
第１４回高齢者福祉実践・研究大会「アクティブ福祉in東京'19」　口演発表者・ポスターセッション報告者一覧

会場テーマ 会場 発表順 施設名 施設種別 法人名
発表者
（1人目）

発表者
（2人目）

主題

1 １ 第三南陽園 特養 社福） 浴風会 山内 美千代 寺川 直哉 ご本人らしさを追求し、言動の意味を考えた取り組みにおけるBPSDの緩和

1 ２ ハピネスあだち 特養 社福）ファミリー 山岸 彩夏 久保 未来 音楽療法を行う事で、失語症の方の発語が増えて心身状態が改善された事例研究

1 ３ 特別養護老人ホーム　第二南陽園 特養 社福）浴風会 明石 たかね 吉田 真麻 座面圧測定からの車椅子座位の取り組み

1 ４ 特別養護老人ホーム まちだ正吉苑 特養 社福）正吉福祉会 松雪 咲由里 石田 智也 歩行を通して見える施設の風景

1 ５ 偕楽園ホーム 特養 社福）一誠会 佐々木要 介護予防教室における毎週の体力測定と地域へのエンパワーメントの事例

1 ６ 特別養護老人ホーム 久我山園 特養 社福）康和会 伊藤 友見 従来型施設のスペースの活用と介護士の業務負担改善

1 ７ 昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園 デイサービス 社福） 同胞互助会 市川 佳寿美 吉田 優子 生活機能向上と積極的な運動参加を促す取り組みについての考察

1 ８ 前野高齢者在宅サービスセンター デイサービス 社福）東京援護協会 大野 陽 山本 美智子 一般デイの家族及びケアマネジャーに認知症デイを理解してもらう取り組みと効果

1 ９ 特別養護老人ホーム 上北沢ホーム 特養 社福）世田谷区社会福祉事業団 石井 文代 佐賀 勝之 特別養護老人ホームにおける認知症ケア向上の取り組みについて

1 １０ 東京都台東区立特別養護老人ホーム谷中 特養 社福）台東区社会福祉事業団 三浦 志帆 中村 潮音 認知症ケアにおける尊厳の保持

1 １１ デイサービスセンター初音の杜 デイサービス 社福）一誠会 松尾左智子 山下大樹 ボランティアの積極的受け入れと活動のコーディネートによる認知症の周辺症状の改善について

1 １２ 認知症対応型共同生活介護　グループホーム白山 グループホーム 社福）三育ライフ 山下 幸久 平尾 明美 認知症ケア専門職が勤務以外にも労働する感情労働の実情とストレス傾向

2 １ 養護老人ホーム　大森老人ホーム 養護 社福）東京蒼生会 杉本 奈穂 水戸 英一 リフレーミングを用いた職員の業務改善に取り組む意識の改善とその成果

2 ２ 特別養護老人ホーム 東京武蔵野ホーム 特養 社福）小茂根の郷 飯田 あき 森　智弘 虐待防止・身体拘束廃止に向け自己点検シートを使用した取り組みによる職員の意識変化について

2 ３ 指定介護老人福祉施設 今井苑 特養 社福）青芳会 馬場 由美子 岡松 和美 業務改善を通じて、職員のモチベーションの向上を図る

2 ４ なぎさ和楽苑ケアセンター その他 社福）東京栄和会 釜島 豪顕 野村 和斗 職場体験の中学生との関わりにより職員に生じる意識変化についての研究

2 ５ 特別養護老人ホーム　多摩の里むさしの園 特養 社福） 園盛会 小村方 克将 氏家 進 羽村市内3施設の防災対策協働体制構築に向けた実践報告

2 ６ 第二光陽苑 特養 社福）泉陽会 中江 菜々子 森田 絵里奈 特養とショートステイの定員・居室等を変更することで、利用率及びサービスの向上を図る取り組みとその成果

2 ７ マザアス日野 居宅介護支援事業所 多摩川苑
居宅介護支援事

業所
社福）マザアス 安澤 綾子 鈴木 信行 アドバンス・ケア・プランニングの取り組みに向けた職員の不安と葛藤

2 ８ 特別養護老人ホーム羽村園 特養 社福) 東京武尊会 白銀屋 愛理 橋本 健太 羽村市内別法人の3特養協働による介護職員採用の試み

2 ９ 安立園養護老人ホーム 養護 社福）安立園 幡野 光希 原口 晋一 養護老人ホームで働く魅力を伝えるために、積極的に現場実習を受け入れた効果に関する研究

2 １０ 特別養護老人ホーム　博水の郷 特養 社福）大三島育徳会 片桐 恵子 佐藤 朋巳 特養が就職フェアを主催し継続することで叶えられた人材確保とイメージ改善効果について

2 １１ 特別養護老人ホーム ひのでホーム 特養 社福）芳洋会 中村 綾里 嶋崎 美咲 「はたらくサポートとうきょう」におけるボランティアから雇用に向けたステップアップ支援の重要性について

2 １２ 舟渡居宅介護支援事業所
居宅介護支援事

業所
社福）不二健育会 滝本 淳 居宅介護支援事業所におけるサービス事業所の情報提供の質向上

3 １ グループホーム初音の杜 グループホーム 社福）一誠会 清水 智子 氏原 愛美 分岐鎖アミノ酸を含んだ飲料水飲用によるフレイル予防と認知機能の緩和についての研究

3 ２ 吉祥寺ナーシングホーム 特養 社福）至誠学舎東京 速水 亮一 中村 秀明 インフルエンザ発症ゼロを目指した感染症対策の取り組み

3 ３ 養護老人ホーム 楢の里 養護 社福）多摩養育園 加藤 敏隆 奥山 美樹 養護老人ホームにおけるターミナルケアの取組

3 ４ 富士見台特別養護老人ホーム 特養 社福）練馬区社会福祉事業団 竹内 徹 渡辺 太一 看取りケアの振り返りを充実させることで向上する看取りケア体制の研究

3 ５ 特別養護老人ホーム久我山園 特養 社福）康和会 水沼 和也 笠原 俊介 非装着型睡眠計にて睡眠情報を把握して、見えてきたそれぞれの課題と課題解決の事例

3 ６ 特別養護老人ホーム　神明園 特養 社福）亀鶴会 星野 浩基 木野 直樹 非装着型睡眠計導入事例を用いた睡眠支援の検討

3 ７ 第二偕楽園ホーム 特養 社福）一誠会 廣田 貴弘 非装着型睡眠計を活用し睡眠効果およびQOL向上に向けた検証

3 ８ 南陽園 特養 社福）浴風会 井上 裕賀 弦巻 茂樹 人生の最終段階におけるご利用者への医療と介護の関わりから見えてきたこと

3 ９ 千代田区立一番町特別養護老人ホーム 特養 社福）東京栄和会 小林 雪子 佐々木 恵 地域包括ケアシステムにおける特養と地域医療機関との栄養を通じたシームレスな栄養ケアの実現について

3 １０ 特別養護老人ホーム マザアス東久留米 特養 社福）マザアス 清田 由美 上原 陽介 入院治療中に発症し悪化した両踵褥瘡を、多職種協働で完治させた5ヶ月間の実践報告

3 １１ かえりえ用賀 その他 （株）やさしい手 郷野 望 看護小規模多機能型居宅介護事業所における在宅でのターミナルケアの在り方

3 １２ 養護老人ホーム竹の里 養護 社福) 多摩養育園 松木 涼 伊藤 愛子 入居施設と精神科病院との連携事業で複雑化する入居者の生活の安定を図る

【第１会場　４階花Ａ】
リハビリ・アクティビティ・レクリエーショ

ン・認知症ケア

【第２会場　４階花Ｂ】
リスクマネジメント・経営・業務改善・

品質・人材育成

【第３会場　４階花Ｃ】
医療・看取りケア
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会場テーマ 会場 発表順 施設名 施設種別 法人名
発表者
（1人目）

発表者
（2人目）

主題

4 １ シャローム南沢 訪問介護事業所 訪問介護事業所 社福）三育ライフ 目次 純子 宮下 賢二 介護保険制度改正の度に変化に対応してきた訪問介護の現状とこれから

4 ２ 練馬キングス・ガーデン地域包括支援センター
地域包括支援セ

ンター
社福）キングス・ガーデン東京 白井 あづみ 丸山紀美子 認知症の方が安心して地域で暮らしていくための取り組みについて

4 ３ 居宅介護支援事業所 博水の郷
居宅介護支援事

業所
社福）大三島育徳会 青柳 浩司 佐藤 朋巳 特養入所から在宅復帰までの支援とその後の環境づくりの効果について

4 ４ デイサービスセンター芙蓉園 デイサービス 社福）芙蓉会 石井 正 デイサービスが考える地域密着型サービスとしての取組みと利用者の活動

4 ５ 地域密着型複合施設マザアス新宿 特養 社福）マザアス 中村 美奈子 ボランティアという社会資源を繋げる地域密着型複合施設としての取り組み

4 ６ 生活相談員研修委員会　ＳＷＶ検討小委員会 その他
社福）東京都社会福祉協議会
東京都高齢者福祉施設協議会

長谷川 健太 渡邉 昇吾 「様々な課題を抱える高齢者の行き場」調査

4 ７ 桜堤ケアハウス在宅介護・地域包括支援センター
地域包括支援セ

ンター
社福）武蔵野 古路木智 重松正行 地域とのつながりで高齢者とその家族を支える

4 ８ 特別養護老人ホームマザアス日野 特養 社福）マザアス 保住 州干子 木蜜 聡 特養入居者が現役で地域の中で働く場所を確保できる取り組みについて

4 ９ 特別養護老人ホーム神明園 特養 社福）亀鶴会 野村 雪乃 大内 健史 特養の所在学区中学生を対象とした学習支援を兼ねた子ども食堂の開設

4 １０ 特別養護老人ホーム　白十字ホーム 特養 社福） 白十字会 鹿島 朋子 久保 昌美 特養の管理栄養士が地域包括ケアに関わる意義と課題

4 １１ 日野市地域包括支援センター多摩川苑
地域包括支援セ

ンター
社福）マザアス 浅見 ゆかり 坂本 光徳 認知症への理解があり、皆で支え合える地域にするための 世代や分野を越えて繋がる取り組み

4 １２ 調布市地域包括支援センターときわぎ国領
地域包括支援セ

ンター
社福）常盤会 小嶋 泰之 年間100件の見守り通報をもたらした地域包括支援センターの広報活動の考察

5 １ 特別養護老人ホーム　多摩の里むさしの園 特養 社福) 園盛会 竹内 崇 日野 由江 補水と排泄ケアの取り組みを通して生まれた職員の意識変化

5 ２ 癒しの里 西小松川 特養 社福）三幸福祉会 阿久津 俊江 阿部 峻士 介護職が不足している時代に、新たな職種を導入しスーパーヒーロー誕生

5 ３ 特別養護老人ホーム　偕楽園ホーム 特養 社福）一誠会 田名部 彩香 清水 良太郎 個人からチームで仕事をするためにＰＮＳ（パートナーシップ・ナーシング・システム）の導入

5 ４ 日本福祉教育専門学校 学生 学校法人　敬心学園 実習Ⅰ段階から学んだ内容の振り返りと共有

5 ５ 特別養護老人ホーム第二八丈老人ホーム 特養 社福）養和会 田島 大和 伊勢﨑 嘉則 戦略的人事異動およびARCSモデルに着目した分析とアプローチを用いた 職場の雰囲気・状態改善の取り組み

5 ６ 千代田区立一番町特別養護老人ホーム 特養 社福)東京栄和会 佐藤 麗子 古賀 健児 腰痛緩和を目指し介護支援用ロボットを使用し得た成果と課題

5 ７ 砧ホーム 特養 社福）友愛十字会 小谷野 祐樹 三浦 好顕 スケールを用いてリフトの優先度を判断することによる効果的な持ち上げない介護の実現

6 1 特別養護老人ホーム 水元ふれあいの家 特養 社福）仁生社 菅野 正浩 小宮 翔 頻尿・尿漏れに悩む女性利用者に対する体操

6 ２ 特別養護老人ホーム愛全園 特養 社福）同法互助会 甘利 昇 西澤 輝 より適切な車イスシーティングを目指した取り組み

6 ３ 特別養護老人ホーム　フェローホームズ仲間の家 特養 社福）恵比寿会 佐藤 絵里香 赤松 鈴二 「その人らしく」を支援する ”ナラティブ・モデル”

6 ４ なぎさ和楽苑 特養 社福）東京栄和会 相澤 学郎 井川 和也 北欧海外研修パーソン・センタード・ケアの学びより 環境づくりで眠っていた強みを知る

6 ５ 養護老人ホーム偕生園 養護 社福）同胞互助会 栗原 八重 1人で外出できない利用者に対する養護老人ホームでの外出支援

6 ６ 東京福祉保育専門学校 学生 学校法人　サンシャイン学園 介護過程の意義と目的

6 ７ 軽費老人ホームA型 町田愛信園
軽費（ケアハウ

ス）
社福）福音会 鈴木 美鶴 「わたしはここで最後まで暮らしたい」自立型施設における「本人の思い」によりそう自立支援

7 - 特別養護老人ホーム 塩浜ホーム 特養 社福）あそか会 大井 加菜子 安達 咲 多職種との連携で経管栄養から経口への過程～今はこんなに食べられます～

7 - 北新宿特別養護老人ホーム かしわ苑 特養 社福）新宿区社会福祉事業団 高橋 澄一 鷹司 公子 ◎H30/6月より「看取り」の対応をはじめました。－看取り対応開始までの準備から現在までの取り組みの紹介－

7 - 第二偕楽園ホーム 看護小規模多機能型居宅介護 その他 社福）一誠会 小川 新一郎
「夕食後まで『通い』を利用したい」というご利用者からのニーズに応える為の取り組みが、ご利用者の在宅生活の継
続に繋がった事例とその考察

7 - 特別養護老人ホーム 砧ホーム 特養 社福） 友愛十字会 捧 勇太 渡辺 陽子 介護ロボットと共に歩む未来の“KAIGO” 介護ロボット定着から、その先へ歩み続けるために

7 - 等々力の家デイホーム デイサービス 社福）奉優会 太田 好美 歩行訓練プログラム 「遊歩倶楽部」取組み

【第７会場　コンコードＣ】
ポスターセッション

【第４会場　４階花Ｄ】
地域ケア・居宅・ソーシャルワーク

【第５会場　コンコードＡ】
日常ケアの向上①

【第６会場　コンコードＢ】
日常ケアの向上②
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