
日本福祉介護情報学会 2010 年度事業報告 
 

１ 2010 年度会員総会の開催 

【日時】2010 年 12 月 12 日（日）13：30～14：00 

【会場】関西学院大学梅田キャンパス 10 階 1004 教室 

【内容】 

《報告事項》 

(1) 会員加入状況（2010 年 3 月 31 日現在） 

個人会員 122 名  学生会員 15 名  名誉会員 1 名 

(2) 研究紀要『福祉情報研究第６号』『福祉情報研究第７号』について 

(3) 研究紀要『福祉情報研究第８号』への投稿依頼 

(4) 各種委員会の活動状況について 

①研究紀要『福祉情報研究』編集委員会 

②ホームページ委員会 

③情報提供体制検討委員会（仮称）の設置 

(5) 『福祉・介護の情報学』の続編について 

《審議事項》 

(1) 2008 年度事業報告・決算 

(2) 2009 年度事業計画・予算 

《その他》 

(1) 2010 年度研究大会の開催について 

【参加者】33 名 

 

２ 理事会の開催 

(1) 第１回理事会 

【日時】2010 年 5 月 29 日（土）13：00～15：00 

【会場】立教大学池袋キャンパス 13 号館１階会議室 

【議案】 

《審議事項》 

(1) 会員加入の件 

《報告事項》 

(1) 退会届の受理について 

(2) 前回議事録の確認 

(3) 研究紀要『学会設立 10 年記念誌』『福祉情報研究６号』の進捗状況 

(4) ニュースレターの発行状況 

(5) ホームページ委員会活動報告 



《協議事項》 

(1) 2009 年度事業報告・決算について 

(2) 2010 年度第 11 回研究大会について 

(3) 2010 年度学習会について 

(4) 研究紀要『福祉情報研究第７号』の構成について 

(5) ホームページのコンテンツについて 

(6) 2010 年度ニュースレター第 1号の構成について 

(7) 第 30 回医療情報学連合大会協賛について 

(8) 情報通信技術を活用した高齢者の新たな社会参加を考えるシンポジウム 

《その他事項》 

(1) 今年度の予定 

(2) 理事の役割分担 

 

(2) 第２回理事会 

【日時】2010 年 9 月 11 日（土）11：00～13：00 

【会場】立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第３階会議室 

【議案】 

《報告事項》 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 研究紀要『福祉情報研究６号』の進捗状況 

(3) ホームページ委員会活動報告 

(5) ニュースレター第２号について 

(6) 会員申込書の作成について 

《協議事項》 

(1) 2010 年度学習会について 

(2) 2010 年度第 11 回研究大会について 

(3) 研究紀要『福祉情報研究第７号』の構成について 

 

(3) 第３回理事会 

【日時】2010 年 12 月 11 日（土）18：00～20：00 

【会場】関西学院大学梅田キャンパス 14 階 1401 会議室 

【議案】 

《報告事項》 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 研究紀要『福祉情報研究第６号』の進捗状況 

(3) 研究紀要『福祉情報研究第７号』の進捗状況 



(4) ホームページ委員会活動報告 

(5) ニュースレター第３号について 

《協議事項》 

(1) 2010 年度第 11 回研究大会について 

(2) 会員総会について 

(3) 研究紀要『福祉情報研究第８号』の構成について 

(4) 「福祉情報に関する最近の動向」や「文献リスト」の提供方法に関する委員会の

設置について 

(5) 『福祉・介護の情報学』の続編について 

(6) 「学会研究会ＪＰ」の扱いについて 

(7) モバイルシニアネットフォーラム 

《その他事項》 

(1) 2011 年度の研究大会について 

(2) 次回の日程について 

 

(4) 第４回理事会 

2011 年度第 4回理事会は、2011 年３月 21 日（月）13：30～15：30 に予定されていたが、

東日本大震災の影響で中止となった。 

 

３ 各種委員会の開催 

(1) 『福祉情報研究』編集委員会の開催 

① 2010 年 5 月 29 日（土）14：00～15：00 立教大学池袋キャンパス 13 号館１階会

議室 

② 2010 年 9 月 11 日（土）12：00～13：00 立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第

３階会議室 

③ 2010 年 12 月 11 日（土）19：00～20：00 関西学院大学梅田キャンパス 14 階 1401

会議室 

(2) ホームページ委員会の設置及び開催準備 

村井理事を中心にホームページ委員会を設置し、ホームページの運営方針、委員会の

機能・役割、ホームページのコンテンツなどについて、検討するための準備作業を行っ

た。 

 

４ 第 11 回研究大会の開催 

【日 時】2010 年 12 月 12 日（日） 10：30～17：30 

【会 場】関西学院大学梅田キャンパス 

【開催校】関西学院大学 



【参加者】52 名 

【テーマ】福祉・介護の実践としての情報の活用－高齢者介護サービスの効率化と安定化 

【内 容】 

《自由研究発表》                         10:35～12:40 

■第１会場：1004 教室〔司会 飯村・林〕 

①高齢者介護サービスにおける記録情報活用方法の検討 

発表者 生田 正幸（関西学院大学） 

②高齢者福祉介護の社会システムにおけるインターネットメディア活用方法の研究報

告                  発表者 三浦 建太郎（立教大学大学院） 

③特別養護老人ホームにおけるパブリック・リレーションズの手法開発に関する研究

～特別養護老人ホームが利用者に発信しているサービス情報の傾向分析～ 

発表者 北舘 一弥（東京福祉大学大学院） 

④福祉サービス利用者への記録開示に関する一考察 

発表者 飯村 史恵（立教大学） 

⑤CMC（Computer-Mediated Communication）が援助交際に与える影響 ―Ｉ県内にお

ける高校生と大学生の調査結果から 

発表者 ○鈴木 千紘（岩手県立大学大学院） 小川 晃子（岩手県立大学） 

■第２会場：1005 教室〔司会 前田・村井〕 

①京都市左京区おもいやり事業における介護サービスの ICT 利活用による業務改善の

分析                  発表者○田井 義人（摂南大学大学院） 

②病院、介護施設、在宅間の情報連携を、SaaS 型電子カルテで実現する 

発表者 姫野 信吉（八女発心会 姫野病院） 

③在宅医療・在宅介護の多職種連携における支援者間の要求関係の可視化 －“Actor 

Relationship Matrix”と“Wish List”を用いた手法による検証－ 

発表者 山﨑 孝博（株式会社 ＮＴＴデータ） 

④福祉・介護サービス事業所における評価支援担当者の役割と課題について ―第三

者評価における受審事業所職員へのアンケート調査からの一考察－ 

発表者 村田 道彦（秋田看護福祉大学） 

《基調講演》                            14：10～14：50 

「地域ケアの展望と情報化～生活圏域での地域密着サービスの視点から～」 

森本 佳樹（学会副代表理事 立教大学） 

《シンポジウム》                          15：00～17：15 

「福祉・介護の実践としての情報の活用 ―高齢者介護サービスの効率化と安定化―」 

（シンポジスト）小川 晃子（岩手県立大学） 

「青森県社会福祉協議会における緊急通報システムと“おげんき”発

信の一体化」 



小笠原 あゆみ氏（サイバークラーク研究所） 

「音声入力を活用したケアプラン業務効率化への取り組み」 

米澤 麻子氏（ＮＴＴデータ経営研究所） 

「ＩＴを活用した 24 時間訪問介護サービス効率化への取り組み」 

（コメンテーター）高橋 紘士（代表理事・国際医療福祉大学） 

（コーディネーター）生田正幸（副代表理事・関西学院大学） 

 

５ 学習会の開催 

【日 時】2010 年 9 月 11 日（土）14：00～16：00 

【会 場】立教大学池袋キャンパス５号館 5321 教室 

【テーマ】「社会保障カード実証事業結果報告」（第３回社会保障カード学習会） 

【講 師】厚生労働省 情報連携基盤推進室 室長補佐 里村浩氏 

【参加者】55 名 

 

７ 学会紀要『創設 10 周年記念号』の発行と第６号・第７号の準備 

(1) 学会紀要『福祉情報研究臨時増刊 創設 10 周年記念号』を発行し、会員に配布した。 

(2) 学会紀要『福祉情報研究 第６号』『第７号』の発行準備を行った。 

 

８ ニュースレターの発行  年３回（通巻 12 号～14 号）を発行した。 

(1) 第１号（通巻第 18 号） 2010 年 6 月 15 日発行 

（主な内容）「第 11 回研究大会案内」「学習会案内」「2010 年度事業計画・予算」「学会紀

要について」「社会福祉の動向① 社会保障カード実証実験」など 

(2) 第２号（通巻第 19 号） 2010 年 10 月 31 日発行 

（主な内容）「第 11 回研究大会案内」「学習会報告」「学会紀要について」「『福祉・介護

の情報学』について」など 

(3) 第３号（通巻第 20 号） 2011 年 1 月 28 日 

（主な内容）「第 11 回研究大会を終えて」「総会報告」「学会紀要」「福祉の動向② 業界

初 ISO27001/ISMS 認証取得の意義」「追悼 開原成允先生を偲んで」など 

 

９ ホームページの運営 

(1)ホームページ委員会の立ち上げ 

ホームページ委員会を立ち上げ、メーリングリストにて下記の件に関する話し

合いの準備を行った。 

①本学会の広報・広聴理念と広報・広聴規定の策定 

②ホームページを基盤とした広報・広聴の運営方針 

③ホームページリニューアル後の掲載コンテンツ案 



 

10 関係学会・団体との連携 

(1) 第 30 回医療情報学連合大会（2010 年 11 月 18 日（木）～21 日（日））への協賛 

(2) 第１回 モバイルシニアネットシンポジウム「みんなでつくろう！高齢者の社会参加を 

支援する情報通信端末・サービス」（2011 年 3 月 3日（木））への後援 

 

11 学会の運営  

(1) 事務処理の効率化  

発足 10 年を迎えた本学会では、運営の多くを理事が分担しているが、運営事務の効率

化は避けて通れない課題となってきている。 

学会事務サービス企業から、運営事務代行のセールスがあったのを機会に、理事会で、

財務・会計事務、会員管理事務、ＨＰ運営等について、コスト・パフォーマンスを検討し

た。 

 

12 会員状況（2011.3.31 現在） 

 個人会員 117 名 

 学生会員  18 名 

 名誉会員   1 名 

 


