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高齢者への地域支援

――心豊かな“老い”を考える――
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開催にあたって

大会長● 秋山美栄子
第 21 回目の日本老年行動科学会の年次大会は、埼玉県越谷市にある文教大学越谷キャンパスで開催します。昨年の
第 20 回記念大会は大川会長のもと、筑波大学東京キャンパスで盛大に行われました。本学会創立 20 年目の節目を越
えて、本年度からまた新たな 1 年を刻む初歩になることを光栄に思っております。前回のテーマ「多様な老い」を実
現するために、高齢者の生活を支える地域支援のあり方、そして、心豊かな老いを考えるというテーマを設定しました。
超高齢時代を生き抜くためにはこれからどのような準備ができるでしょうか ?

人生 100 年時代の「老い」へのさらな

る挑戦として皆様と一緒に考え深めていきたいと願っています。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

大会企画委員● 萩原裕子・増田知尋
本大会は「高齢者への地域支援 ――心豊かな“老い”を考える」というテーマで準備を進め、幅広い専門の方々に依頼
しました。基調講演として、認知症をご専門とされ、丁寧な臨床・多方面にわたる研究を重ねられてきた齋藤正彦先生（東
京都立松沢病院）にご登壇いただきます。教育講演には、この埼玉を拠点として精力的な反貧困活動を繰り広げられて
いる藤田孝典先生（NPO 法人ほっとプラス）にお願いしました。さらに、大会テーマに沿ったシンポジウムでは、地
域医療の立場から、越谷の地で温かい臨床を実践されている大場敏明先生（クリニックふれあい早稲田）に、福祉の立
場から、地域の見守りについて実践に根ざした研究を真摯に続けられている野﨑瑞樹先生（東北文化学園大学）に、家
族の立場から、単なる家族会にとどまらない多彩な広がりをみせる D カフェを運営されている竹内弘道先生（NPO 法
人 D カフェ net）
にお話しいただきます。それぞれ、深い想いをもって実践を続けていらっしゃる先生方のお話を通して、
「心豊かな“老い”」について考える機会になれば幸いでございます。

事務局長● 鎌田晶子
本大会では、大会参加・発表などのお申し込み方法を大きく変更いたしました。これまでは、大会事務局にファック
ス送信や用紙をご郵送いただくという形式でしたが、本大会では、紙を一切使わず、第 21 回埼玉大会ホームページ
（http://sites.google.com/site/jsbse21/）からインターネット送信していただくこととなります。印刷・郵送の手間がかか
らない、郵送料がかからないなどのメリットもありますが、何分にも当学会大会では初めての試みですので、ご不便な
点がございましたらどうぞご教示ください。
さて、ミニレクチャーおよびワークショップの公募をいたしております。プログラム案には時間枠を設置してご提案
させていただいておりますが、もっと長くしたい、短くしたいなどのご相談にも応じる心づもりでおりますので、ぜひ
この機会にご応募、ご相談ください。
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13:00
▼

開会式

13:30

基調講演
（仮）
「認知症を取り巻く社会・医療・介護」

13:20

▼

14:30

講演者

齋藤正彦［東京都立松沢病院院長］

教育講演
「広がる高齢者の貧困――『下流老人問題』を提唱する理由」
講演者
藤田孝典［NPO 法人ほっとプラス］

14:40
▼

15:50

司会
岡本多喜子［明治学院大学］
指定討論者
井上勝也［筑波大学名誉教授］

11.24
Sat.

シンポジウム
「高齢者への地域支援――医療・福祉・家族の立場から」

16:00
▼

18:00

話題提供者
（仮）大場敏明［クリニックふれあい早稲田］
「地域医療の取り組み」
（仮）野﨑瑞樹［東北文化学園大学］
「福祉と地域見守り」
（仮）竹内弘道［NPO 法人 D カフェ net］
「家族・市民の支援と認知症カフェ」
指定討論者
佐藤眞一［大阪大学］

懇親会
司会・進行

18:15
▼

20:15

09:00
▼

10:15

11.25
Sun.

10:30
▼

11:00

峯尾武巳［前・神奈川県立保健福祉大学］

口頭発表 1

ミニレクチャー 1（仮）

口頭発表 2

口頭発表 3

口頭発表 4

ミニレクチャー 2（仮）
ワークショップ C（仮）
10:30-12:30

11:15
▼

12:45

ワークショップA（仮）

ワークショップ B（仮）

ミニレクチャーの発表時間は 30 分、ワークショップの発表時間は 90 分か 120 分のいずれかを発表申込時にお選びいただけます。
ご希望に添えないこともございますのでご了承ください。
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重要
大会への参加・発表などのお申込みは、すべて第 21回埼玉大会ホームページ（下記 URL）から行ってください。
郵送や FAXでのお申込みは受け付けておりません。ご質問のある方は、大会事務局までお問合わせください。
第 21 回埼玉大会ホームページ

http://sites.google.com/site/jsbse21/

参加申込み

参加費

正会員・非会員
学生会員・非会員（大学生・大学院生）

懇親会費

会員種別を問わず

予約参加

当日参加

8,000 円
4,000 円
5,000 円

9,000 円
5,000 円
5,000 円

申込み締め切り● 2018 年 9 月 30 日（日）

参加費送金

ゆうちょ ATM からの電信振替や郵便局備え付けの振込用紙をご利用のうえ、下記の口座にお一人様ずつ、参加費・
懇親会費の合計金額を一括にて送金ください。振込み手数料についてはご負担願います。
［郵便振替口座］ 口座記号番号● 00170-1-323449 加入者名●日本老年行動科学会年次大会準備委員会
振込期限● 2018 年 10 月 5 日（金）

一般演題（実践発表・研究発表）募集

実践発表・研究発表の演題を募集しています。詳細は 6 ページをご参照ください。第21回埼玉大会ホームページ（http://

sites.google.com/site/jsbse21/）、ならびに学会ホームページ（http://www.jsbse.org/）からもダウンロードできます。
申込み締め切り● 2018 年 7 月 30 日（月）
抄録締め切り● 2018 年 8 月 22 日（水）
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公募（ワークショップ・ミニレクチャー）

ワークショップ（90 分および 120 分）ならびにミニレクチャー（30 分）の演題を募集しています。時間・演題数な
どは応募状況により調整します。詳細は 7 ページをご参照ください。第 21 回埼玉大会ホームページ（http://sites.google.

com/site/jsbse21/）、ならびに学会ホームページ（http://www.jsbse.org/）からもダウンロードできます。
申込み締め切り● 2018 年 7 月 13 日（金）
採用後抄録締め切り● 2018 年 8 月 22 日（水）

懇親会について

文教大学越谷キャンパスでは、キャンパス前を流れる元荒川堤の桜並木をはじめとして、四季の移り変わりを五感で
感じ取ることができます。近くには宮内庁埼玉鴨場があり、鴨料理や越谷特産の越谷ネギを使った料理が知られていま
す。もちろん例年のように、各種ワインや日本酒をはじめ、多様な飲み物も準備しております。年に一度、全国の会員
の皆様が一堂に会し親睦を深める大切な場ですので、穏やかな雰囲気の越谷で美味しい食べ物と飲み物を片手に、研究
はもちろん、それ以外の話題も含め盛り上がっていただければ幸いです。当日参加も歓迎ではありますが、皆様にご満
足いただけるよう、万全の体制で準備を行いたいので、事前予約をしていただけると大変ありがたいです。皆様の懇親
会へのご参加をお待ちしておりますとともに、当日、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
大会企画委員● 増田知尋
会場●文教大学学食（2F）
会費● 5,000 円

大会事務局

文教大学人間科学部心理学科 秋山美栄子研究室
〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337

TEL● 048-974-8811（代）
FAX● 048-974-8869（学部共有のため「秋山研究室宛」と明記してください）
E-mail● jsbse21@koshigaya.bunkyo.ac.jp
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実践発表・研究発表 募集要項

1●●●●● 演題内容
内容についての限定は特にありません。本会の活動趣旨に沿った報告をお待ちしております。

2 ●●●●● 募集締め切り
2018 年 7 月 30 日（月）申込み締め切り
2018 年 8 月 22 日（水）抄録締め切り
3 ●●●●● 発表の形式
口頭発表のみです（ポスター発表はありませんのでご注意ください）。また、演題は未発表のものに限ります。

4 ●●●●● 申込み資格
発表者は、
本会の会員（入会手続き中含む）の方に限ります。入会を希望される方は、日本老年行動科学会ホームペー
ジ（http://jsbse.org/?page_id=74）をご覧の上、入会手続きをお済ませください。なお、発表は、実践発表、研究発表、
それぞれ大会期間中 1 回限りです。

5 ●●●●● 申込み方法
申込みは、第 21 回埼玉大会ホームページ（http://sites.google.com/site/jsbse21/）から行ってください。折り返し、
大会事務局より Mail にてご連絡いたします。演題は提出された抄録原稿により査読を行います。査読による採否は、

2018 年 9 月上旬までに、申込み時の連絡先宛に Mail でお知らせいたします。なお、応募された原稿は、場合により修
正をお願いすることがあります。再提出の期限は、追って Mail でご連絡いたします。

6 ●●●●● 発表について
発表時間は１演題12分程度、質疑3分を予定しています。発表者は8時50分までに報告予定の会場にお集まりください。
開始時刻までに使用するデータを指定のパソコン（Windows）にコピーし、司会者と打ち合わせを済ませてください。
ご自分のパソコンで行う場合は発表前に接続をお願いいたします。ご自身の発表も含めてセッション全体が在籍責任時
間となります。
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ワークショップ・ミニレクチャー 募集要項

1●●●●● 演題内容
会員の皆様に自主的にテーマ設定、企画、運営を行っていただくものです。本会の活動趣旨に沿った報告をお待ちし
ております。

2 ●●●●● 募集締め切り
2018 年 7 月 13 日（金）申込み締め切り
2018 年 8 月 22 日（水）採用後抄録締め切り
3 ●●●●● 申込み資格
発表者は、本会の会員（入会手続き中を含む）の方に限ります。入会を希望される方は、日本老年行動科学会ホーム
ページ（http://jsbse.org/?page_id=74）をご覧の上、入会手続きをお済ませください。

4 ●●●●● 申込み方法
申込みは、第 21 回埼玉大会ホームページ（http://sites.google.com/site/jsbse21/）の「発表・参加申し込み」ページか
ら行ってください。企画趣旨（400 字以内）を作成し、申込み時にホームページの該当箇所にご記入ください。折り返し、
大会事務局より Mail にてご連絡いたします。提出された企画趣旨により査読を行います。査読による採否は、2018 年

7 月下旬までに申込み時の連絡先宛てに Mail でお知らせいたします。
5 ●●●●● 採択された場合の抄録の提出
企画が採択された場合は、8 月 22 日（水）までに、大会プログラム用抄録原稿（A4 判 1 枚）を、事務局まで Mail で
お送りいただきます。なお、応募された原稿は、場合により修正をお願いすることがあります。その場合の再提出の期
限は、追って Mail でご連絡いたします。

6 ●●●●● 発表について
発表時間はワークショップが 90 分・120 分、ミニレクチャーが 30 分を予定しています。発表者は、発表 10 分前には報
告予定の会場にお集まりください。ご自分のパソコンで行う場合は発表前に接続をお願いしたします。会場のパソコン
をご使用する場合は、使用するデータを指定のパソコン（Windows）にコピーしてください。
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会場アクセス
こしがや

文教大学越谷キャンパス
［埼玉県越谷市南荻島 3337］
北越谷駅下車、西口より徒歩 10 分
北越谷駅までは、東武スカイツリーライン、東京メトロ日比谷線・半蔵門線、東急田園都市線（直通乗り入れ）をご利
用ください。準急、区間準急、普通が停車します（快速／区間快速、急行／区間急行は停まりません）。
東京駅から約 50 分

東京駅［JR 山手線／京浜東北線］▶▶▶ 上野駅［東京メトロ日比谷線］▶▶▶ 北千住駅［東武スカイツリー

ライン（急行／区間急行）］▶▶▶ 越谷駅 ▶▶▶ 北越谷駅

大宮駅から約 40 分

大宮駅［東武アーバンパークライン］▶▶▶ 春日部駅［東武スカイツリーライン（急行／区間急行）］▶▶▶

せんげん台駅 ▶▶▶ 北越谷駅
春日部駅
東武アーバンパークライン
大宮駅

北越谷駅
東武スカイツリーライン
東京メトロ日比谷線・半蔵門線

JR 山手線

北千住駅

上野駅

新宿駅
東京駅

浜松町駅

文教大学

元荒川

稲荷神社

セブンイレブン
西口
公民館
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交番

北越谷駅

