談もお気軽にどうぞ。
試食・試飲、サンプル品
配布などもあります！

便利なリハビリ・介護用品を
実際手に取ってご覧ください。
質問もお受けします！

特別講演
『地域でつむぐACP
〜健やかな老い、健やかな死を実現するために〜』
にのさかクリニック

二ノ坂 保喜

講師プロフィール

院長

先生

1996年福岡市に、
にのさかクリニックを開設。
在宅ケア・在宅ホスピスへの取り組み
はもちろん、
「バングラデシュと手をつなぐ会」での海外協力など幅広く活動中。
2014
年、地域に貢献する医師へ贈られる
「日本医師会赤ひげ大賞」
を受賞。

14:30
14:40

人生会議体験 （定員100名）

パネルディスカッション
『皆さんで人生会議をしませんか！』

エンディングノート＆もしバナゲーム™体験
「人生会議」は“もしも”のときに備えて、自分の思いや願
いを話し合い、共有しておくことです。
エンディングノー
ト・もしバナゲーム™を通じて、
楽しく人生会議を体験し
てみませんか。

年老いた親‥だんだんとむせることが増え、食べられなくなったら、
どうしますか。
現場の医師・看護師・ケアマネジャー・家族代表と会場の皆さ
んで一緒に考えていきましょう。

講師

16:40
17:45

閉会挨拶
懇親会

先着 50 名様

※事前申込者のみ

会場：ホルトガーデン（ホルトホール大分 3 階）

お申し込みについて

小畑 麻乙 さん (糸島医師会ソーシャルワーカー)
岡江 晃児 さん (杵築市ソーシャルワーカー)

申し込み締切：令和元年

参加費 4,000 円

12 月 10 日（火）

●モバイルからのお申し込みは右記の QR コードから
●メールからのお申し込みは zaitaku.suisin.oita@gmail.com まで
●FAX からのお申し込みは下記の申し込み用紙にご記入の上 宛先までご送信ください。

FAX 097-545-8108
参加申し込み用紙

氏名

やまおか在宅クリニック 宛

連絡先（いずれかひとつ）
□ TEL

□ FAX

□ E-mail

所属名
（

県

適宜コピーして
ご利用ください

担当：加藤
参加プログラムへチェック □

市・郡）

□ 劇・体験・相談・展示

懇親会 □

□ 特別講演
□参加

※以下はいずれか一方のみ

□ パネルディスカッション もしくは □ 人生会議体験
□ TEL

□ FAX

□ E-mail

（

県

市・郡）

□ 劇・体験・相談・展示

□ 特別講演
□参加

※以下はいずれか一方のみ

□ パネルディスカッション もしくは □ 人生会議体験
□ TEL

□ FAX

□ E-mail

（

県

市・郡）

□ 劇・体験・相談・展示

□ 特別講演

※以下はいずれか一方のみ

□参加

□ パネルディスカッション もしくは □ 人生会議体験

ご記入が終わりましたらそのまま FAX でお送りください

※懇親会について：事前申込者のみ先着 50 名まで。参加費 4,000 円は当日徴収いたします

