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第３７回老人福祉施設研究発表会の開催について（案内） 

 

 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、この度、標記研究発表会を別紙のとおり開催することとなりました。 

 本研究発表会では、道内各地の老人福祉施設等で活躍されている職員の皆様が日ごろ実践

されている研究活動や取組みを発表していただいております。 

 他施設で取組まれている活動について広く関係者の皆様に知っていただき、討議を行うこ

とにより老人福祉の充実と職員の意識の高揚を図れるような内容にしたいと考えております

ので、貴職をはじめ関係職員の方々の積極的なご参加をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

        

 

【事務局連絡先】 

北海道社会福祉協議会 

施設経営支援部 施設福祉課内 

（担当：宮川・三島） 

ＴＥＬ：011-241-3766（直） 

011-241-3976（代） 

ＦＡＸ：011-280-3162 



月 （水・木）
平成２９年8 30-31

●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

札幌プリンスホテル

会員：5,000円 非会員10,000円（※参加費は当日受付にて申し受けます）

30日（発表会）13時～17時まで（受付12:00開始）

31日（講演）9時00分～11時まで

（講評・表彰式）11時10分～12時まで

札幌市中央区南２条西１１丁目（国際館パミール）

参加費

時 間

研究発表会！

今年度は、４分科会の開催です。詳しくはタイムスケジュール
をご覧ください。

30日

講演
31日

（えな・カウンセリングルーム代表
IPI（統合的心理療法研究所）特別研究員）

森川 早苗 様

アサーション・トレーニング
～自分も相手も大事にするコミュニケーションの方法～

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！！

３７th

※この事業は、北海道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。



第３７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

（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

④人材育成 ①個別ケア ③ケアの向上の取組 ③ケアの向上の取組

『魅力ある施設を目指して　～入居
者様には安心を・職員にはやりがいを
～』

『「縫い物屋開業」
　　　～役割のある生活～』

『飲酒に係る問題の解消を目指し
て！！
～自律を目指した自立支援の試み～』

『口腔ケアの向上に取り組んで』

特別養護老人ホーム　西野ケアセンター
介護主任  横山　貴久

特別養護老人ホーム　ひかりの
サブリーダー  舞良　可苗

養護老人ホーム　長生園
准看護師  五十田　雅子
介護職員  松橋　瑞恵

特別養護老人ホーム　新篠津福祉園
介護副主任  神野　いく代

④人材育成 ①個別ケア ③ケアの向上の取組 ③ケアの向上の取組

『人材育成第二弾～質と成果を求め
て～』

『ご利用者様の生活の質の改善　～
元気になった私が外出で得た事～』

『尊厳と褥瘡予防』 『本人の思いと在宅生活を支えるため
に』

特別養護老人ホーム　釧路町釧望やすらぎの
郷
介護主任  田中　宏明

特別養護老人ホーム　女満別ドリーム苑
介護リーダー  佐藤　元

特別養護老人ホーム　月寒あさがおの郷
課長代理  大浦　孝之

鷹栖町介護センター　さつき苑
ケアマネジャー  佐藤　恭子

⑤地域 ①個別ケア ①個別ケア ⑥看取り介護

『ある利用者の入所から退所まで～
福祉サービス提供者とは、家族とは
～』

『眩しい笑顔が見たくて　ご本人の望
む生活を目指して』

『くらしにつながる多職種連携の実践』 『食事が食べられなくなったら
～いのちについて考える』

養護老人ホーム　永楽荘
支援相談員  石田　大輔

特別養護老人ホーム　清祥園
介護職員  長谷川　恭平

特別養護老人ホーム　芦別慈恵園
リーダー  宮崎　広太

特別養護老人ホーム　北竜町永楽園
介護員  渡邉　詔

⑤地域 ①個別ケア ③ケアの向上の取組 ③ケアの向上の取組

『住み慣れたまちで元気に暮らし続け
るために～生活相談員として～』

『暴力のある利用者に寄り添う』 『評価スケールを取入れた、褥瘡予防
委員会の取組について』

『”においを嗅いで認知症予防”
～Brief Smell Testによる「嗅覚」と「認知
機能」の関連性～』

特別養護老人ホーム　芦別慈恵園
生活相談員  佐々木　大典

特別養護老人ホーム　北竜町永楽園
介護員  小笠原　拓宇

特別養護老人ホーム　厚田みよし園
施設長  畑中　正彦

介護老人保健施設クリアコート千歳
精神科認定看護師  如澤　学

⑤地域 ①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑥看取り介護

『みんなでつくる「地域包括ケアシステ
ム」～2025年の北海道を“住みよい
豊かなまち”へ～』

『本当の願いは？～主体性の自立
支援～』

『学習療法を選んで１０年の挑戦～
想いを何に乗せて届けるか～』

『特別養護老人ホームにおける看取り
介護の実践と課題』

地域密着型介護老人福祉施設　アルペジオ
施設長  横山　直史

特別養護老人ホーム　かおる園
サブリーダー  小山　俊朗

介護老人福祉施設　シンフォニー
介護係長兼生活相談員  石川　明弘

特別養護老人ホーム　温心園
介護支援専門員　係長  山本　佳奈

⑤地域 ①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑥看取り介護

『家族じゃなくても家族のように
～放課後児童クラブふわっととの交流
を通して～』

『娘のために』 『汚名返上！～介護職員から始める
排泄コントロール～』

『「うまい酒飲みたいなぁ」　～ 最期が
教えてくれたこと ～』

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

特別養護老人ホーム　太陽園
主任介護士  有田　由美子

特別養護老人ホーム　かおる園
介護職員  中村　悠希

特別養護老人ホーム　きさく苑
介護職員  伊藤　恵利香
介護職員  村越　圭子

⑦デイサービス ①個別ケア ③ケアの向上の取組 ⑥看取り介護

『デイサービスに必要な生活行為向上
リハビリテーション』

『動き出しを待つことで見えてくるお客
様の本来の力』

『マッサージが利用者の心身に及ぼす
影響について』

『最期まで特養で看取るということ～
苑内葬儀という選択肢～』

鷹栖町デイサービスセンターはぴねす
理学療法士  大矢　敏之

特別養護老人ホーム　芦別慈恵園
作業療法士  中尾　亮介

特別養護老人ホーム　北竜町永楽園
介護員  杉本　佳奈

特別養護老人ホーム　コスモス苑
生活相談員  新井　元規

③ケアの向上の取組

『健康管理に多職種協働で取り組ん
で～お年寄りも職員もハッピー！！
～』

特別養護老人ホーム　ぬくもりの家えん
課長補佐  森　ひろみ
主任  室橋　綾乃

分科会

会場

1
１３：００

～
１３：２０

休 憩（１０分）

2
１３：３０

～
１３：５０

休 憩（１０分）

3
１４：００

～
１４：２０

休 憩（１０分）

4
１４：３０

～
１４：５０

休 憩（２０分）

5
１５：１０

～
１５：３０

休 憩（１０分）

6
１５：４０

～
１６：００

休 憩（１０分）

7
１６：１０

～
１６：３０

休 憩（１０分）

8
１６：４０

～
１７：００



 

◆ 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２９年８月１６日（水）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 職種・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等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老施協 担当：宮川・三島 TEL011-241-3766FAX011-280-3162 

〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 7丁目 1番地 かでる 2.7 3階  

 


