
日本福祉介護情報学会 2014 年度事業報告 

 

１ 2014 年度会員総会の開催 

【日時】2014 年 9月 21 日（日）12：30～13：00 

【会場】藤女子大学 16条校舎 756 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（2014 年 9月 21 日現在） 

131 名（個人会員：112 名  学生会員：18名  名誉会員：1名） 

(3) 研究紀要『福祉情報研究 10 号』『福祉情報研究 11号』について 

(4) 「研究・実践企画奨励助成」2013 年度実施報告並びに 2014 年度審査結果報告 

《審議事項》 

(1) 2013 年度事業報告・決算 

(2) 2014 年度事業計画（案）・予算（案） 

《その他》 

(1) 2015 年度研究大会の開催について 

(2) 役員選挙の実施、選挙管理委員会の移植並びに住所等変更届の提出のお願い 

【参加者】32名 

 

２ 理事会の開催 

(1) 第１回理事会 

【日時】2014 年 5月 25 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 10号』『11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（資料５） 

(5) ホームページ委員会検討状況について 

(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) 2013 年度事業報告・決算について 

(2) 2014 年度研究大会について 

(3) 2014 年度学習会について 

(4) ホームページ委員会から 

(5) 理事の役割分担の変更について 

(6) 今年度のスケジュール（予定） 

(7) その他 

① 「日本学術会議協力学術研究団体」への指定登録申請について 



 

(2) 第２回理事会 

【日時】2014 年 7月 20 日（日）16：00～17：30 

【会場】国際医療福祉大学東京サテライトキャンパス 5階ホール 

【議案】 

《審議事項》 

(1) 会員入会審査 

《報告事項》 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 研究紀要『10号』『11 号』の進捗状況 

(3) ニュースレター第２号の発行について 

(4) ホームページ委員会報告 

(5) 2014 年度学習会について 

《協議事項》 

(1) 2014 年度研究大会について 

(2) 2014 年度「研究企画奨励助成」の周知について 

(3) その他 

①2014 年度の予定 

 

(3) 第３回理事会 

【日時】2014 年 9月 20 日（土）18：00～20：00 

【会場】藤女子大学 16条校舎 6階 652 教室 

【議案】 

《審議事項》 

(1) 会員入会審査 

(2) 2014 年度「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) 2013 年度「研究・実践企画奨励助成」報告 

(3) 研究紀要『10号』『11 号』の進捗状況 

(4) 「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 

(5) ニュースレター第３号の発行について 

(6) ホームページ委員会報告 

《協議事項》 

(1) 2014 年度研究大会について 

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) ホームページについて 

(4) 2015 年度研究大会について 

(5) 役員選挙について 

(6) 今後の活動の方向性について 



(7) その他 

①2014 年度の予定 

 

(4) 第４回理事会 

【日時】2015 年 3月 22 日（日）10：00～12：00 

【会場】立教大学池袋キャンパス 5号館第 2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 15 回研究大会報告 

(4) 紀要『福祉情報研究第 10号』『第 11 号』『第 12 号』の進捗状況について 

(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) ホームページ委員会報告 

《協議事項》 

(1) 2015 年度事業計画（案）・予算（案）について 

① 2015 年度の予定 

(2) 2014 年度事業報告（見込み）・決算（見込み）について 

(3) ワークショップの進行と役割分担について 

(4) 2015 年度第 16回研究大会について 

(5) 2015 年度学習会について 

(6) 第６期役員選挙について 

(7) ホームページについて 

(8) その他 

①2015 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 2014 年 7月 20 日（日）17：30～18：00 国際医療福祉大学東京サテライトキャンパ

ス 5階ホール 

② 2015 年 3月 22 日（日）12：00～12：30 立教大学池袋キャンパスス 5号館第 2会議

室 

（編集小委員会の開催） 

① 2014 年 9月 11 日（木）10：00～17：00 岩手県立大学アイーナキャンパス学習室 3 

② 2014 年 11 月 28 日（金）16：30～18：30 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 

① 2014 年 5月 9日(金)18:00～20:00 田園調布学園大学 5号館村井研究室 

② 2014 年 7月 6日(日)16：30～19：00 田園調布学園大学 5号館村井研究室 

③ 2014 年 8月 5日（火） オンライン会議 

④ 2014 年 9月 20 日（土） オンライン会議 



⑤ 2015 年 2月 10 日（火） オンライン会議 

 

４ 第 15 回研究大会の開催 

【日 時】2014 年 9 月 21 日（日）10：00～17：00 

【会 場】藤女子大学 16条校舎 D401 教室・D302 教室・D402 教室 

【開催校】北翔大学 

【参加者】53名 

【テーマ】地域生活支援における個人情報活用の課題 

～個人情報保護のあり方を問い直す～ 

【内 容】 

《自由研究発表》10：00～11：30 

■Ａ会場：14号館 D302 教室〔司会 前田理事・川森理事〕 

① タブレット端末による訪問介護サービス実施記録システム構築の報告 

～現場の実情に合わせる開発手法・技術の現状・今後の論点～： 

三浦建太郎（株式会社シーマーク） 

② シニア向けスマートフォンを活用した見守りネットワーク形成の効果： 

小川晃子（岩手県立大学） 

③ 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 ～タイム

スタディデータの再分析を通じて～：  大夛賀政昭（国立保健医療科学院） 

■Ｂ会場：14号館 D402 教室〔司会 飯村理事・村井理事〕 

①地域包括ケアシステム構築過程における情報活用の現状 －介護保険サービス利

用水準別保険者分析結果から－：     長倉真寿美（立教大学） 

②社会的孤立防止のための高齢者実態把握の重要性： 

佐藤曉美（立教大学大学院） 

③高齢者福祉施設におけるISO9001認証取得による情報セキュリティ体制の効果と期

待：      水野敬生（社会福祉法人一誠会） 

 

《基調報告》13：10～13：40 14 号館 D401 教室 

「地域生活支援における個人情報活用の課題」 

高橋紘士（日本福祉介護情報学会副代表理事、国際医療福祉大学） 

 

《シンポジウム》14：00～17：00 14 号館 D401 教室 

テーマ「地域生活支援における個人情報活用の課題～個人情報保護のあり方を問い直

す～」 

① 笠間市における介護健診ネットワークの取り組み～個人情報の活用 

前田みゆき（日本福祉介護情報学会理事・日立製作所） 

② 福祉マップづくりにおける個人情報の活用 

佐藤和人（社会福祉法人札幌市社会福祉協議会） 

③多機関にわたる個人情報の共有と活用 

石崎剛（札幌市厚別区第２地域包括支援センター） 

④砂川市高齢者いきいき支えあい条例と個人情報の活用 

吉川美幸（砂川市介護保険課） 

（コメンテーター）   森本佳樹（日本福祉介護情報学会理事・立教大学） 



（コーディネーター）   村井祐一（日本福祉介護情報学会理事・田園調布学園大学） 

 

５ 学習会の開催 

【日 時】2014 年 7 月 20 日（日）13：30～15:30 

【会 場】国際医療福祉大学東京サテライトキャンパス 

【テーマ】地域医療・介護総合確保推進法と介護・医療情報の見える化の推進 

～制度改正の考え方と実践に向けて～ 

【講 師】厚生労働省老健局介護保険計画課長 榎本健太郎氏 

【参加者】51名 

 

６ ワークショップの開催と会員アンケートの実施 

学会が設立されて 15 年が経過し、学会に求められている役割や機能も変化してきてい

る。会員の学会に対する要望と学会を取り巻く状況変化への対応策を把握するために、

会員アンケートを行うとともに、その結果に基づき、学会員相互の意見交換の場を設定

し、今後の学会の方向性を探ることを目的として、ワークショップを開催した。 

【日 時】2015 年 3 月 22 日（日）13：30～17:00 

【会 場】立教大学池袋キャンパス 1号館 1104 室 

【テーマ】改めて、福祉・介護の情報化・ICT 化とは何であるか 

【参加者】17名 

 

７ 第 2 回「日本福祉介護情報学会 研究・実践企画奨励助成制度」の選考 

今年度第 2 回目を迎えた「日本福祉介護情報学会 研究・実践企画奨励助成」は、8 月

上旬から募集を開始し、9 月 20 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】特別養護老人ホームにおける利用者支援向上のためのケアワーク記録の活用に

影響を与えている要因に関する研究 

【申請者】北舘 一弥（東京福祉大学大学院） 

【期 間】2014 年 10 月 1 日～2015 年 10 月 31 日 

【助成額】10万円 

【備 考】申請者は、2015 年 10 月 31 日までに「研究・実践企画成果報告書」を提出し、

第 16回研究大会自由研究発表において報告する。 

 

８ 「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。 

 

９ 学会紀要『福祉情報研究第 10 号』『第 11 号』の発行と『第 12 号』の原稿募集 

(1) 学会紀要『福祉情報研究第 10号』『第 11 号』を発行した。 

(2) 学会紀要『福祉情報研究第 12号』の原稿募集を行った。 

 

10 ニュースレターの発行  年 4回（通巻 28号～31号）発行 

(1) 第１号（通巻第 28号） 2014 年 6月 7日発行 

（主な内容）「2014 年度学習会案内」「第 15 回研究大会案内」「2014 年度事業計画」「ホ



ームページ委員会からのお知らせ」など 

(2) 第 2 号（通巻第 29号） 2014 年 7月 31 日発行 

（主な内容）「第 15 回研究大会案内」「研究・実践企画奨励助成制度案内」「学習会報告」

「2014 年度予算」」「ホームページ委員会からのお知らせ」など 

(3) 第 3 号（通巻第 30号） 2014 年 10 月 8日発行 

（主な内容）「第 15 回研究大会報告」「会員総会報告」「研究・実践企画奨励助成制度の

選考結果」「2013 年度決算」「第 6期役員選挙案内」など 

(4) 第 4 号（通巻第 31号） 2015 年 2月 10 日発行 

（主な内容）「学会ワークショップの開催」「第 6期役員選挙の実施」「学会紀要の進捗状

況」など 

 

11 ホームページの運営 

(1)  学会ホームページの運営 

年間を通じて学会活動関連事項をホームページ上で発信した。 

研究大会や学習会の案内などを行った。 

(2)  ホームページ広報規程の策定 

ホームページのコンテンツ掲載や運営に関する規程の策定を検討し、 

(3)  会員向けコンテンツの充実 

会員専用ページ内にこれまでの研究大会や紀要データを掲載した。 

(4)  学会ホームページリンク集の検討 

学会ホームページのリンク集の検討を行い、HP掲載に向けた整理を行った。 

(5)  学習会に向けたオンラインアンケートの実施広報を行った 

2015 年 3月 22 日のワークショップに向け、会員からの事前アンケートを実施した。 

 

12 関係学会・団体との連携 

(1) 第 34 回医療情報学連合大会（2014 年 11 月 26 日（水）～28日（金））への協賛 

 

13 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。 

(2) 第 6 期役員選挙に関する準備 

現在の役員体制が 2015 年 5 月末で任期が終了するため、2015 年 4月に実施する予定の

第 6期（2015 年 6月～2018 年 5 月）役員選挙の準備作業（選挙権の確認のための名簿の

整理等）を行った。 

（選挙管理委員会の開催） 

① 2015 年 3月 22 日（木）12：00～12：30 立教大学池袋キャンパス 5号館第 2会議室 

 

14 会員状況（2014.3.31 現在） 

正会員  114 名 

学生会員  19 名 

名誉会員   1 名 




