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、第１３回医療・介護・福祉研究大会「アクティブ福祉 in 町田’1９」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、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、研究テーマを募集しました。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。
また、今年度も「介護川柳」の募集を行い、みなさんの作品を掲示するほか、福祉機器の展示や健康機器を
使用した測定コーナーを開設します。
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

２０１９年１１月２０日（水）
１１：００～２０：３0（受付 1０：３０～）

( 予 定 )

① アクティブ福祉 in 町田’1９研究発表大会
② 介護用品・福祉用具等展示 PR コーナー
健康機器による測定コーナー
無料体験マッサージ・カフェコーナー
③ 介護の仕事は町田で！ 相談・求職登録会

１１：００～１７：３０
（6F ホール）
１２：００～１７：００
（5F けやき・コスモス・和室）

１３：００～１７：００
（5F カトレア）
④ 「介護川柳」
「まちけあ★キッズ 活動報告」 １２：００～１７：００
（5F）
⑤ 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
３ 会 場

町田市文化交流センター ５・６階

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
④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）

（総合受付 5 階）
町田市原町田４-１-１４ 電話：０４２-７１０-６６１１

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、２０１９年１１月６日（水）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人材開発センターのホームページ
（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
町田市
一般社団法人町田市介護サービスネットワーク
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市介護福祉士会
・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、今年度よりカテゴリー別に優秀賞を新設し贈呈いたします。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

プ ロ グ ラ ム
介護用品・福祉用具等展示 PR コーナー
[１２：００～１７：００] ５階けやき・コスモス・和室
介護用品・福祉用具出展 福祉用具関連機器の展示、
健康機器による測定コーナー、無料体験マッサージ
【出展業者】
町田市福祉用具事業所連絡会・町田市訪問マッサージ連絡会
株式会社クリニコ、株式会社健美研究所、酒井薬品株式会社、ヤマモトジムキ株式会社
渡辺商事株式会社、東洋羽毛首都圏販売株式会社、大塚製薬株式会社、
株式会社日本医療企画
上記の展示等の他、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
ナー等もあります。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
[１１：００～１７：３０] ６階ホール
実践・研究発表 ２０題
参加費 １，０００円（当日冊子代として）
※発表には、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。
「介護川柳」
「まちけあ★キッズ」
[１２：００～１７：００] ５階
皆様も一緒に「介護川柳」を考えてみませんか？応募作品を展示します。
夏休みに開催しました「まちけあ★キッズ」の子供たちの絵日記や活動内容など掲示します。
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
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、発表題やスケジュール等は変更となる場合がございます。
時間

発表者（所属・職名・氏名）

11：00

＜オリエンテーション＞

11：05

開会挨拶
社会福祉法人 合掌苑

1

11：15

経営品質向上活動推進プロジェクト
プロジェクトリーダー 森田 健一
社会福祉法人 嘉祥会

2

11：30

ぬくもりの園
介護職員 尼崎 圭織
社会医療法人社団 正志会

3

11：45

南町田病院 リハビリテーション科
理学療法士 宮城 春秀
社会福祉法人 東京援護協会

4

12：00

特別養護老人ホーム サルビア荘
介護職

坂元 一起

東京都指定認知症疾患医療センター
5

12：15

IMS ｸﾞﾙｰﾌﾟ 医療法人財団明理会
鶴川サナトリウム病院
作業療法士

髙宮 瑞

1２：30～1３：１５

6

7

13：15

13：30

13：45

～集団体操は転倒リスクの高い高齢者にどのような効
果があるか？～
ポジショニングについて
～安楽で痛みのないポジショニングを目指して～
前頭側頭型認知症患者に対する口唇傾向の減少に向け
た取り組み
～活動レベルに応じた多職種での支援を行った事例～

援への取り組み～

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

孤立させない地域福祉・ひとり親家庭への支援

地域福祉コーディネーター

～お弁当を届けてひとり親家庭と地域とのつながりづ

佐々木 麻衣子

くりを目指して～

介護老人福祉施設 芙蓉園

特別養護老人ホーム友愛荘
山本 綾子

特別養護老人ホームまちだ正吉苑
清水 千賀

学校法人 西田学園
14：30

を軽減するか？

ケアワーカー 天野 知樹

介護職員
１1

6 ヶ月間の町トレ実施は地域在住高齢者の転倒リスク

～グループホームにおいて有する能力に応じた自立支

社会福祉法人 正吉福祉会
14：15

～わからない から できる！役割へ～

グループホームあおぞら

介護職員
10

地域とのネットワークを活かして

あきらめないケア

社会福祉法人 友愛十字会
14：00

～外部評価の活用とセルフアセスメント～

医療法人社団 芙蓉会

村野 侑紀
9

働きやすい職場つくりと生産性向上へのチャレンジ

休憩 （ ４５分 ）

社会福祉法人 芙蓉会
8

題 名（主題・副題）

アルファ医療福祉専門学校
介護福祉学科 兒玉 直樹、叶野 佑作

認知症トータルケア
～居心地の良いフロアを目指して～
誤嚥性肺炎による入院者を減らす取り組みについて
～他職種と連携し改善できたプロセス～

歩行を通して見える施設の風景
～歩行サークル歩き隊の活動と特養からの在宅復帰～

緑が高齢者に与える効果・影響
～園芸療法(グリーンセラピー )を利用したケアについて～

１2

14：45

株式会社 Reha Labo Japan

訪問看護におけるご利用者の栄養状態改善に向けた取

リハラボ訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ町田

り組み

作業療法士

～管理栄養士との連携強化を通して～

平石 暢之

学校法人 榎本学園
13

15：00

Let's Try！ 食事介助！

町田福祉保育専門学校

～「あなたに食べさせてほしい」と言われたい～

介護福祉学科 太田 開
社会福祉法人 賛育会
14

15：15

特別養護老人ホーム清風園
機能回復訓練員

市川 亜紀子

15：30～16：00
15

16

17

16：00

16：15

16：30

16：45

駐車場シェアシステム委員会

駐車場シェアシステムの構築と活用

武内 佑介、多賀 永浩

～訪問時の駐車場問題の解決に向けて～

株式会社 Reha Labo Japan

他職種アンケートを活用し訪問看護ステーションが実

リハラボ訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ町田

施した自立支援に向けた取り組み

作業療法士

〜目標設定アプリ ADOC を利用して〜

永島 匡

社会福祉法人 芙蓉会

デイサービスが考える地域密着型サービスとしての取

地域密着型デイサービス つるま屋

組みと利用者の活動

石井 正

～有する能力を大切に～
１班

介護職 小野 航、村上 峻介、山村 千鶴子,
松田 恵美子、遠藤 あゆみ
ケアリーダー育成研修

19

17：00

２班

介護職 杉山 千恵、加納 裕子、宮下 貴行、
篠崎 早順、鯉沼 直
ケアリーダー育成研修

20

17：15

～心が動けば身体が動く～

休憩 （ 30 分 ）

ケアリーダー育成研修
1８

特養で利用者が主体となり行われた立ちっこクラブ

３班

介護職 塚本 武司、大関 利恵子、
村上 菜穂子、佐々木 理奈、山本 寿美

尊厳ある介護
～根拠ある認知症ケアの確立へ～
安全対策の取り組み
～各施設におけるヒヤリハット・事故報告の境界線～
楽ではない「介護の仕事」は楽しい！！
～伝えたい！働く原動力～

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
一括してお申し込み下さい。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。

２．参加費（研究発表大会）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 振込み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。

３．
「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
一括してお申し込み下さい。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。
11 月 13 日（水）までに連絡のないキャンセルは実費をいただきます。

ＦＡＸ ：０４２－８５１－９５７９

Ｅ-mail : info@machida-kjkc.jp

アクティブ福祉 in 町田’19
研究発表大会・大会交流会 参加申込書
申込年月日 ２０１９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
施設職員
一般・学生
施設職員
一般・学生
施設職員
一般・学生
施設職員
一般・学生
施設職員

１
２
３
４
５

※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
研究発表大会

大会交流会

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。

※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１１月６日（水）

介護川柳 大募集！
「介護」をテーマにした川柳を募集します。
あなたの体験や思いを川柳で表現してみませんか。
介護の励みになったり、みんなが笑顔になるような川柳をお待ちしています。
例えば…

「必要な あなたに寄りそう 手でいたい」
「冷蔵庫に 老眼鏡が 鎮座して」
等々、ご自由に書いて応募して下さい!(昨年の応募作品の一例です)
◎ 応募方法：
1 人 3 作品まで。雅号（ペンネーム）
・応募者住所・氏名・電話番号・職業（学生の場合は学校
名及び学年）を明記し、ハガキ・封書による郵送、FAX または E メールにてご応募ください。
◎ 応募資格：市内在住、在勤、在学の方
◎ 応募締切：２０１９年１０月３１日（木）
◎ そ の 他：応募された作品は、1１月 20 日（水）開催のアクティブ福祉 in 町田’１９（以下「本イベント」）
の会場に展示するほか、当センターのホームページ等に掲載することがありますが、作品の応募をもって承諾
を得たものとします。採用作品の展示等では、雅号（ペンネーム）を公表します。雅号の記載がない場合は
「匿名希望」として公表します。応募された方の個人情報は本イベント以外の目的に使用することはありません。
採用作品の応募者で、当日会場にいらした方には、記念品を差し上げます。

◎ 応 募 先：町田市介護人材開発センター 事務局
〒195-0074 町田市山崎町 2055-2 C-111
TEL：042-851-9578
FAX：042-851-9579

Email：info@machida-kjkc.jp

～ 応 募 用 紙 （FAX、メールで応募される場合にお使いください）～
応募川柳

「
応募川柳
雅号（ペンネーム）

フリガナ

氏

名
フリガナ〒

住

所
氏

名

電話番号
職
業
住
（学校名・学年）

－

〒
所

‐

」

