第１１回 町田市医療・介護・福祉研究大会
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ク

福

日時
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町
１１月８日（水）10：30～17：30
町田市文化交流センター
町田市原町田 4-1-14

5・6 階

JR 横浜線町田駅 ターミナル口直結
小田急線町田駅 西口より徒歩５分

◆ 町田市医療・介護・福祉研究大会
10:30～17:30 6 階ホール
施設や事業所、学校での研究やグループによる研究
など、小さな発見から大きな実践まで様々な取り組
み 21 題を発表します。
※参加費 1,000 円（当日冊子代、学生無料）

◆ 介護用品・福祉用具等展示 PR コーナー
12:30～17:00 5 階けやき・コスモス

◆ 介護の仕事は町田で！
相談・求職登録会
13:00～17:00
5 階カトレア
町田市介護人材バンクの専任コーデ
ィネーターが相談をお受けします。
お気軽にご来場ください。

家庭生活から介護施設まで、福祉用具や関連用品な
どを見て、触れてみませんか。 ※参加費無料

主催

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク

町田市介護人材開発センター

お問合せ先：町田市介護人材開発センター事務局
TEL：042-851-9578
Eail：info@machida-kjkc.jp

共催
～

町田市
町田市介護人材開発センターは、町田市の補助をもとに事業を実施しています。

～

１ 趣 旨
施設や事業所、学校での研究や個人・グループによる研究など、小さな発見から大きな実践まで様々な取り
組みを発表する場として、今年度も引き続き、第１１回医療・介護・福祉研究大会「アクティブ福祉 in 町田’1
７」を開催いたします。
町田市では医療・介護の連携を強化していることを踏まえ、昨年度の第１０回大会より、
「町田市高齢者福
祉研究大会」から「町田市医療・介護・福祉研究大会」に名称を変更しました。今年度も、医療・介護・福祉
関係機関からより多くの発表がなされるよう、研究テーマを募集いたします。町田市内の医療・介護・福祉に
携わる職員が元気に働き続けられるように支援し、その日々の取り組みを多くの市民や関係機関の皆様に紹
介して、高齢者福祉・医療・介護への理解を深める機会にしたいと考えております。
発表を聴いて、疑問に思ったことはどんなことでも発表者に質問してください。そこから、他施設や多職種
の職員との交流が始まるきっかけになるかもしれません。そして、参考になる良い取り組みは、持ち帰って自
分の施設や事業所で紹介・提案・実践してみることで、元気な職場づくりにつながることでしょう。
この研究大会を通して、町田市内全体の医療・介護の連携、ケアの向上、安心して暮らせるまちづくりをみ
んなで実現していきましょう。みなさんのアクティブな参加をお待ちしています。

２ 日 程

２０１７年１１月８日（水）
１０：３０～２０：３0（受付 1０：００～）
① アクティブ福祉 in 町田’1７研究発表大会

1０：３０～１７：３０
（6F ホール）
② 介護用品・福祉用具等展示 PR コーナー
１２：３０～１７：００
（5F けやき・コスモス）
③大会交流会
１８：３０～２０：３０
ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田
（旧 ホテル・ザ・エルシィ町田）
３ 会 場

町田市文化交流センター ５・６階
町田市原町田４-１-１４ 電話：０４２-７１０-６６１１

４ 参加対象

①医療・介護・福祉に関心のある方
②医療・介護・福祉に関心のある学生
③市内医療・介護・福祉等の利用者、家族、ボランティアなど
③ 市内医療・介護・福祉関係機関に従事している職員

５ 定 員

５００名 （予定）

６ プログラム 別掲のとおり（研究発表はスケジュールをご覧ください）

７ 参加費

1,000 円（当日冊子代）
、学生無料

※大会交流会は別途

８ 申込方法 別紙「参加申込書」に必要事項を記入し、２０１７年１０月３１日（火）までに FAX
または Email にてお申し込みください。申込書は町田市介護サービスネットワーク
ホームページ（http://machida-kjkc.jp/）からもダウンロードできます。
※研究発表の申込者も大会参加の申込み（参加費）が必要です。
必ずお申込み手続きをしていただきますようお願いいたします。
９ 共 催

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク
町田市

10 後 援
・一般社団法人町田市医師会
・公益社団法人町田市歯科医師会
・一般社団法人町田市薬剤師会
・町田市ケアマネジャー連絡会
・町田市訪問介護事業者協議会
・町田市グループホーム連絡会
・町田市高齢者福祉施設部会
・町田市訪問看護ステーション連絡会
・町田市通所事業所連絡会
・町田市福祉用具事業所連絡会
・町田市特定施設事業所連絡会
・町田市小規模多機能連絡会
・社会福祉法人東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター
・社会福祉法人町田市社会福祉協議会
・公益社団法人東京社会福祉士会地区町田社会福祉士会
・公益社団法人東京都介護福祉士会町田ブロック会
・学校法人榎本学園町田福祉保育専門学校
・学校法人西田学園アルファ医療福祉専門学校
11 町田市長賞等について
優秀な研究発表に対して町田市長賞、審査員賞を、学生の優秀な発表に対しては福
祉教育奨励賞を贈呈いたします。受賞の発表及び賞の授与式は、当日の大会交流会
で実施する予定です。
12 個人情報保護について
「参加申込書」に記載された個人情報は本大会の運営管理のみに使用いたします。
13 連絡先

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク
町田市介護人材開発センター 事務局
TEL：０４２－８５１－９５７８
FAX：０４２－８５１－９５７９
Email：info@machida-kjkc.jp

介護用品・福祉用具等展示 PR コーナー
[１２：３０～１７：００] ５階けやき・コスモス
介護用品・福祉用具出展
９社 （予定）
介護用品・福祉用具等の業者による展示や市内高齢者福祉施設、介護保険事業所のパンフレット
等を配架した情報コーナー等、ご自由にご覧ください。
※申し込み不要です。直接会場にお越しください。
実践・研究発表大会
[１０：３０～１７：３０] ６階ホール
実践・研究発表 ２０題 （予定）
参加費 １，０００円（当日冊子代として）
※発表スケジュールは、別紙をご覧ください。事前の参加申し込みが必要です。
介護の仕事は町田で！ 相談・求職登録会
[１３：００～１７：００] ５階カトレア
町田市介護人材バンクの専任コーディネーターが相談をお受けします。お気軽にご来場ください。
※申し込み不要です。直接会場にお越しください。

6 階（総合受付）
・実践研究発表大会

５階
・介護用品・福祉用具等
展示 PR コーナー
・介護の仕事は町田で！
相談・求職登録会

大会交流会
[1８：３０～２０：３０] ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田
（旧 ホテル ザ・エルシィ町田）
参加費 ５，０００円（飲食代として）
内容
参加者の交流、各賞の受賞発表及び授賞式を実施いたします。
※事前の参加申し込みが必要です。

※発表者等の都合により、当日の発表スケジュールは変更となる場合がございます。
順

時間
10：30

発表者（所属・職名・氏名）
社会福祉法人 賛育会

１

10：45

特別養護老人ホーム 清風園
介護員・訓練員 櫻井 恵朱、上条 悦子
社会福祉法人 福音会

２

11：00

軽費老人ホーム A 型 町田愛信園
ケアワーカー 渡辺 修

３

11：15

11：30

室長 綴木 良浩

～人は誰でも世の光になれる～

特別養護老人ホーム サルビア荘

高齢者総合福祉施設 みぎわホーム
社会福祉法人 友愛十字会

12：00

～軽費老人ホーム A 型での生活支援の在り方～

た支援の実践

管理栄養士 亀浦 利佳
６

自分らしく老いる

特別養護老人ホーム 悠々園 人材開発室

社会福祉法人 南町田ちいろば会
11：45

～多職種連携による介護リフトの定着に向けて～

『誰かのために役立ちたい』
、その想いをかたちにし

介護職 髙橋 幸子
５

介護リフトによる持ち上げない介護の推進

社会福祉法人 悠々会

社会福祉法人 東京援護協会
４

題 名（主題・副題）

＜オリエンテーション＞・開会挨拶

特別養護老人ホーム 友愛荘
介護職 田畑 佳苗、柴﨑 則子

12：15～12：45

介護人材の不足と外国人労働者の受け入れ
～外国人実習生の受け入れから試みる～
座薬にさようなら
～排便と心の安定を支援したい栄養士の試み～
QOL 向上に向けての排泄ケア
～様々な角度から考察したパットの適正化～

休憩 （ 30 分 ）

株式会社 ツクイ
７

12：45

特定施設入居者生活介護 ツクイ・サンシャイ

もう一度我が家へ

ン町田東館

～自分らしく生きぬく～

相談員 佐々木 智恵
社会福祉法人 賛育会
８

13：00

鶴川第 1 高齢者支援センター
事務員 丸山 真理奈
学校法人 桜美林学園

９

13：15

桜美林大学 健康福祉学群
社会福祉専修４年 久保田 有希
東京家政学院大学

10

13：30

現代生活学部
人間福祉学科４年 武藤 愛里

11

13：45

認知症当事者と暮らしやすい地域づくりを目指して
～「おれんじドア町田」の取組み～
民生委員への情報支援を可能にする相談室とカフェ
の併設
～八王子市シルバーふらっと相談室館ヶ丘の実践か
ら～

外国人としての私は社会福祉実習をどのよう
に受け止めたか

社会福祉法人 悠々会

ＥＰＡ介護福祉士候補者（フィリピン人）受入れに

特別養護老人ホーム 悠々園

ついて

課長 橋本 詠季

～介護福祉士合格を目指して～

14：00～14：30

休憩 （ 30 分 ）

学校法人 榎本学園
12

14：30

寝たきり高齢者体験から利用者の気持ちを考える

町田福祉保育専門学校
介護福祉学科 2 年 小林 志保

13

14

14：45

15：00

社会福祉法人 芙蓉会

地域の一員として地域とつながる・地域と生きる

地域密着型通所介護つるま屋

～参加者（利用者）が真ん中にいる活動～

石井 正

一緒に考え活動する～

町田集団給食研究会

町田集団給食研究会「町田・食の連携プロジェク

医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院

ト」報告

管理栄養士 冨永 晴郎

～冊子「高齢者施設・病院の食形態」の作成～

社会福祉法人 芙蓉会
15

15：15

排泄ケア見直しによる生活の質の向上

総合福祉ホーム 芙蓉園
望月 将輝、小島 友輝、山口 勝也
学校法人 西田学園

16

15：30

15：45

16：00

特別養護老人ホームにおける訪問マッサージの関わ

株式会社 スマイルサポート

り

鍼灸マッサージ師 大庭 陽平

～施設生活内での ADL の変化について～
医療依存度の高い高齢者の在宅支援

訪問看護ステーション 鶴川ひまわり
看護師 岸本 明美

16：15～16：30

16：30

株式会社 日本アメニティライフ協会
認知症対応型共同生活介護 花物語まちだ南
町田市介護サービスネットワーク

16：45

医療介護義塾「まちけあ」
介護職 早川 雅彦（福音の家）
ケアリーダー育成研修

21

17：00

１班
介護職 佐々木 誠（マイライフ尾根道）
ケアリーダー育成研修

22

17：15

通して、安心して生活できるまでのかかわりを振り

休憩 （ 15 分 ）

施設長・管理者 鈴木 綾子
20

～患者家族の強い希望により自宅退院をした事例を
返る～

町田市グループホーム連絡会
19

～高齢者向けの体操を通して～

町田市訪問マッサージ連絡会

医療法人社団 三医会
18

～こころの拘束 0 を目指して～
介護予防活動が生活に与える影響

アルファ医療福祉専門学校
介護福祉学科 1 年 佐藤 二生

17

～さみしい、ツライ、痛い… なんとかして‼～

２班
介護職 松原 広樹（花美郷）

グループホームでの看取り介護
～住み慣れたグループホームで最後まで穏やかに過
ごす～
多施設多職種交流型コミュニティ
～働きがい再発見～
薬で起きるトラブルについて
～みんなが安心出来る薬提供を目指して～
高齢者施設におけるレクリエーションの役割
～レクリエーションの効果と現状、その打開策～

１．
「研究発表大会」への参加申し込み方法
① 開催要項に添付の「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、可能な限り、法人・事業
所単位で一括してお申込み下さい。必ず、申込書の控えをお取りください。
② 当日参加の申し込みは受付にて各自でお願いします。
２．
「大会交流会」への参加申し込み方法
① 開催要項に添付の「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、可能な限り、法人・事業
所単位で一括してお申込み下さい。必ず、申込書の控えをお取りください。
② 原則、当日の参加申し込みは受け付けておりません。必ず、事前にお申し込みください。
③ ３日前までに連絡のないキャンセルは実費をいただきます。
３．参加費（研究発表大会・大会交流会）のお支払方法
① 原則、当日会場にて参加者各自がお支払いください。
② 振込でのお支払いを希望する場合は、大会終了後、法人・事業所宛に請求書を送付します
ので、期日までに指定口座にお振込みください。
③ 当日参加の方は、現金のみとさせていただきます。

ＦＡＸ ：０４２－８５１－９５７９
Ｅ-mail : info@machida-kjkc.jp

アクティブ福祉 in 町田’17
研究発表大会・大会交流会 参加申込書
申込年月日 ２０１７年
※必要事項をご記入のうえ、種別と参加される項目欄に○印をつけてください。

月

日

法人名（学校名）
事業所名
住所

〒

申込担当者名
(役職)

役職：

電話番号

Email アドレス
FAX 番号

参加申込者名

種別

研究発表大会

大会交流会

一般・学生

１

施設職員
一般・学生
施設職員

２

一般・学生

３

施設職員

４

一般・学生
施設職員

５

一般・学生
施設職員

※５名を超える場合は用紙をコピーしてご利用ください。
※参加申込書の控えを必ずお取り置きください。ご変更や取消の場合は、参加申込書に上書きしたものを
お送りください。
≪参加費のお支払方法≫
それぞれに①②のいずれかに○をつけてください。
支払い方法
備考
①当日会場にて各自で支払う

お一人 1,000 円を受付でお支払ください。

②大会終了後、振込みにて支払う

請求書受領後、指定口座にお振込みくださ
い。

①当日会場にて各自で支払う

お一人 5,000 円を受付でお支払ください。

②大会終了後、振込みにて支払う

請求書受領後、指定口座にお振込みくださ
い。

研究発表大会

大会交流会

※支払方法で○をつけていない場合は、すべて①とさせていただきます。
お申し込み締め切り１０月３１日（火）

