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分科会演題一覧 

 

11 月７日（土）9：00～ 

 

認知症ケア／A 会場 

A1-1 タクティールケアがもたらす安心感と穏やかさ 吉田 善博（ら・ぱーす） 

A1-2 ユマニチュードの効果に対する検証 竹田 京子（カタセールえさし） 

A1-3 介護福祉士が行っている脳リハビリの実施報告 福島 聖美（サンビオーズ新琴似） 

A1-4 ユマニチュードを取り入れたケアの取り組み 掛札 洋（サンビオーズ新琴似） 

A1-5 運動教室の実施結果の検証 龍田 記方（サンビオーズ新琴似） 

 

口腔ケア・栄養管理／B 会場 

B1-1 口腔内乾燥の実態と自覚症状の関連性 西村 香緒里（フェニックス） 

B1-2 口腔ケアを介し、精神科疾患の安定に向けた取り組み 鈴木 光代（ナーシングヴィラ大谷地） 

B1-3 経管栄養の方への口腔ケア 西村 このみ（ジョイウェルス桔梗） 

B1-4 栄養士奮闘記！目指せ常食率 100％ 大田 亜由夢（ゆう） 

B1-5 栄養マネジメントにおけるリスク判定について 合田 早織（北湯沢温泉いやしの郷） 

 

看取り・医療／C 会場 

C1-1 「ここで最期を迎えさせてあげたい」 山崎 文代（コミュニティホーム美唄） 

C1-2 Quality of Death 阿部 夏季（セージュ山の手） 

C1-3 看・介護から行う褥瘡予防 西村 勝利（りらく） 

C1-4 インスリン治療中にみられた意識障害の１例 上野 明子（フェニックス） 

C1-5 下剤よさらば 神野 友江（コミュニティホーム白石） 

 

他職種連携・リスクマネジメント／D 会場 

D1-1 Ｒ４導入による業務効率化と意識の移り変わりについて 菊地 芳一（グリーンコート三愛） 

D1-2 リハマネ加算Ⅱに係るリハ会議の充実化を図る 後藤 航（サニーヒル） 

D1-3 「認め合うよろこび」 竹田 真弓（ひまわり） 

D1-4 在宅強化型になると転倒事故が増える？ 高橋 わかな（ひまわり） 

D1-5 事故防止の第一歩はたくさんの報告書から！ 佐藤 健太（かみや） 

 

レクリエーション／E 会場 

E1-1 認知症専門棟におけるレクリエーション実践からの学び 松本 純二（柏ヶ丘） 

E1-2 興味のある活動を通じて参加率の向上を目指した試み 三田地 広樹（グラーネ北の沢） 

E1-3 『３６５日のレク』 鈴木 愛美（みやびの森） 

E1-4 トイレを頻繁に訴える方へのアプローチ 高澤 聖博（生きがい） 

E1-5 家に帰りたい、連れていきたい・・と思えるように・・ 高橋 綾佳（エスポワール北広島） 
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11 月７日（土）10：00～ 

 

排泄・食事・感染予防／Ａ会場 

A2-1 職員によるインフルエンザの施設内持ち込みを防ぐ為に 樋口 由香（とかち） 

A2-2 尿路感染予防への取り組み 田中 康太（ことぶき） 

A2-3 食べる楽しみから活力へ 伊藤 直幸（ゆあみーる） 

A2-4 嚥下体操の重要性と利用者へのかかわり 濱中 達也（グランドサン亀田） 

A2-5 医食同源  立山 美香（ケアステーションひかり） 

 

チームケア／Ｂ会場 

B2-1 囲碁を、もう一度！ 山本 雅人（もえれパークサイド） 

B2-2 運動失調のあるご利用者の事故検討 大畑 周平（アメニティ西岡） 

B2-3 認知症の対応困難な事例を振り返り気づいたこと 清水 剛（ボヌゥール士別） 

B2-4 状況・心境・背景から対策を！ 竹内 学（エスポワール北広島） 

B2-5 朝が大事！ 今野 諭（エスポワール北広島） 

 

家族・地域との関わり／C 会場 

C2-1 家族介護教室の可能性 藤田 敦子（アメニティ帯広） 

C2-2 デイケアにおける地域との連携  林 大輔（さくら） 

C2-3 住み慣れた地域で暮らし続ける 三浦 望（ひまわり） 

C2-4 介護老人保健施設事務職員による地域支援 大内 真季（エスポワール北広島） 

C2-5 通所リハにおけるリハビリテーションマネジメントⅡ 近藤 洋（浦河緑苑） 

 

運営・管理／D 会場 

D2-1 1 人じゃないってステキなことね♪ 大山 信二（あかしや） 

D2-2 質の高い介護サービス提供を目指して 野宮 勝（ゆとりろ） 

D2-3 プレスリリースによる広報活動について 大野 貴矢（とかち） 

D2-4 デイケアの運営手法転換で利用者が倍増 庄司 幸一郎（ゆう） 

D2-5 老健コスモス通所リハビリテーションの過去と現在 田村 千尋（コスモス） 

 

クラブ活動・デイケア／E 会場 

E2-1 さあ、紙芝居の始まり始まり 奥 和佳奈（旭泉苑） 

E2-2 デイケアでの「選択サービス」による行動変容の試み 天野 智仁（あつべつ） 

E2-3 ふまねっと運動実施場所変更による利用者の意識調査 佐藤 剛史（グラーネ北丿沢） 

E2-4 事故が無くなって○○日！！ 岡内 春奈（さくら館） 
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11 月 7 日（土）11：00～ 

 

在宅復帰・在宅支援／Ａ会場 

A3-1 在宅復帰に向けての活動について 越善 創（星が浦） 

A3-2 「妻を変えた！ 他職種連携による在宅復帰」 平田 悠馬（もえれパークサイド） 

A3-3 「リハマネⅡから学んだもの」 鳥海 伸晃（アンダンテ） 

A3-4 ICF ステージングデータの分析と在宅復帰支援への活用 樋本 隆明（ゆとりろ） 

A3-5 重度要介護者の在宅生活を支える通所リハビリの役割 奥野 正樹（柏ヶ丘） 

 

環境改善・ストレス予防／Ｂ会場 

B3-1 『どうして忙しくなるの？』 坂本 幸生（ケアライフ王子） 

B3-2 職員のストレス軽減に向けた取り組み 川口 （グラーネ北の沢） 

B3-3 腰痛予防・負担軽減への取り組み 本多 雄二（北湯沢温泉） 

B3-4 生活場所における環境衛生への取り組み 吉田 拓生（母恋） 

B3-5 QOL 向上へつなぐ介護の力 西山 志津子（エスポワール北広島） 

 

リハビリテーション／C 会場 

C3-1 仲間作りでれっつうぉーく 宇野 利文（クリアコート千歳） 

C3-2 移乗動作獲得のため痛みのある利用者との関わり 上宿 秀明（ヴィラかいせい） 

C3-3 老健施設における日常生活評価の点数化と妥当性 畑中 竜治（北湯沢温泉いやしの郷） 

C3-4 呼吸法と発声練習を中心とした個別音楽療法の取り組み 葛西 絵理子（生きがい） 

C3-5 ロボットスーツ HAL 単関節タイプ導入による取り組み 仙野 堅太（平和の杜） 

 

ケアの質の向上／D 会場 

D3-1 アロマテラピー施行による睡眠効果の検証 國木 陽介（アートヒルズ） 

D3-2 在宅復帰の成功事例と失敗事例 目黒 北斗（ゆう） 

D3-3 利用者様との時間を大切に 大澤 美寿々（ヴィラかいせい） 

D3-4 フット・ハンドケアがもたらす利用者への効果 佐藤 晃世（セージュ新ことに） 

D3-5 パッと見てつかむ 吉田 恵太（ら・ぷらーさ） 

 

 

  


