
社会福祉法人幸清会 学術大会 

「暮らしの環境」って？ 

法人職員による 
研究・実践報告会 

 「口腔ケアによる 
  生活向上への効果」 
    原善行先生 
  

元気に過ごせる 
「健康体操」を 
楽しく体験しよう 

福祉・介護の本も 
沢山揃えています！ 
企業展示１階広場 

2018年 10月20日(土) 21日(日)  
午前9時30分～16時20分 （プログラム裏面参照） 
 豊浦町地域交流センター とわにー 
(虻田郡豊浦町幸町87-9) 

社会福祉法人 幸清会 

ご質問は下記の番号へお問い合わせください 

特別養護老人ホーム幸豊ハイツ 沼田 

※お電話の受付は平日の9：00～17：00になります。 

社会福祉法人幸清会 学術大会 事務局 

日時 

会場 

主催 

10/20
講演１ 

10/21
講演２ 

認知症の人が穏やかに楽しく暮らす環境について 

10:00～12:00     和歌山大学 名誉教授  足立 啓先生 講師 

口腔ケアによる生活向上への効果 

10:40～11:40           共立歯科ｸﾘﾆｯｸ副院長  原 善行先生 

TEL 0142-84-1124 

講師 

「認知症の人が 
穏やかに楽しく 
暮らす環境とは」 
足立啓先生 

ポスター発表同時開催！ 

（北海道介護従事者確保総合推進事業補助金事業） 

最新の介護機器＆ 
介護用品、介護食を 
体験してみよう！ 

  企業展示１階広場 

認知症ケア専門士 2単位取得 （20日10：00－12：00） 

参加費 
無料 



時　間

15:20～
16:20

時　間

在宅生活を支えるために
私たちにできること

14:55～
15:10

10:00～
12:00

　　　　　　　【講演１】　　　認知症の人が穏やかに楽しく暮らす環境について

講師：和歌山大学 名誉教授・工学博士　　足立　啓 先生

13:10～
13:25

ポスター発表
高齢者が高齢者を

支える現場
～人材不足を解消するための一方策～

認知症初期集中支援
チームとの連携と課題

施設内研修の取り組みと課題
～緊急時対応の研修をとおして～

10:40～
11:40

　　　　　　　　【講演２】　　　　　　　口腔ケアによる生活向上への効果

講師：共立歯科クリニック副院長　　原　善行 先生

　　　　　　　休　　　　　憩

ブースＣ
12:40～
12:55

ブースＡ ブースＢ

A氏が不安なく
眠れる取り組み

～色々な実践を通して～

　　　　　　　寄り添うケア
　～チームアプローチによる

　　　　　　　生活意欲への向上を目指す～

10月20日（土）

13:00～
14:00

食の継続を支援する

　～想いを大切に食べる喜びを～

叫び続ける入居者への
働きがけの糸口を
見つけるために

ケアハウスにおける
「入居者主導型レク活動」

への取り組み

本人の持っている

能力を引き出す
～日常生活に繋げる～

ブースＣブースＢブースＡ

14:10～
14:25

ポスター発表

演　　　　　題

14:25～
14:40

14:40～
14:55

家族の想いと

私達にできること
～孫の結婚式を迎えて～

認知症高齢者の
興味・関心を引き出す
アクティビティの考察

自力摂取量向上を目的とした
多職種連携の取り組み

社内コミュニケーション
向上の検討

～施設内アンケート結果を通して～

ニーズに応えられる
デイサービスである為に

～マンネリ化せずに提供できるプログラムとは～

生活音が認知症
高齢者に与えた影響

～足音を立てないだけでできたこと～

ポスター発表

ポスター発表

【企業展示】　　パラマウントベッド、ユニチャーム、中央法規出版、クリニコ

ポスター発表

入居者主体の生活を目指して

ひもときシートを活用した
困難事例対応報告

ポスター発表

ポスター発表

中鎖脂肪酸摂取による
アルツハイマー型認知症の方

への効果　その２

転倒・転落防止への取り組み
～転倒・転落アセスメントスコアシートの活用～

自然災害により停電と
なっても利用者の穏やかな

暮らしを守るために

　職員の離職原因から見る改善策
　  ～意識改革から始める

　　　　　　　　　　  働きやすい職場づくり～

口から食べることへの取組み
～胃ろうの方への支援～

「こだわり」から新たなケアを学ぶ
～その人らしく過ごす為に・・・～

演　　　　　題

ひもときシート活用による
帰宅願望改善への取り組み

～本人の想いに寄り添って～

認知症対応型デイサービス
における音楽活動

ポスター発表

大　会　プ　ロ　グ　ラ　ム

13:50～
15:20

　　　　　　【講義・演習】　　　　　　楽しみながらできる健康体操

北海道第一興商　　インストラクター　境出　茜氏・小堤　光加里氏

13:25～
13:40

口頭発表
（２Ｆホール）

ケアハウスにおける終末期に関する意識調査
～住み慣れた環境で終活を考える～

在宅における高齢期の住まいの在り方を考える
～担当ケースの関わりを通して～

ムセないための食事姿勢
～おいしく食べてもらうために～

10月21日（日）

9:30～
10:30

　　　　　　　休　　　　　憩

口頭発表
（２Ｆホール）

認知症専門棟としての利用者との関わりと変化

左手足に麻痺があっても家のお風呂に入りたい
～出来ていたことを続けるために～

12:55～
13:10



北海道介護従事者確保総合推進事業補助金事業 
 

社会福祉法人幸清会 第２回学術大会開催のご案内 

 社会福祉法人幸清会では、高齢者福祉に係る専門性の向上を図るため、日々の業務を振り返り、検証していく研究・実

践報告会を開催します。職員の研究・実践を共有することで、高齢者福祉の向上と充実に寄与することを目的とします。   

豊浦町地域交流センター「とわにー」で開催し、講演や施設での研究・実践報告を通し、地域の方に法人で日頃から行

っているケアの様子を知っていただき、認知症についての理解、関心を持っていただくことも目的とします。 

 

日   程：1 日目：平成 30 年 10 月 20 日（土曜日） 

2 日目：平成 30 年 10 月 21 日（日曜日） 

会   場：豊浦町地域交流センター とわにー 

演題発表：別紙「大会プログラム」をご確認ください。 

  

 

参加対象：どなたでも（演題発表者必須参加。共同研究・実践者の方も可能な限り御参加ください） 

※「終日参加」「午前参加」「午後参加」での参加受付となります。尚、1 日目の講演①は、認知症ケア専門士 2 単位認定

講座ですので、当講座単体での参加確認を行います。なお、認知症ケア専門士の方は、当日忘れずに「認知症ケア専門

士証」をお持ちください。 

※昼食は用意しておりませんので、必要な場合は、各自ご用意ください。 

※受付は１日目が９：２０、２日目は９：００からとなります。 

別紙参加申込書にて平成 30 年 10 月 16 日（火）までお申込みください。 

演題発表にあたって 

・口頭発表者は、演題発表 15 分前に次演者席にお集まりください。 

・ポスター発表者は、当日（10/20、10/21）９：００-９:２０に受付をし、指定されたブースにポスター（A３用紙横版８枚）を掲 

示してください。報告資料につきましては １０月１６日（火）までにデータをデイサービスセンター幸豊ハイツ別紙まで送

付（kazufusa.besshi.96@koseikai-wel.or.jp）してください。また、セクション開始までにブース前にお集まりください。 

・口頭発表者の報告資料につきましても １０月１６日（火）までにデータをデイサービスセンター幸豊ハイツ別紙まで送付

（kazufusa.besshi.96@koseikai-wel.or.jp）してください。また、当日、各自データをご持参ください。 

・演題発表後もセクション終了までご参加ください。 

留意事項 

※喫煙は指定の場所でお願い致します。車での移動は安全運転をお願いします。 

※学術大会当日は、「研修記録カード」を忘れずにご持参ください。 

1 日目 タイムスケジュール 

9：00- 9：20 ポスター発表者受付 

9：20- 参加者受付 

9：50-10：00 開会式・オリエンテーション 

10：00-12：00 講演① 

講師：和歌山大学 名誉教授 

工学博士  足立 啓 先生 

13：00-14：00 口頭発表① 

14：10-15：10 ポスター発表① 

15：20-16：20 企業展示 

パラマウントベッド、ユニチャーム 

中央法規出版、クリニコ 

16：20  終了（予定） 

２日目 タイムスケジュール 

9：00- 参加者受付・ポスター発表者受付 

9：30-10：30 口頭発表② 

10：40-11：40 講演② 

講師：共立歯科クリニック 

    副院長     原 善行 先生 

12：40-13：40 ポスター発表② 

13：50-15：20 講義・演習 

講師：北海道第一興商 

    インストラクター 境出 茜氏 

         小堤 光加里氏 

15:20 閉会式 終了（予定） 



北海道介護従事者確保総合推進事業補助金事業 
 

第２回学術大会 法人内参加申込書 
 

送付先：行動規範第９委員会 別紙 一総 宛   E-mail：kazufusa.besshi.96@koseikai-wel.or.jp 

申込み締切日：平成３０年１０月１６日（火） 

 

1 日目：平成 30 年 10 月 20 日（土）   

事業所名： 
参加される時間帯に○をつけてください 

講演に参加される場合は、別途○をつけてください。 

 職  種 氏
フリ

  名
ガナ

 終日 午前 午後 講演 

１   専門士     

２   専門士     

３   専門士     

４   専門士     

５   専門士     

6   専門士     

7   専門士     

 

2 日目：平成 30 年 10 月 21 日（日） 

事業所名：  参加される時間帯に○をつけてください 

 職  種 氏
フリ

  名
ガナ

 終日 午前 午後 

１      

２      

３      

４      

５      

6      

7      

※用紙が足りない場合は、各自追加してください。 

※認知症ケア専門士の方は、氏名横の「専門士」に○をつけてください。（１日目のみ・単位認定講座の為） 

※１日目の講演に参加される方は、時間帯参加確認とは別に、講演に「○」をつけてください。 


