
月 （木・金） 

介護職員へのエール  
   をいただきます！  

平成２８年 8 25-26 

●主催：北海道老人福祉施設協議会  ●連絡先：事務局【担当：宮 川】 ☎：011-241-3766 

札幌市中央区南２条西１１丁目（国際館パミール） 

会員：5,000円 非会員10,000円 

25日（発表会）１２時３０分～17時00分まで（受付開始11時30分） 
26日（講演）9時30分～11時（講評・表彰式）11時10分～12時まで 

札幌プリンスホテル 

参加費 

時 間 

第３６回 

研究発表会 

  
 今回は、４分科会で開催します。詳しくは、タイムスケジュー
ルをご覧ください。 

25日 

記念講演 

26日 

（株式会社クリエイティブオフィスキュー代表取締役） 

鈴井 亜由美 様 

皆様、ご存じ！ 
 オフィスキューの鈴井亜由美代表をお呼びしました。 
 介護職員へのエールをこめたお話をお聞きします。 

日 

会 場 

 近年、宿泊施設の手配が非
常に困難になっております。
宿泊の手配は出来るだけお早
目に！ 

 介護の専門職としての「成功事例」「失敗事例」
「アイディア」を発表して、皆で共有し、 
ケアの質向上につなげていきましょう！！ 

※参加費は、当日、受付にてお支払いください。 

※この事業は、北海道のキャリアパス支援研修事業補助金を受けて実施しています。 



 

◆ 会場周辺図 ◆ 

  ※お越しの際は、公共交通機関をご利用ください※ 

 

☆札幌プリンスホテル 国際館パミール☆ 

    札幌市中央区南 2 条西 11 丁目 

    TEL011-241-1111 

  ＜Ｊ Ｒ＞ＪＲ札幌駅下車→タクシー約８分 

   ＜地下鉄＞ 東西線西 11 丁目下車→徒歩約 3 分 

 

 

◆ 参加申し込み ◆ 

下記参加申込書に必要事項をご記入の上、平成２８年８月８日（月）までに FAX してください。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～参加申込書～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

北海道老人福祉施設協議会 事務局 宛（FAX：０１１－２８０－３１６２ 添付書不要・切り取らずこのまま送信ください） 

No 氏名 種別・経験年数 備考 

1 

ﾌﾘｶﾞﾅ （   年） 発表者の方は、下に✔印を！ 

（□発表者） 

※実際に発表する方のみです。 

 

2 

ﾌﾘｶﾞﾅ （   年） 発表者の方は、下に✔印を！ 

（□発表者） 

※実際に発表する方のみです。 

 

3 

ﾌﾘｶﾞﾅ （   年） 発表者の方は、下に✔印を！ 

（□発表者） 

※実際に発表する方のみです。 

 

4 

ﾌﾘｶﾞﾅ （   年） 発表者の方は、下に✔印を！ 

（□発表者） 

※実際に発表する方のみです。 

 

 

◎経験年数は老人福祉施設での経験年数をご記入ください。 

◎発表者の方は備考欄にチェック願います。 

◎ご記入いただいた個人情報は当該研究発表会の運営及び統計資料の作成に使用いたします。参加申込書に記載された情報をもとに、参加者名簿を

作成し、当日参加者に配布いたします。 

 上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。 

施設名 

 

施設種別 
特養・養護・軽費・ｹｱﾊｳｽ 

ﾃﾞｲ・老健・その他（   ） 

道老施協・道デイ
会員当否を✔↓ 

□会員 

□非会員 

施設 

住所 

〒 TEL  
担当者名  

FAX  

申込・お問合せ先 北海道社会福祉協議会 担当：宮川・冨川 TEL011-241-3766 FAX011-280-3162 

〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 7丁目 北海道社会福祉総合センター  

 



第３６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、６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

※発表応募用紙の発表者欄にチェックのついた方のお名前を掲載しております（敬称略）

第１分科会 第２分科会 第３分科会 第４分科会

６階　美瑛 ６階　十勝 ６階　日高 ６階　大雪

①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑤地域 ①個別ケア

『日々の生活に潤いを・・・。　』 『肺炎予防の取り組み～肺炎で入院する
方への予防方法の糸口は多職種連携と
統一した知識だ！！～　』

『地域包括ケアシステム構築への取り
組み～ふれあい食堂いこい（地域食
堂）の開設～』

『若年認知症ケアの取り組み　～
ショートステイから特養へ～　』

多機能型グループホーム鷹栖なごみの家
ユニットリーダー  設楽　剛寛

特養手稲リハビリテーションセンター 介護
支援専門員  瀬川　睦

特養美しが丘敬楽荘 総務課長
堀　久志　相談員　工藤　公洋

慈啓会特別養護老人ホーム
介護課長補佐  磯貝　啓一

②リスクマネジメント ③ケアの向上の取組 ⑤地域 ①個別ケア

『P-mSHELLモデルを用いて事故分析
を行った経験から学んだこと』

『一人一人のQuality Of Lifeを高める
ために・・・』

『食を通し、在宅の暮らしを支える』 『在宅生活を続ける!!　本人の意思・
希望を支える為に　』

特別養護老人ホーム　北竜町永楽園
介護福祉士  舟橋　惇

特別養護老人ホームひかりの 理学療法士
柴田　加奈　介護職員　秋本　真希

特別養護老人ホーム　芦別慈恵園
管理栄養士  村上　由佳

小規模多機能ホーム　ぬくもりの家えん
介護職員  佐久間　勝

①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑤地域 ①個別ケア

『センター方式って大変だけどすごい!!』 『音楽を活かした認知症ケア～コミュニ
ケーションの１つとしての音楽』

『入院しても元気で戻ってきてほしい
～回復期リハビリ病床を有す病院との
連携』

『いつまでも、慣れ親しんだ自宅で。～
家族と共に支える介護～　』

ケアセンター栄町デイサービスセンター栄町
介護福祉士  大谷　聡志

特別養護老人ホーム　石狩希久の園
ケアワーカー  南　隆太

特別養護老人ホーム　北竜町永楽園
生活相談員  寺﨑　信幸

江別地域複合型ライフケアセンター　夢あ
かり 介護副主任  佐々木　拓也

①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑤地域 ①個別ケア

『認知症状改善に向けてK様の変化
の様子』

『引きこもり予防と水分補給を目的とし
た取組について』

『脳の健康からはじめる地域力UP！』 『Ｔさんと共に過ごした５年間』

特別養護老人ホーム　清祥園
介護職員  吉田　恭子

養護老人ホーム長寿園 　主任支援員
安井　友紀　栄養士　荒　要香

地域密着型介護老人福祉施設　アルペ
ジオ 管理栄養士  奥山　恵美子

特別養護老人ホーム上士幌すずらん荘
主任介護員  大江　まゆみ

①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑤地域 ①個別ケア

『在宅サービスに前向きでなかったA氏
が、えがお健康体操教室にくる理由』

『利用者の入院に際し、病院と共同で
ケアの方向性や家族の意思決定をサ
ポートした一例』

『地域に愛される太陽園を目指して
～これからの役割を明確にする為に
～』

『個別ケアへの関わり　～山菜採りを
目指して～』

特別養護老人ホーム　芦別慈恵園
機能訓練指導員  中尾　亮介

特別養護老人ホーム　北竜町永楽園
看護師  吉田　康記

特別養護老人ホーム　太陽園
介護係長  山中　由佳

特別養護老人ホーム　鶴の園 機能訓練
指導員（作業療法士）  中山　由臣

①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑤地域 ①個別ケア

『特養入居者？　いや、ご主人で
しょ！！　』

『理想の排便に近づける為の取組み
～不必要な下剤を減らしたい～　』

『地域貢献事業として認知症状改善
塾の取り組み』

『ボードの向こう側に見えた利用者の
笑顔』

特別養護老人ホーム　かおる園
介護主任  髙橋　研斗

特別養護老人ホーム敬生園
看護師  戸崎　美企

特別養護老人ホーム和幸園
生活介護係長  星野　八重子

介護老人福祉施設　潮寿荘
グループリーダー  泉　慶佑

①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑤地域 ①個別ケア

『A様（101才）への外出支援の挑戦』 『経管栄養のご利用者様の生活改善
を目指して　～あきらめていたのは私た
ち？～　』

『通所型介護予防、高齢者サロンから
見えた　総合事業の取組み～Stay
Gold　輝き続ける～』

『ＡＳＨ～安心して下さい、入れますよ
～《特別じゃない、当たり前のお風呂
に入るまでの○○○》』

特別養護老人ホーム中標津りんどう園 ユニッ
トリーダー兼介護支援専門員  釜　大輔

特別養護老人ホーム　女満別ドリーム苑
看護係長  田丸　智子

デイサービスセンター　かおる園
地域支援係長  平山　泰行

特別養護老人ホームきさく苑 　介護主任
村越　圭子　理学療法士　森髙　友紹

①個別ケア ⑥看取り介護 ⑦デイサービス ④人材育成

『気持ちが死んでいる～その言葉の重
さを受け止めて～』

『看取り介護の真髄：PDCAサイクルを
活用し、ガン末期状態の入居者様も
お看取りできる特養として』

『デイサービスにおけるリハビリテーション
を再考する～東京旅行を実現した1
症例～　』

『新人育成から職員教育へ～介護職
員の定着化が施設最大のリスクマネジ
メント』

グループホームむかし館
管理者  萱森　里恵

特別養護老人ホーム コスモス苑
生活相談員  新井　元規

鷹栖町デイサービスセンターはぴねす
主任  松原　美咲

特別養護老人ホーム北竜町永楽園
介護福祉士  江田　佳代

①個別ケア ⑥看取り介護 ⑦デイサービス ④人材育成

『ずっと住マイル！！～ケアハウスでの
生活を続けるために～』

『お別れ会でこころはひとつ　　～私もこ
んな風に見送ってほしい～』

『通所介護における利用者主体のプロ
グラムを行うことによる効果について』

『君もユニットケア・認知症ケアのスペ
シャリストだ！！』

軽費老人ホーム　ケアハウスゆうあい
生活相談員  柴田　一子

介護老人福祉施設白ゆりあいの里
介護職員  前田　彩華

デイサービスセンターなのはな
管理者  森田　康夫

地域密着型介護老人福祉施設サテライト型
ふらっと忠類 介護係長  末廣　桂太

分科会

会場

1
１２：３０

～
１２：５０

　休 憩（１０分）

2
１３：００

～
１３：２０

休 憩（１０分）

3
１３：３０

～
１３：５０

休 憩（１０分）

4
１４：００

～
１４：２０

休 憩（１０分）

5
１４：３０

～
１４：５０

休 憩（２０分）

6
１５：１０

～
１５：３０

休 憩（１０分）

7
１５：４０

～
１６：００

休 憩（１０分）

8
１６：１０

～
１６：３０

休 憩（１０分）

9
１６：４０

～
１７：００


