
第３４回老人福祉施設研究発表会＜分科会タイムテーブル＞

　発表テーマの上段は、７つの項目で分類しています。

　①個別ケア　　②リスクマネジメント　　③ケアの向上の取組　　④人材育成　　⑤地域　　⑥看取り介護　　⑦デイサービス

（敬称略）

第１分科会 第２分科会 第３分科会 第４分科会 第５分科会

３階　ロイトンホールD ３階　ロイトンホールBC ３階　ロイトンホールA ２階　ハイネスホール ２階　エンプレスホール

1
１３：００

～
１３：２０

【①個別ケア】
『退院後の自立に向けた支援～
その人らしい生活の回復を目指
して～』

養護老人ホーム　小樽育成院
北村朋子・岡本恵子

【④人材育成】
『ストレス調査からみえてくるもの
働きやすくやりがいのある職場を
目指して』

特別養護老人ホーム　北竜町永
楽園
藤井　陵

【①個別ケア】
『これからの短期入所サービスの
役割とは～Gさんとの出会いが教
えてくれたこと～』

特別養護老人ホーム　帯広けい
せい苑（ユニット型）
七海　忍

【③ケアの向上の取組】
『外部委託業者との連携による食
への取組～心のケアもできる栄
養士を目指して～』

特別養護老人ホーム　鷹栖さつ
き苑
鈴木　さゆり

【⑦デイサービス】
『デイサービスにおける常勤歯科
衛生士と看護・介護職との連携に
見えたもの～今日も出会えた！
わっ歯っ歯！！！～』

デイサービスセンター　にれの木
松見　美香・神田　裕子

2
１３：３０

～
１３：５０

【①個別ケア】
『あなたのことをもっと教えて下さ
い～取り戻した”笑顔”と”あなた
らしさ”～』

老人保健施設　ケアステーション
アンダンテ
松田　繰美

【④人材育成】
『OB会設立！！～ふれあい喫茶
ななかまどの実践を通して～』

特別養護老人ホーム　静苑ホー
ム
橋本　抄苗・杉村　晃輔

【①個別ケア】
『笑い声を聴くために～認知症の
Yさんと歩む～』

特別養護老人ホーム　養生の杜
カムイ
苅谷　好

【③ケアの向上の取組】
『「和」～施設は家庭に近付ける
か？～』

特別養護老人ホーム　新篠津福
祉園
石黒　省伍

【⑦デイサービス】
『ボディ・スパイダーで可能性を広
げよう～ご利用者の機能向上
が、自立支援へとつながる～』

デイサービスセンター　清祥園
中山　理菜

3
１４：００

～
１４：２０

【①個別ケア】
『ぬり絵が好きって本当？』

特別養護老人ホーム　上士幌す
ずらん荘
森田　梨那

【⑤地域】
『転倒予防教室が参加者のストレス
度合いにどのような影響を与えるの
か？～「ストレス」を数値化し、事業
参加を有意義にするための工夫につ
なげる～』

札幌市東区介護予防センター伏
古本町
豊嶋　優允

【②リスクマネジメント】
『不安なく過ごせる場所をみつけ
るには～わたしの居場所はど
こ？～』

特別養護老人ホーム　釧路北園
啓生園
宮本　深尋

【③ケアの向上の取組】
『介護老人福祉施設における介
護支援専門員の役割とは～いか
にアセスメントを充実させるか～』

特別養護老人ホーム　西円山敬
樹園
高澤　美里

【⑦デイサービス】
『「家での介護をあきらめたくない
んです」という家族の思いにい応
えて～デイサービスでの口腔ケ
アの取組～』

芦別慈恵園デイサービスセンター
林　由佳

4
１４：３０

～
１４：５０

【①個別ケア】
『自立支援を通して～N様の笑顔
が見たい～』

特別養護老人ホーム　清祥園
鵜野　潤子

【⑤地域】
『“キッカケ”はマシントレーニング
～介護予防教室から自主グルー
プ活動へ～』

札幌市西区介護予防センター西
町
加藤　正浩

【②リスクマネジメント】
『5本指ソックスで転倒予防～履
物で人生は変わる～』

特別養護老人ホーム　芦別慈恵
園
横関　真智子

【③ケアの向上の取組】
『マニュアルにとらわれない考え
方～スタッフの自由な発想が生
んだ奇跡～』

特別養護老人ホーム　美瑛慈光
園
瀬野　順子・東　賢秀

【⑦デイサービス】
『一瞬のかがやきを生涯へ～もう
一つの笑顔の為に～』

デイサービスセンター　ひだまり
田井中　裕恵・西鳥羽　聡美

5
１５：１０

～
１５：３０

【①個別ケア】
『認知症ケースへの取り組み～帰
宅願望の強い入居者へのアプ
ローチ～』

養護老人ホーム　まろにえ
近江　幸史

【⑤地域】
『老人福祉施設が行う地域づくり
コーディネート～地域包括ケアシ
ステムの成功のカギは、地域と施
設のマンパワーにある！』

北広島団地地域交流ホームふれ
て
向山　篤

【②リスクマネジメント】
『誤薬防止に向けた取組～介護
と看護の連携を中心に～』

特別養護老人ホーム　つれづれ
の郷
繪面　岳夫

【③ケアの向上の取組】
『私はまだ歩ける～ロボットスーツ
HALとの二人四脚』

特別養護老人ホーム　はるにれ
荘
前田　克也

【⑦デイサービス】
『「語るだけ・聞くだけ」～語り部ク
ラブで利用者が導く先～』

やすらぎデイサービスセンター
多田　祥子

6
１５：４０

～
１６：００

【①個別ケア】
『居場所のある生活を作るため
に』

多機能型グループホーム　鷹栖
なごみの家
菅原　景子・坂原　有紀

【⑤地域】
『地域交流事業「花月地区朝
市！」～一つの試みがもたらした
もの～』

特別養護老人ホーム　かおる園
佐藤　英治・島　愛里紗・河村英
寿

【②リスクマネジメント】
『転倒記録から見えてきたこと～
その人らしい生活を支える介護
のあり方について～』

特別養護老人ホーム　敬生園
阿部　彩香

【③ケアの向上の取組】
『新しい技術の介護現場への導
入～人の動きを知ることで持ち上
げない介助が可能となる～』

介護老人福祉施設　月寒あさが
おの郷
大浦　孝之

【⑦デイサービス】
『短時間リハビリ特化型デイサー
ビスでの活動が利用者に与える
影響について～姿勢・生活意欲・
活動量・行動範囲の変化～』

リハビリ特化型デイサービスセン
ターカラダラボ
馬場　樹

7
１６：１０

～
１６：３０

【①個別ケア】
『社長！！どちらへ？？？～その
笑顔、PRICELESS～』

地域密着型介護老人福祉施設
栄町
川道　望・柳澤　千佳

【⑥看取り介護】
『最後まで意識があった方の看取
りケア～会いたい人に会って、柿
やうなぎやウニを思う存分食べま
した～』

特別養護老人ホーム　みどりの
丘
安田　浩一

【③ケアの向上の取組】
『介護療養型医療施設から特別
養護老人ホーム転換時における
身体拘束廃止への取組と実践経
過～身体拘束「0」～』

特別養護老人ホーム　くつろぎ
山口　賢吾

【③ケアの向上の取組】
『意地で始めた常食化の栄養ケ
ア！！～本来の食事に戻そう～』

江別地域複合型ライフケアセン
ター夢あかり
粕谷　美佳・佐野　亜衣子

【⑦デイサービス】
『通所介護で行う「評価」を強化する
ことにより、利用者の生活に変化が
出た～在宅で生活する喜びを感じて
頂くために～』

デイサービスセンター　らいふて
らす厚別東
濱林　隆宣

8
１６：５０

～
１７：１０

【①個別ケア】
『一人一人がいかに自由な時間
を過ごせるか～介護員としての役
割、余暇・娯楽の大切さ～』

特別養護老人ホーム　やすらぎ
園
山本　史明

【⑥看取り介護】
『最後まで、口から美味しく～ター
ミナルの方へのソフト食の取り組
み～』

地域密着型特別養護老人ホーム
ぬくもりの家えん
谷水　さおり

【③ケアの向上の取組】
『認知症高齢者への支援に向け
て～ケアハウスでの生活支援を
考える～』

軽費老人ホーム　ケアハウス藤
花
松浦　佳淑

【③ケアの向上の取組】
『介護療養型老人保健施設における
看護・介護業務量の実態調査～無
理・無駄・ムラを省き安心・安全を提
供するために～』

介護療養型老人保健施設　あお
ぞら
上妻　憲明

9
１７：２０

～
１７：４０

【①個別ケア】
『自立支援介護による認知症ケア
その実践と考察～修復された家
族との繋がり～』

特別養護老人ホーム　女満別ド
リーム苑
園生　道也

【③ケアの向上の取組】
『チームでつながる口腔ケアのス
スメ～誤嚥性肺炎“０”継続～』

地域密着型介護老人福祉施設
アルペジオ
奥山　恵美子

休 憩（１０分）

休 憩（１０分）

休 憩（２０分）

休 憩（１０分）

分科会

会場

休 憩（１０分）

休 憩（１０分）

休 憩（１０分）

休 憩（２０分）


