第19回東日本事例発表研修会

プログラム
（敬称略）

9:00
9:30～
10:00 ～ 10:30
10:30 ～ 11:00
開会式

当日スタッフ集合（２階 第一会場前）
発表者・コーディネーター集合
集合写真撮影・ オリエンテーション
参加者受付
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 理事長
開会の辞
中澤 俊勝
厚生労働省 老健局 高齢者支援課長
来賓挨拶 齋藤 良太
東京都 福祉保健局 高齢社会対策部長
来賓挨拶 村田 由佳
司

【第一会場】
時間

会

森村 泰之

(株)長谷工シニアホールディングス (東日本事例発表研修会幹事法人)

（２階 一橋講堂）

発表テーマ・発表者
ココナッツオイルを用いた認知症ケア 第7報
1 11:05 ～ 11:20 （１－１）
～心の豊かさに繋がった著効例3例～
認知症サポートチームの活動
2 11:20 ～ 11:35 （１－２）
3

発表番号

コーディネーター
エバーグリーンシティ・寺岡

守・男澤
コンフォートガーデンあざみ野

～多職種協働による認知症ケアを目指して～
深澤 （一財）日本老人
福祉財団
サン・ラポール調布における業務改善の取り組み サン・ラポール調布
11:35 ～ 11:50 （１－３） ～働きやすい現場を目指して～
森・鎌倉・松本

4 11:50 ～ 12:05 （１－４）

介護施設におけるコンプライアンス普及活動の成果とその課題

らぽーる上尾

～施設内における勉強会と実態調査を例に～

アメニティーライフ八王子
機能訓練の取り組みと効果
～より良いQOL の為に～
國廣・瀬戸
あすみが丘グリーンヒルズ
入居者満足度向上の取り組み
（１－６）
～施設におけるケアマネジャーの役割～
芝崎 （株）サン・ラポール
調布
マザアス南柏
チャレンジ
（１－７）
～自分らしく生きる～
齋藤・伊藤
湯河原〈ゆうゆうの里〉
骨折り損はさせません！
（１－８）
～骨密度を増やしてより健康に～
深沢
質疑応答 10分
休憩・移動 10分
突然訪れた介入拒否の入居者との関わりの記録 サン・ラポール南房総
（１－９） ～介入困難であった一般入居者が介護保険の利用を始めるその時～
嶋野
エスペランサ登戸
（１－１０） 自立支援プロジェクト
堀内 （株）長谷工シニア
ホールディングス
ネオ・サミット茅ケ崎ケアレジデンス
（１－１１） トイレで快便、快・生活
～薬剤に頼らない排便コントロールをめざして～
菅原・小熊
そんぽの家 はるひ野
エンド・オブ・ライフの過ごし方
（１－１２）
～介護施設はいかがでしょうか？～
朝比奈
質疑応答 10分
休憩・移動 10分
(株)長谷工シニ
フィレンツェライフ青山
リハビリ介護士を目指して
（招待発表）
アホールディン
～オールフィレンツェで挑む～
林・村井・中村
グス
質疑応答 5分
閉会の辞・事務連絡
閉会式
（司会）

5 13:15 ～ 13:30 （１－５）
6 13:30 ～ 13:45
7 13:45 ～ 14:00
8 14:00 ～ 14:15
14:15 ～ 14:25
14:25 ～ 14:35
9 14:35 ～ 14:50
10 14:50 ～ 15:05
11 15:05 ～ 15:20
12 15:20 ～ 15:35
15:35 ～ 15:45
15:45 ～ 15:55
招 15:55 ～ 16:05
待
16:05 ～ 16:10
16:10 ～ 16:30

森井

質疑応答 10分
昼食・休憩 60分

12:05 ～ 12:15
12:15 ～ 13:15

16:30 ～ 17:00

会場片づけ・移動

17:00 ～ 19:00

懇親会（３階 食堂）

【第二会場】
時間

（２階 中会議場）

発表テーマ・発表者
働き方改革
1 11:05 ～ 11:20 （２－１） ～サービスの質を落とさない時間削減方法～
発表番号

ホーム内における働き方改革
2 11:20 ～ 11:35 （２－２）
～働きやすい職場づくり～
〈ゆうゆうの里〉で最期を迎えたい
3 11:35 ～ 11:50 （２－３）
～看取り介護への取り組み～
4 11:50 ～ 12:05 （２－４）

『できない』から『どうすればできる』に意識を変えた業務改善

～「多忙感調査」で問題の見える化～

我が家は国立公園
～安心があるから自然を楽しめる～
入院生活から一般居室に戻る時
6 13:30 ～ 13:45 （２－６）
～自分らしさを再び掴むためのサポート～
いつまでもご夫婦一緒の暮らしを
7 13:45 ～ 14:00 （２－７）
～一般居室からケア棟へ～
心の扉を開く鍵
8 14:00 ～ 14:15 （２－８）
～それは・・・～
質疑応答 10分
14:15 ～ 14:25
休憩・移動 10分
14:25 ～ 14:35
5 13:15 ～ 13:30 （２－５）

9 14:35 ～ 14:50 （２－９）

江藤
佐倉〈ゆうゆうの里〉
塚本
サンライフ寿

大和ハウス
ライフサポート
（株）

武田・海川・藤田・伊藤

伊豆高原<ゆうゆうの里>

藤原・野崎
ラビドール御宿
式田
ネオ・サミット湯河原
露木・久澤
米田

東急ウェリナ大岡山
西・片白・伊藤

スムーズな入浴

センチュリーシティ西千葉

渡部・佐藤・坂本
アライブ浜田山
和田・野澤

（２－１２） 届け!私たちの想い、あなたへ

佐倉〈ゆうゆうの里〉

～入居者も職員も安心・安全な対応を行えるように～

質疑応答 10分
休憩・移動 10分

（株）アライブ
メディケア

ｺﾝﾌｫｰﾄﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ多摩

介護居室から一般居室へ
～環境が変わったことによって～

10 14:50 ～ 15:05 （２－１０） ～ 時短・効率見直しを ～
（２－１１） 一日の計は睡眠にあり
11 15:05 ～ 15:20
～睡眠障害に向き合って～

15:35 ～ 15:45
15:45 ～ 15:55

平野・郷右近
シルバーシティむさしの欅館

質疑応答 10分
昼食・休憩 60分

12:05 ～ 12:15
12:15 ～ 13:15

12 15:20 ～ 15:35

コーディネーター
ライフ＆シニアハウス川越南 七彩の街

宮地

（株）マザアス

