日本福祉介護情報学会

2013 年度事業報告

１ 2013 年度会員総会の開催
【日時】2013 年 12 月 1 日（日）12：50～13：20
【会場】立教大学池袋キャンパス D401 教室
【内容】
《報告事項》
(1) 学会の運営について
(2) 会員加入状況（2013 年 12 月 1 日現在）
個人会員 113 名
学生会員 20 名 名誉会員 1 名
(3) 研究紀要『福祉情報研究８・９号』について
(4) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」について
(5) 「研究・実践企画奨励助成」審査結果報告
《審議事項》
(1) 2012 年度事業報告・決算
(2) 2013 年度事業計画（案）
・予算（案）
《その他》
(1) 2014 年度研究大会の開催について
(2) 研究紀要『福祉情報研究 10 号』
『福祉情報研究 11 号』について
(3) 住所等変更届の提出のお願い
【参加者】37 名
２ 理事会の開催
(1) 第１回理事会
【日時】2013 年 5 月 26 日（日）13：30～15：30
【会場】立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第３会議室
【議案】
《審議事項》
(1) 会員入会審査
《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『福祉情報研究第８・９合併号』
『10 号』の進捗状況について
(4) ニュースレターの発行予定について
(5) ホームページのリニューアルについて
(6) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」の進捗状況について
《協議事項》
(1) 2012 年度事業報告・決算について
(2) 2013 年度研究大会について
(3) 2013 年度学習会について
(4) 研究紀要『福祉情報研究第 10 号』の構成と投稿論文査読について
(5) 「研究企画奨励助成制度」の創設について
(6) 理事の役割分担の変更について
(7) その他
①第 13 回大会でのアルバイト採用の件（前回議事録「第 13 回大会報告」参照）
《その他事項》
(1) 今年度の予定
(2) 第２回理事会
【日時】2013 年 9 月 7 日（土）12：30～14：30

【会場】立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 3 会議室
【議案】
《審議事項》
(1) 会員入会審査
《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『福祉情報研究第８・９合併号』
『10 号』の扱いについて
(4) ニュースレター第２号の発行について
(5) ホームページのリニューアルの進捗状況について（契約・データ更新等）
(6) 2013 年度学習会について
(7) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」報告書の進捗状況について
《協議事項》
(1) 2012 年度研究大会について
(2) 学会業務の再々編について
(3) 「研究企画奨励助成制度」の創設について
(4) 「㈱ケア・ナレッジ・マネジメント研究所」への協力について
(5) 第 33 回医療情報学連合大会への協賛について
《その他事項》
(1) 今年度の予定
(3) 第３回理事会
【日時】2013 年 11 月 30 日（土）16：00～18：00
【会場】立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 4 会議室
【議案】
《審議事項》
(1) 会員入会審査
(2) 研究・実践企画奨励助成の決定
《報告事項》
(1) 前回議事録の確認
(2) 『福祉情報研究第 8・9 合併号』の発行について
(3) ニュースレター（2013 年度第 3 号）の発行について
《協議事項》
(1) 研究大会について
①申込み状況
②進行と役割分担
③自由研究発表者の紀要投稿第一次審査について
(2) 会員総会について
(3) 「東日本大震災についての学会プロジェクト」の進捗状況について
(4) 研究紀要『福祉情報研究 10 号』について
(5) ホームページのリニューアルについて
(6) 2014 年度研究大会について
《その他事項》
(1) 今年度の予定
(4) 第４回理事会
【日時】2014 年 3 月 16 日（日）13：00～15：00
【会場】池袋キャンパスロイドホール第１会議室
【議案】
《審議事項》

(1) 会員入会審査
《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) 第 14 回研究大会報告
(4) ホームページのリニューアルについて
(5) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」の進捗状況について
(6)『福祉情報研究 10 号』の進捗状況
《協議事項》
(1) 2014 年度事業計画（案）
・予算（案）について
(2) 2013 年度事業報告（見込み）・決算（見込み）について
(3) 『福祉情報研究 11 号』の企画並びに紀要の編集・発行体制の強化について
(4) ニュースレター発行体制の強化について
(5) 2014 年度研究大会について
(6) 2014 年度学習会について
(7) 理事の役割分担
《その他事項》
(1) 2014 年度の予定
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 2013 年 5 月 26 日（日）15：30～16：30 立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第３
会議室
② 2013 年 9 月 7 日（土）14：30～15：30 立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 3 会
議室
③ 2013 年 11 月 30 日（土）18：00～19：00 立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 4
会議室
④ 2014 年 3 月 16 日（日）15：00～16：00 立教大学池袋キャンパスロイドホール第１
会議室
（編集小委員会の開催）
① 2013 年 9 月 6 日（金）17：00～18：00 立教大学新座キャンパス森本研究室
(2) ホームページ委員会の開催
①2013 年 9 月 7 日（土）9:00～ オンライン会議
②2013 年 12 月 27 日（土）16：20～18：00 田園調布学園大学 村井研究室
③2014 年 3 月 15 日（土） 22:00～ オンライン会議
４ 第 14 回研究大会の開催
【日 時】2013 年 12 月 1 日（日）10：00～17：00
【会 場】立教大学池袋キャンパス 14 号館 D302 教室・D402 教室・D401 教室
【開催校】立教大学
【参加者】78 名
【テーマ】地域包括ケアにおける情報連携を考える
～当事者意識を高めるための情報のあり方に焦点をあてて～
【内 容】
《自由研究発表》10：15～11：45
■Ａ会場：14 号館 D302 教室〔司会 飯村理事・前田理事〕
①情報連携及び情報提供が在宅化推進に与える影響に関する一考察：
長倉真寿美（立教大学）

②社会福祉実習の定量的把握 ―テキストマイニングを活用した高齢福祉分野実習の
記録解析から― ：
大原ゆい（京都府立大学）
③Web サイトにおける福祉サービス第三者評価結果の活用方法とその課題について
～福祉サービス第三者評価における活用実態調査からの一考察～：
村田道彦（東北文化学園大学）
■Ｂ会場：14 号館 D402 教室〔司会 小川理事・村井理事〕
①医療・介護分野における ICT 利活用先進国との比較によるイノベーション考察：
田井義人（摂南大学）
②音声つぶやきによる介護サービス可視化と情報共有：
平林裕治（北陸先端科学技術大学院大学）
③携帯電話を活用した地域見守りネットワーク形成手法とその効果に関する研究：
内田斉（イデア・フロント株式会社）
《基調報告》13：30～14：00 14 号館 D401 教室
「地域包括ケアにおける情報連携を考える ～当事者意識を高めるための情報のあり方
に焦点をあてて～（シンポジウムにあたって）
」
森本佳樹（日本福祉介護情報学会副代表理事、立教大学）
《シンポジウム》14：10～17：00 14 号館 D401 教室
テーマ「地域包括ケアにおける情報連携を考える ～当事者意識を高めるための情報
のあり方に焦点をあてて～」
①「ふるさとの会」の実践からみる当事者ニーズの発信方策
滝脇憲（NPO 法人 自立支援センターふるさとの会理事）
②地域包括ケアにおける利用者情報の把握と共有
山崎孝博（株式会社ＮＴＴデータ・会員）
③だれもが生き生きと暮らしやすい地域に
早川郁子（立川市社会福祉協議会）
④ソーシャルキャピタルのネットワーク化と情報共有の視点
山村良一（横浜市中村地域ケアプラザ）
⑤武蔵野市の地域包括ケアシステム推進へ向けた住民・地域社会との連携
笹井肇（武蔵野市役所）
（コメンテーター）
林恭裕（北翔大学・学会理事）
（コーディネーター）
高橋紘士氏（国際医療福祉大学・学会代表理事）
５ 学習会の開催
【日 時】2013 年 9 月 7 日（土）15：00～16：45
【会 場】立教大学池袋キャンパス 11 号館 2 階 A203 教室
【テーマ】地域包括ケアと医療介護情報政策
【講 師】厚生労働省政策統括官（社会保障担当）唐澤剛氏
【参加者】48 名
６「 研究・実践企画奨励助成制度」の創設と第 1 回選考
今年度創設した第 1 回「研究・実践企画奨励助成」は、9 月下旬に募集を開始し、11
月 30 日（土）に開かれた選考委員会において、以下の研究・実践企画が採択された。
【テーマ】介護サービス提供機関における情報関連業務の実態把握に関する 研究
【申請者】大夛賀 政昭（国立保健医療科学院）
【期 間】2013 年 12 月 15 日～2014 年 9 月 15 日
【助成額】10 万円
【備 考】申請者は、2014 年 9 月 15 日までに「研究・実践企画成果報告書」を提出し、第
15 回研究大会自由研究発表において報告する。

７ 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」について
(1) 報告書作成作業
2011 年度～2012 年度に行ったヒアリングについてまとめの作業を行った。
８ 学会紀要『福祉情報研究第８号』の発行と第９号・10 号の準備
(1) 学会紀要『福祉情報研究 第９号・第 10 号』を発行し、会員に配布した。
(2) 学会紀要『福祉情報研究 第 11 号』の発行準備を行った。
９ ニュースレターの発行
年３回（通巻 25 号～27 号）発行
(1) 第１号（通巻第 25 号） 2013 年 7 月 8 日発行
（主な内容）
「これからの学会活動について」
「2013 年度学習会案内」「第 14 回研究大会
案内」
「2013 年度事業計画・予算」
「ホームページのリニューアル」など
(2) 第 2 号（通巻第 26 号） 2012 年 9 月 26 日発行
（主な内容）
「第 14 回研究大会案内」
「学習会報告」「研究企画奨励助成制度の提案」「事
業報告・決算」
「ホームページのリニューアル」など
(3) 第 3 号（通巻第 27 号） 2014 年 2 月 10 日発行
（主な内容）
「第 14 回研究大会報告」
「第 15 回研究大会案内」
「会員総会報告」
「研究・
実践企画奨励助成制度の選考結果」
「ホームページのリニューアル」など
10 ホームページの運営
(1) ホームページ委員会でのコンテンツ検討
ホームページ委員会並びにメーリングリストにてコンテンツの充実について整理した。
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ホームページの個人ページの内容検討
(2) ホームページコンテンツの充実に向けた取り組み
①コンテンツ掲載に向けて、不足原稿の洗い出しと原稿収集・作成作業を開始
②リンク集や学会出版物などの作成を開始
③会員向けコンテンツの作成を開始
11 関係学会・団体との連携
(1) 第 33 回医療情報学連合大会（2013 年 11 月 21 日（木）～23 日（土））への協賛
12 学会の運営
(1) 理事の役割分担の再編と事務の効率化
理事の役割分担を見直し、業務の遅滞を取り戻すとともに、業務を補佐してもらう会員
を確保する取り組みに着手した。同時に、事務の効率化を進めるために、外部委託などの
検討を行った。
13

会員状況（2013.3.31 現在）
正会員
111 名
学生会員 20 名
名誉会員
1名

