
別紙１

時間 発信会場

鳥取：ナマステホール

東京：下落合

9：45-10：00

10：20-11：30

発信会場 発信会場

1 萩原　元気 1 金築　美帆

2 野津　佑季 2 濱﨑　喬之

【セッション】 3 岡垣　敬子 【セッション】 3 西垣　美紅

いなば 4 赤峰　孝宏 錦海リハビリ 4 前原　里帆

5 河本　美紀 5 野坂　進之介

6 丸山　啓太 6 松本　昌樹

12：40-13：40

1 山内　克哉 1 竹村 美紀

2 足立　瑞恵 2 関口 望

【セッション】 3 佐々　智彦 【セッション】 3 渡部 菜摘

さかい 4 江角　政之 東京介護 4 関　大吉

5 佐々田　里美 5 前田　涼平

6 谷口　司 社福）成光苑 6 澤田　千津子 岩戸ホーム

14：50-15：00

1 植田　喜子 1 酒井 なつみ

【セッション】 2 赤木　歩美 【セッション】 2 小澤　咲耶花

よなご 3 福井　幸枝 保育① 3 八代 暁生

4 小林　佐智子 4 杉原真希,齋藤和美

5 岸本　恵子 5 丸山　千穂

16：00-16：10

1 中田　かほり 1 内山初恵,北川はるか

【セッション】 2 船本　理央 【セッション】 2 横田 悠介 三友 優奈

なんぶ 3 戸田　美帆 保育② 3 遠藤　紘美

4 南波　志門 4 船越　良美

5 田中　瞬一

17：10-17：15

【各エリア　ZOOMチャンネル受信会場】

さかい

よなご

なんぶ

いなば

錦海リハ

東京

入社式

ナマステホール

10：00-10：30

17：15-17：35 ナマステホール

検温・受付・換気・会場準備等（5分）

ナマステホール

よなご特養
会議室

上石神井

なんぶ会議室

検温・受付・換気・会場準備等（10分）

検温・受付・換気・会場準備等（10分）

上石神井

アザレアコート

16：10-17：10
60分/5人

15：00-16：00
60分/5人

上石神井

いなば老健
会議室

錦海リハビリ
病院会議室

昼食：検温・受付・換気・会場準備等（60分）

13：40-14：50
70分/6人

令和3年3月20日（土）入社式・法人研究発表会　スケジュール

ZOOM　1チャンネル ZOOM　2チャンネル

9：00-9：45

内容

10：45-11：20

【木下準四朗基金発表】介護老人保健施設なんぶ幸朋苑　福井　一成

　「タブレットを使用した職員研修と在宅での家族への介護支援活動」　

【中国帰国報告】

・介護老人保健施設さかい幸朋苑　児嶋吉功

・介護老人福祉施設よなご幸朋苑　戸田悦子

検温・受付・換気・会場準備等

検温・受付・換気・会場準備等（10分）

10:30-10:45

【開会式】

11：30-12：40
70分/6人

ZOOM　1チャンネル

ナマステホール さかい特養会議室

ZOOM　1チャンネル ZOOM　2チャンネル

【閉会式】

　（挨拶）社会福祉法人こうほうえん　理事長

　（挨拶）社会福祉法人こうほうえん　理事長

　（表彰）永年勤続者　

　（表彰）退任者　

　（発表）2021年度木下準四郎基金　受賞者

　（発表）2021年度　スローガン　

よなご特養会議室

なんぶ会議室

いなば老健会議室

きんかい特養会議室

アザレアコート

予防棟

にしまち会議室

錦海リハビリ病院会議室

上石神井



第25回こうほうえん研究発表会　テーマ・演題　

セッション 発表者氏名 所属部署 演題名

木下準四
郎基金

福井　一成
介護老人保健施設　なんぶ幸朋
苑

タブレットを使用した新たな取り組み　～職員研修と自宅介護支援活動を通し
て～

児嶋　吉功 介護老人保健施設さかい幸朋苑 中国における口から食べる支援　～来るべき時代の一歩先へ～

戸田　悦子 介護老人福祉施設よなご幸朋苑 中国における介護士の現状　～現状からのキャリアアップのために～

いなば 萩原　元気
認知症対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター
鳥取北

症例検討会の学びをケアに活かす　～認知症を理解し利用者・家族を支援す
るために～

6 野津　佑季
介護老人保健施設　いなば幸朋
苑

中堅職員の育成 ～介護実践リーダー研修の取組みから～

岡垣　敬子
通所リハビリテーションいなば幸
朋苑

興味関心チェックシートの活用 ～自主訓練ポイントカードを使用した取組み～

赤峰　孝宏
訪問リハビリテーション　にしまち
幸朋苑

機能性構音障害児訓練期間に影響する要因の分析

河本　美紀 デイハウスじゅんぷう 小規模多機能型居宅介護における帰宅困難者への取組み

丸山　啓太
通所リハビリテーションにしまち
幸朋苑

歩行を諦めていた利用者に対する能力獲得に向けた取組みの成果

錦海 金築　美帆
錦海リハビリテーション病院　看
護部

自然排便を目指した排便ケアの取り組み

6 濱﨑　喬之
錦海リハビリテーション病院　リ
ハビリテーション技術部

言語聴覚療法に特化した小児リハビリテーション　～次世代を担う子どもたち
を支えるために～

西垣　美紅
錦海リハビリテーション病院　リ
ハビリテーション技術部

介助方法を統一することで、動作学習を円滑に実施し、更衣動作の定着を図
ることが出来た一症例

前原　里帆
錦海リハビリテーション病院　リ
ハビリテーション技術部

上肢中等度麻痺患者へ課題指向型訓練を実施した際、自己評価に難渋した
一症例

野坂　進之介
錦海リハビリテーション病院　リ
ハビリテーション技術部

法人内における機種選定に向けた車いす台数の把握と必要な機能に関する
調査報告

松本　昌樹
錦海リハビリテーション病院　リ
ハビリテーション技術部

転倒に際して再現動画を作成し再発防止に努めた取り組み

さかい 山内克哉
介護老人福祉施設　さかい幸朋
苑

楽しみのある生活への支援　～アクティビティを取り入れた成果～

6 足立瑞恵
さかいエリア衛生委員会　さかい
エリア管理栄養士

よいケアは職員の健康管理から…（～食習慣編～）

佐々智彦
介護老人保健施設　さかい幸朋
苑

特養におけるSTの役割と口から食べる楽しみを支援するチームアプローチ ～
食べる想いを形にする～

江角　政之 デイハウスあがりみち
「常同行動」に着目したご利用者への関わり 　～「易怒性」の軽減を目指して
～

佐々田　里美
短期入所生活介護事業所　新さ
かい幸朋苑

デイとショートが併設する環境を活かして ～在宅生活を支え、安心できる場所
を目指して～

谷口　司
介護老人福祉施設　新さかい幸
朋苑

様々な福祉用具を使ってみて ～利用者と職員の負担軽減へ～

東京介護 竹村 美紀 デイハウスむかいはら 窒息歴のあるご利用者の口腔機能改善を目指して

5 関口 望 ショートステイ下落合幸朋苑
地域におけるショートステイの役割　～看取りケアを通したご家族との介護シェ
ア～

渡部 菜摘 シルバーステイ新砂
４年前からの転倒・服薬事故の分析について　～アセスメント方法の改善点を
探る～

関　大吉 ケアホーム西大井こうほうえん 介護士の口腔ケア支援による歯周病のコントロールの可能性を探る

前田　涼平 介護老人福祉施設 うきま幸朋苑 職員と利用者の身体を（からだ）を守るリフトの活用　～悪循環からの脱却へ～

よなご 植田　喜子
米子市住吉・加茂地域包括支援
センター

安心して暮らせる地域作りを―実態把握調査を通してー

5 赤木　歩美
短期入所生活介護事業所　よな
ご幸朋苑

短期入所生活介護での在宅移行期における医療的ケア習得に向けた家族指
導

福井　幸枝
介護老人福祉施設　よなご幸朋
苑

MIMOTE使用開始1年の活動報告と今後に向けて

小林佐智子
デイサービスセンター　アザレア
コート

足趾運動についての検証　～足趾セパレーターを用いて～

岸本　恵子
介護老人福祉施設　きんかい幸
朋苑

ノーリフティングケアの理解と推進～委員会の立ち上げを通じた成果～

なんぶ 中田　かほり グループホームなるみ 排泄の快適性を求めて～ゆりりんとごぼう体操に取り組んで～

5 船本　理央
通所リハビリテーション　なんぶ
幸朋苑

介護予防のための効果的なアプローチの考察～介護予防通所リハビリテー
ション利用者の調査を通して～

戸田　美帆
介護老人保健施設　なんぶ幸朋
苑

情報提供と共有の為の有効的な動画活用方法の検討

南波　志門
介護老人保健施設　なんぶ幸朋
苑

余暇活動の定着に向けての3年間の取り組み　～リハ職員と連携しながら～

田中　瞬一
介護老人福祉施設　なんぶ幸朋
苑

「早く元気な顔を見たい」～タブレットと新聞がもたらした情報共有の軌跡～

保育 酒井 なつみ キッズタウンうきま保育園
コロナ禍の中でも子どもたちに豊かな経験を！！～ダイナミックな水遊びの工
夫～

9 小澤 咲耶花 岩淵保育園
子どもも大人も笑顔でいられる保育を目指して～ベテラン保育士のインタ
ビューから学ぶ～

八代 暁生 キッズタウン東十条保育園 子どものお手伝いについて　～お手伝いの事例から見えてくるもの～

杉原 真希
齋藤 和美

キッズタウンむかいはら保育園 児童文化財に親しむことで得られるもの　～おはなし会の実践を通して～

丸山 千穂 キッズタウン下落合保育園 「みんなで作った保育園のうた」　～保護者と職員が共同して作り上げたもの～

内山 初恵
北川 はるか

新砂保育園 『新砂健康保育』～自然に恵まれた環境を活かして～

横田 悠介
三友 優奈

キッズタウンにしおおい 保護者対応について～保護者との相互理解を求めて～

遠藤　紘美 キッズタウン第２保育園 離乳の開始から完了までの個別支援～食材チェック表をもとに行った取組～

船越　良美 認定こども園キッズタウンさくら 人の行動を変える仕掛け学～自発的に行動できる環境構成～

法人外部 澤田　千津子
社会福祉法人成光苑　岩戸ホー
ム

残存能力を活かした自立への支援　～メッセージカードによるアプローチ～

中国帰国
報告


