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趣意書 

 

平成26年2月吉日 

 

第20回全国の集いｉｎ岡山2014 

協賛のお願い 

 

謹啓  

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平成26年9月14日（日）～15日（月・祝）に岡山コンベンションセンターにてNPO在宅ケア

を支える診療所・市民全国ネットワーク第20回全国の集いin岡山2014を開催させていただき

ます。ご参加いただく皆様の記憶に残るような大会を目指して全力を挙げて準備をさせてい

ただきます。  

大会のメインテーマは「いのちとくらしを守る地域づくり 地域包括ケアシステムと在宅

ケアを支える診療所・市民の役割 吉備の国から日本が変わる～歴史・文化・人～」とし、

安心して暮らせる地域づくりを、医師を含めた多職種協働で討論や研修を行いたいと思いま

す。 

大会では、例年同様、口頭及びポスター・テーブルディスカッションによる研究発表に加

えて、基調講演、シンポジウム、企業展示、ランチョンセミナー等を予定しております。岡

山市と共催の形で市民にも意欲的なPRをお願いし、文字通り医療・介護・行政・市民が一体

となって岡山の集いを成功させたいと思います。  

大会の開催に際しましては、貴社のご理解とご協賛を賜ればと存じます。そして、安心し

て暮らせる地域づくりへ向けて実り多い大会になるようにご協力いただければ幸いです。  

末筆ながら、貴社の益々のご繁栄を心より祈念いたします。 

謹白 

 

ＮＰＯ在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 

会長：苛原 実 

（千葉県松戸市：医療法人社団 実幸会 理事長） 

 

第20回全国の集いin岡山2014 

大会長：青木 佳之 

（岡山県岡山市：医療法人 青木内科小児科医院理事長） 

  



 

 

大会概要                                  

１．名      称 :  NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 

             第20回全国の集いin岡山2014 

 

２．テ  ー  マ :  いのちとくらしを守る地域づくり 

地域包括ケアシステムと在宅ケアを支える診療所・市民の役割 

吉備の国から日本が変わる～歴史・文化・人～ 

 

３．主    催  ：  NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 

 

４．主    管  ：  第20回全国の集いin岡山2014 実行委員会 

 

５．責 任 者  ：  大会長 青木 佳之  

青木内科小児科医院 〒701-0204 岡山県岡山市南区大福281-5 

電話 086-281-2266  FAX 086-282-8858 

６．会   期 ： 平成26（2014）年 9月14日（日）～15日（月・祝）  

 

７．会   場 ： 岡山コンベンションセンター 

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町１４−１ 

TEL： 086-214-1000（代） 

 

８．組織委員会 ： 組織委員一覧参照 

 

９．対 象 者 ： 会員及び一般市民 1,500名予定（2日間）  

 

10．開催計画の概要  

（１）大会の構成  

大会長基調講演、講演、基調シンポジウム、一般シンポジウム、分科会、 

実践交流会（口演・ポスターテーブルディスカッション）、ランチョンセミナー、 

付設展示会 

 

（２）プログラム主題（案）  

○緩和ケアと看取り 

○地域リハビリと介護予防 

○口腔ケアと栄養管理 

○在宅生活の継続（住宅と独居） 

○多職種情報共有 

○訪問と通所サービス 

○認知症 

○小児と子育て支援 

○薬と生活 

○地域包括ケアシステム 

○新しい試み   など 

※プログラムは現段階の予定のため、変更となる場合がございます。 

 

  



 

 

（３）日程表 

2014年 午前 午後 夜 

9月14日（日）  開会式・大会長基調講演 

基調シンポジウム①② 

ランチョンセミナー 

実践交流会 

懇親会 

9月15日(月・祝) NPO総会 

カテゴリー別各種企画 

（シンポジウム・講演会） 

 

ランチョンセミナー 

カテゴリー別各種企画 

（シンポジウム・講演会） 

閉会式 

 

 

11．大会事務局  : 〒701-0204  岡山県岡山市南区大福281-5  

青木内科小児科医院内  

大会事務局長：重平 典子 

TEL：086-281-2266 

E-mail： okayama2014@zenkokunotsudoi.com 

 

12．大会HP    ： http://www.zenkokunotsudoi.com/ 

 

13．過去 5年の大会実績 

 

第 15 回全国の集い in 群馬  

日時 ： 2009年 9月 20日～ 21日 

テーマ ： 『こころを科学し暮らしに寄り添い地域を創る 

～多職種協働ネットワークがパラダイムを変える～』 

開催場所 ： ベイシア文化ホール（群馬県民会館）前橋商工会議所 

参加人数 ： 約 1,100名 

 

第 16回全国の集い in 名古屋  

日時 ： 2010年 10月 10日～ 11日 

テーマ ： 『家族を大切にできる地域づくり』 

開催場所 ： 名城大学天白キャンパス 

参加人数 ： 約 1,400名 

 

第 17回全国の集い in しんしゅう 

日時 ： 2011年 9月 18日～ 19日 

テーマ ： 『住みなれた地域で最期まで暮らしつづけるために』 

開催場所 ： 長野県松本文化会館 ／ 信州大学医学部附属病院 

参加人数 ： 約 1,000名 

 

  



 

 

第 18回全国の集い in 高知  

日時 ： 2012年 9月 16日～ 17日 

テーマ ： 『おらんくで自分らしくさいごまで』 

開催場所 ： 高知市文化プラザかるぽーと 

参加人数 ： 約 1,200名 

 

第 19回全国の集い in 新潟 

日時 ： 2013年 9月 22日～ 23日 

テーマ ： 『雪割草！みんなのケアで咲かせよう 

～地域包括ケアのあるむら・まちを目指して～』 

開催場所 ： 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 

参加人数 ： 約 1,900名 

 

 

  



 

 

実行委員会 

名誉大会長 ： 山口 昇 （公立みつぎ総合病院） 

大会長   ： 青木 佳之（医療法人 青木内科小児科医院） 

副大会長  ： 阿武 義人（医療法人社団 青藍会・社会福祉法人 青藍会） 

森本 益雄（医療法人社団 もりもと） 

高橋 幸男（医療法人エスポアール出雲クリニック） 

岩本 恵子（医療法人わかば会） 

片岡 仁美（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座） 

宮原 伸二（岡山プライマリ・ケア学会） 

実行委員長 ： 福嶋 啓祐（医療法人 福嶋医院） 

 

【実行委員】（平成 26年 1月現在） 

阿武 幸美 （あんの循環器内科） 

部坂佳生 （あんの循環器内科） 

蕗 英朗 （あんの循環器内科） 

松岡 宏明 （岡山市役所 保健課長） 

福井 貴弘 （岡山市役所 保健・医療・福祉連携担当課長） 

徳田 元子 （岡山市保健福祉局 新病院・保健福祉政策推進課） 

石田 賢二 （さくらクリニック） 

土本 薫 （土本ファミリークリニック） 

藤井 基弘 （藤井クリニック） 

佐伯 英明 （森本外科・脳神経外科医院） 

尾崎 宏之 （森本外科・脳神経外科医院） 

西田伸一 （西田医院） 

吉田知代 （岡山県ＭＳＷ協会 岡山県健康づくり財団附属病院） 

長尾 充仁 （株式会社日本旅行岡山支店 中四国コンベンショングループ） 

新田 光美 （あいの里クリニック） 

森光 大 （あいの里クリニック） 

山本 道代 （あいの里クリニック・歯科） 

延原 宏栄 （あいの里リハビリ苑） 

畠中 悦子 （青木内科小児科医院） 

砂田 道明 （青木内科小児科医院） 

江口 良太 （青木内科小児科医院） 

宮澤 秀行 （青木内科小児科医院） 

中村 しのぶ （青木内科小児科医院） 

森宗 逹夫 （青木内科小児科医院） 

 

  



 

 

【NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 役員】 

苛原 実 （いらはら診療所：千葉県） 

大澤 誠 （大井戸診療所：群馬県） 

畑 恒土 （あいち診療所野並：愛知県） 

藤村  淳子 （あいち診療所野並：愛知県） 

石田 一美 （秋櫻医院：長崎県） 

井村 隆 （名城大学：愛知県） 

金田 弘子 （森本外科・脳神経外科医院：鳥取県） 

多湖 光宗 （ウエルネス医療クリニック：三重県） 

村山 善紀 （村山内科：徳島県） 

吉永 隆行 （キャナル・コンピューター・プリント：東京都） 

中嶋 久矩 （めぐみの家：大阪府） 

 

【大会事務局】 

事務局長 ： 重平 典子（医療法人 青木内科小児科医院） 

事務局員 ： 鈴木 一史（医療法人 青木内科小児科医院） 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ランチョンセミナーのご案内  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

●募集区分、スケジュール（予定） 

区分 時間 日程（2013年） 時間 

ランチョンセミナー 60分間 
9月14日（日）  12：30～13：30 

9月15日（月・祝）  12：00～13：00 

 

●会場・席数・費用区分・募集小間数 ※会場・席数は仕様により若干変更になる可能性もあります。 

 

 

●共催費に含まれるもの  

・講演会場費  

・音響照明舞台等付帯設備費（大会で使用している設備）  

・機材費（大会で使用している設備）※発表は全てPCプレゼンテーションです  

●共催費に含まれないもの。別途貴社にてご負担をお願いいたします。  

◇座長、演者関係費（謝礼、宿泊・交通費、座長・演者の昼食等）  

◇看板装飾費  

9月14日（日） 

会場 席数 （予定）  共催費（税込） 募集数 

3F コンベンションホール 430 648,000円 １ 

2F レセプションホール 200 432,000円 １ 

会議室201 50 162,000円 １ 

2F展示ホール 150 378,000円 １ 

会議室301 100 324,000円 １ 

会議室302 80 324,000円 １ 

会議室405 80 259,200円 １ 

会議室406 50 162,000円 １ 

会議室407 80 259,200円 １ 

9月15日（月・祝） 

会場 席数 （予定）  共催費（税込） 募集数 

3F コンベンションホール 430 648,000円 １ 

1F イベントホール 380 540,000円 １ 

2F レセプションホール 200 432,000円 １ 

会議室201 50 162,000円 １ 

2F 展示ホール 150 378,000円 １ 

会議室301 100 324,000円 １ 

会議室302 80 324,000円 １ 

会議室405 80 259,200円 １ 

会議室406 50 162,000円 １ 

会議室407 80 259,200円 １ 



 

 

◇既設以外の機材、音響照明舞台設備費等 

  

●参加者の昼食に関しましては、参加者が事前に購入もしくは持参になっておりますので、企業様での

ご用意は不要です。 

 

●プログラム 

座長・演者については、他セミナーとの重複を避けるため、事前に事務局にご連絡ください。 

 

 

●開催日、会場の決定 

決定に関しましては、申込書の開催希望欄を参考の上、主催者一任とさせていただきます。なお、

ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。 

 

●申込方法 

別紙『ランチョンセミナー申込書』に必要事項をご記入の上、下記事務局へE-mailかFAXにてお申

し込みください。 

【お申込み・お問合せ先】 

〒701-0204  岡山県岡山市南区大福281-5 

青木内科小児科医院内 

事務局長：重平典子 

担  当：畠中悦子・江口良太・鈴木一史 

TEL 086-281-2266   FAX 086-282-8858 

E-mail: okayama2014@zenkokunotsudoi.com 

 

●申込締め切り 平成26年4月30日（水） ※全室決定し次第終了となります。 

        基本的に申込順となりますが、主催者にて決定させていただきます。 

決定後請求書と共に、各社へ通知致します。 

 

●本大会への参加資格について 

1社につき1冊プログラム要旨集を配布いたします。また、セミナー会場用スタッフ証は必要枚数を

準備いたします。ただし、貴社セミナー以外の講演会場・懇親会への参加は有料となります。ご希

望の方は事務局までお申込ください。 

 

●共催費のお支払い 

申込受領後、請求書をお送りしますので、お受け取り後1ヶ月以内に指定口座（請求書に記載）に

お振り込み下さい。振込手数料はご負担願います。入金をもってセミナー申し込みの正式受理とさ

せていただきます。尚、領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます。 

 

●セミナー共催の取り消し・解約  

① 申込書提出後の取り消しは原則として受けかねます。但し、やむを得ない理由でセミナーの取



 

 

り消しを希望される場合は、文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けて下さい。 

② セミナーを取り消された場合、下記のキャンセル料となります。 

 平成26年6月30日（月）まで、共催費の50％ 

 平成26年7月 1日（火）以降、共催費の全額 

●変更・中止 

  主催者は不可抗力、またはやむを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、又は、開催  

  を中止する場合があります。中止の場合、共催費は返金いたします。なお、企業者側でそれまで

に要した費用は各社のご負担となりますのでご了承ください。 

 

●昨年大会の題目（あいうえお順） 

テーマ 共催 

介護従事者向け血液検査の話 株式会社アルプ 

「こころの世界遺産をつくるために～佐渡島か

らの提案～」 
第一三共株式会社 

「最後の１人まで見すてないまちづくり」 

-看護の視点から- 
有限会社なかじまメディカルサービス研究所 

在宅・地域連携における ICTの活用 
スキルアップジャパン株式会社 

／高齢者総合ケアセンターこぶし園 

在宅医療現場における COPD患者の実態 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

「歯科大学における在宅医療への関わり」 田辺製薬販売株式会社 

「自分らしく生きて、自分らしく逝く」 

～サービス付き高齢者向け住宅「やさしえ上越」

での医療・看護・介護が連携した「お看取り」

のケースから～ 

株式会社やさしい手 

「自分らしく最後まで生ききるための生活自律

総合支援とは？～つなぐ・むすぶ・伝える～」 

協和発酵キリン株式会社 

／塩野義製薬株式会社 

／みよの台薬局 

／株式会社ジェンダーメディカルリサーチ 

ターミナル期を支えるリハビリテーションとケ

ア～QOLの向こうにあるもの～ 
合同会社 gene 

地域における、玩具療法の実践と効果 玩具福祉学会 

天上の音楽～音楽を通じた心と魂のケア～ 
社会福祉法人新潟南福祉会 

／医療法人社団潟東クリニック 

統合ケア・共生ケアと能力活用療法 医療法人創建会・社会福祉法人自立共生会 

日本人のいのち観とスピリチュアルケア 株式会社いわしや悠久堂医科器械店 

「認知症を理解し支えましょう」 エーザイ株式会社 

「平穏死」という言葉が生まれたわけ 武田薬品工業株式会社 

慢性腎臓病における腎性貧血管理の重要性 中外製薬株式会社 

  



 

 

テーマ 共催 

良寛の最晩年に咲いた大輪の愛の華 
医療法人崇徳会長岡西病院 

／株式会社考古堂書店 

楽なように やりたいように 後悔しないよう

に 

～たんぽぽ先生の在宅医療よもやま話～ 

株式会社クリニコ 

KYOEIDOpresents～“エンド・オブ・ライフ・ケ

ア”終末期を生きるために 
株式会社共栄堂 

The Day Care Center Service Development of 

Community Care in Taiwan— A 

Case Study of Recent Five-Year Promoting 

Experience in Taiwan 

医療法人社団実幸会 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

企業展示会のご案内 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

第20回全国の集いin岡山2014では、企業展示を行う予定です。岡山県内・外より多数参加頂く予定で

す。貴社の製品等を広く参加者に知っていただく良い機会になることと願っております。 

●スケジュール（予定）  

搬 入：平成26年9月13日（土） 14:00～18:00 

開催日：平成26年9月14日（日） 9:00～17:30  

9月15日（月・祝） 9:00～16：00 

搬 出：平成26年9月15日（月・祝）大会終了～17：00  

※開催時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

最終的な詳細スケジュールは事前に別途ご連絡いたします。 

●会場  岡山コンベンションセンター 3F ホワイエ・1F ロビー（予定）  

 

●募集区分  

・一般展示 

・書籍展示 

●出展料（税込）≪2日間の出展料となります。1日のみの場合でも出展料は同じとなります。≫ 

区 分 サイズ 出展料 

一般展示 ① （3階ホワイエ）W1800mm×D900mm（1小間） 97,200円 

② （1階 ロビー）W1800mm×D900mm（1小間） 59,400円 

書籍展示 1小間、長テーブル2本用意いたします  37,800円 

 ※一般展示①②は、長テーブル2本・椅子2脚を事務局で用意いたします。 

 

●募集数  一般展示①3階 ホワイエ展示数       20小間 

      一般展示②1階 ロビー展示・書籍展示    18小間 

       

●小間割の決定 

     基本的に申込順となりますが、主催者にて決定させていただきます。 

決定後請求書と共に、各出展者へ通知致します。 

 

●出展に際してのご留意事項 

＜出展物＞ 

当方の認めたものとします。 

※薬事法未承認品について事務局にお問い合わせください。 

＜出展者へのご案内＞ 

出展者説明会は行いません。開催の1ヶ月前までに小間割、搬入、装飾、管理などにつ 

いて詳細をご連絡します。 

＜出展物の販売の禁止＞ 

     会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。但し、当方の認めたもの 

は、限定的に許可する場合があります。 

 

  



 

 

＜会場の管理＞ 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力によ

り事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。 

 

9月13日（土）18：00～22：00 

9月14日（日） 7：00～8：00 18：00～22：00 

9月15日（月・祝）7：00～8：00 

 

また、上記の時間は会場の施錠がありませんのでご了承ください。 

 

●本大会への参加資格について 

1 社につき 1 冊プログラム要旨集を配布いたします。また、展示会場用スタッフ証は必要枚数を準

備いたします。ただし、講演会場・懇親会への参加は有料となります。ご希望の方は事務局までお

申込ください。 

 

●申込方法 

別紙『企業展示申込書』に必要事項をご記入の上、下記事務局へE-mail又はFAXにてお申し込み下

さい。 

【お申込み・お問合せ先】 

〒701-0204  岡山県岡山市南区大福281-5 

青木内科小児科医院内 

事務局長：重平典子 

担  当：畠中悦子・江口良太・鈴木一史 

TEL 086-281-2266   FAX 086-282-8858 

E-mail: okayama2014@zenkokunotsudoi.com 

 

●申込締め切り：平成26年4月30日（水）（募集数に達し次第終了となります。） 

 

●スケジュール 

最終スケジュール、搬出入等詳細：開催の1ヶ月前までにご連絡させていただきます。 

 

●出展料のお支払い 

企業展示申込書受領後、請求書をお送りしますので、お受け取り後1ヶ月以内に指定口座（請

求書に記載）にお振り込み下さい。振込手数料は貴社にてご負担願います。入金をもって出展

申し込みの正式受理とさせていただきます。尚、領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさ

せていただきます。 

 

●出展の取り消し・解約 

① 申込書提出後の取り消しは原則として受けかねます。但し、やむを得ない理由で出展の取り消

しを希望される場合は、文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けて下さい。 

② 出展を取り消された場合、下記のキャンセル料となります。 

 平成26年6月30日（月）まで、出展小間料の50％ 

 平成26年7月 1日（火）以降、出展小間料の全額 



 

 

●変更・中止 

  主催者は不可抗力、またはやむを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、又は、開催  

  を中止する場合があります。中止の場合、出展料は返金いたしますが、それまでに要した主催者

側の費用は、申込小間数に応じて出展者に分担して頂きます。なお、出展者側でそれまでに要し

た費用は各社のご負担となりますのでご了承ください。 

 

≪電気使用について≫ 

●各小間に 100V（1500Wまでの）のコンセント 1個(2口)を用意いたします。 

 それ以上のコンセントをご希望の場合にはお申し出ください。その場合、コンセント 1個毎に 

6,480円(税込)を別途徴収いたします。また、200Vでのお申込みは御遠慮ください。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

広告募集のご案内 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

●募集区分    抄録掲載 

●概要（予定）  

・部数： 2,500部  

・体裁： A4変形（ヨコ210mm×タテ280mm）  

・配布対象： 事前参加登録者、当日参加者、他  

・発行予定日：2014年8月下旬  

●広告サイズ・掲載料等 

区分 内    容 金額（税込） 募集数 

後付 白黒 Ａ4：1ページ(ヨコ170mm×タテ250mm以内) 97,200円 10口 

後付 白黒 Ａ4：1/2ページ（ヨコ170mm×タテ125mm以内） 54,000円 20口 

後付 白黒 Ａ4：1/4ページ（ヨコ83㎜×タテ125㎜以内） 32,400円 28口 

※印刷工程に適したサイズへ微調整させて頂くこともあります。 

【広告原稿送付方法】特に形式は問いませんが、基本的にE-mailにてお送りください。 

          データーの容量が大きく送信できない場合はお問い合わせください。 

●申込締め切り：平成26年4月30日（水） 

●広告原稿提出締切り：平成26年5月31日（土） 

●成果物 ：1社につき1冊プログラム要旨集を配布いたします。 

●申込方法：別紙『広告申込書』に必要事項をご記入の上、下記事務局へE-mailかFAXにてお申し込   

      みください。 

 

【お申込み・お問合せ先】 

〒701-0204  岡山県岡山市南区大福281-5 

青木内科小児科医院内 

事務局長：重平典子 

担  当：畠中悦子・江口良太・鈴木一史 

TEL 086-281-2266   FAX 086-282-8858 

E-mail: okayama2014@zenkokunotsudoi.com 

●広告掲載料のお支払い 

申込受領後、請求書をお送りしますので、お受け取り後1ヶ月以内に指定口座（請求書に記載）に

お振り込み下さい。振込手数料はご負担願います。入金をもって広告申し込みの正式受理とさせて

いただきます。尚、領収書は銀行の振込金受領書をもって代えさせていただきます。 

 

●広告掲載の取り消し・解約  

申込書提出後の取り消しは原則として受けかねます。但し、やむを得ない理由で広告掲載の取り

消しを希望される場合は、文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けて下さい。 

 

●変更・中止 

  主催者は不可抗力、またはやむを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、又は、開催  

  を中止する場合があります。中止の場合、広告掲載費は返金いたします。なお、それまでにかか

った費用等はご負担いただきます。 



 

 

広告掲載サイズ見本１（金額は全て税込です） 
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１項サイズの場合 

金額：97,200 円 



 

 

広告掲載サイズ見本２（金額は全て税込です） 
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1/2 項サイズの場合 

金額：54,000 円 

横：83mm 
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1/4 項サイズの場合 

金額：32,400 円 

横：83mm 

縦:1
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m
 
 

1/4 項サイズの場合 

金額：32,400 円 


