
分科会
部屋番号
（定員）

参加者数 演題数
パワーポ
イント（数）

分科会名 分散会 分散会名 座長 助言者 記録係

Ａ７０１
（２４）

22 6 4 Ａ-1 新型・ユニット型を中心に
奈良　こがねの里
施設長　　栄　　　　孝

岡山　健生園
施設長　　竹永　　　徹

奈良　こがねの里
介護職　　中尾　絵利

Ａ６１０
（２４）

16 7 5 Ａ-2
①

従来型を中心に　①
新潟　しおかぜ荘
施設長　　松井　　　裕

北海道　かりぷ・あつべつ
施設長　　石井　　秀夫

福岡　　いきいき八田
介護職　　　兒島　伸

Ａ６１７
（２４）

15 7 4 Ａ-2
②

従来型を中心に　②
島根　長命園
施設長　　　須山　　俊二

東京　白十字ホーム
施設長　西岡　　　修

長崎　　戸町ふくし村
介護職　　松永　崇嗣

Ａ７０２
（２４）

22 8 3 Ａ-3 認知症の方のケア
山形　とかみ共生苑
施設サービス部 次長　　阿曽　　好美

愛知　蒲郡眺海園
施設長　　早川　　昌宏

長崎　青葉苑
介護職　　金子　亮一

Ａ７０３
（２４）

17 7 3 Ａ-4 重度化への対応
広島　くすの木苑
看護師　　桐山　　さち栄

群馬　誠の園
施設長　　山口　　千春

広島　くすの木苑
介護士　　伊澤　友紀子

Ｂ
Ａ６１６
（２４）

14 5 3 02  施設の暮らしの中で
     食を支える Ｂ 食を支える

大阪　いのこの里
施設長　　山本　　智光

福岡　いきいき八田
管理栄養士　　森山　　史世

大阪　いのこの里
調理師　　柏本　泰典

Ｃ
Ａ７１０
（２４）

18 7 5 03  施設の暮らしの中で
     医療・健康管理を考える Ｃ 医療・健康管理を考える

東京　みやま大樹の苑
医務・リハビリ科長　　稲垣　　瑞恵

長崎　老人保健施設 恵仁荘
施設長（医師）　　　山下　　兼彦

福岡　ケアハウスらいふ戸畑
看護師　　小山　　つや子

Ａ７１５
（２４）

19 6 0 D-1
ショートステイ
のとりくみを中心に

新潟　あしぬま荘
事務長　　西島　朝子

福岡　あゆみ老人訪問看護ステーショ
ン
所長　　林　　ゆかり

新潟　　あしぬま荘
介護職　　田中　容子

Ａ７１６
（２４）

21 9 7 D-2
①

通所のとりくみを中心に　①
大阪　いのこの里ケアプランセンター
管理者　　益田　　洋平

福岡　　愛・あいデイサービスセンター
管理者　　山田　　直樹

大阪　　　いのこの里
介護職　　藤本　夏輝

Ａ７１７
（２４）

21 10 6 D-2
②

通所のとりくみを中心に　②
兵庫　甲寿園
副施設長　川内　光子

福岡　デイサービスひまわり はらだ
管理者　　小池　　多恵子

兵庫　甲寿園
作業療法士　池田　佳織

Ａ６０１
（２４）

13 4 2 Ｅ-1 青年の広場
石川　やすらぎホーム
施設長　　坂口　　朋美

富山　老人保健施設 レインボー
副施設長　　山田　　麗子

石川　やすらぎホーム
介護職　　井上　さゆり

Ａ６０２
（２４）

24 4 2 Ｅ-2
より良い
職場づくりのために

静岡　芳川の里
施設長　　宮形　　淳

大阪　社会福祉法人こばと会
法人事務局長　　正森　　克也

静岡　芳川の里
相談員　　小杉山　　　敬

Ｆ
Ａ７１３
（１８）

15 6 2 06  人としての尊厳と
     安心・安全な生活を考える Ｆ

人としての尊厳、
安全安心な生活

東京　みやま大樹の苑
施設長　　相羽　　孝昭

福岡　東部法律事務所
弁護士　　井上　　滋子

福岡　いきいき八田
介護部長　　溝口　孝一

Ａ７１２
（１８）

11 4 1 Ｇ-1
ホームヘルプサービス
を中心に

福岡　ヘルパーステーション
　　　　たすけ愛の会ひまわり
所長　　吉冨　　　薫

福岡　日本ホームヘルパー協会
　　　　北九州支部
会長　　坂本　　幸美

長崎　青葉苑
サービス提供責任者　田中有紀子

Ａ６０５
（１８）

11 4 2 Ｇ-2
グループホームケア
を中心に

島根　ひまわり園
施設長　　常陸　　　実

福岡　グループホームらいふ
管理者　　江水　　　寿美江

島根　ひまわり園
介護職　　児玉　紀子

Ａ６１１
（１８）

17 6 4 Ｇ-3
居宅介護支援、地域包括支援
センター、在宅介護支援センター

東京　信愛泉苑
施設長　　武田　　　恵

福岡　千鳥橋病院　介護支援センター
所長　　矢野　　美代子

熊本　たくまの里
介護支援専門員　益永　武士

Ａ６０３
（２４）

18 3 3 Ｇ-4 小規模多機能施設
京都　社会福祉法人七野会
常務　　橋本　　信夫

福岡　いまやまの家
介護支援専門員　 松嶋　　明子

京都　原谷こぶしの里
介護職員　　清水　孝之

Ｉ
Ａ６０７
（１８）

11 3 3 09  有料ホーム・ケアハウスなど
     ｢高齢者住宅｣のあり方を考える Ｉ 高齢者住宅のあり方

宮城　宮城野の里
施設長　　小野　　ともみ

福岡　ケアハウスらいふ戸畑
施設長　　内田　　義則

長崎　　戸町ふくし村
介護職　片岡　力

Ｊ
Ａ６０６
（１８）

9 3 1 10  養護老人ホームの
     役割、あり方を考える Ｊ 養護老人ホーム

長野　ハートヒル川路
事務長　　西田　　克美

大阪　槻ノ木荘
施設長　　中村　　公三

長野　ハートヒル川路
介護職　　井藤　幸子

Ｋ
Ａ６１５
（２４）

16 3 2 11  福祉施設における
     事務の役割を考える Ｋ 事務の役割

兵庫　にしのみや苑
施設長　　細岡　　雄二

長崎　社会福祉法人春風会
副理事長　　柴田　　親男

兵庫　甲寿園
事務員　　行澤　昌子

Ｇ

Ｅ

Ａ

Ｄ

２００９年　１１月１２日現在

04  在宅生活を支える
     デイ・ショート事業

07  地域で暮らし続ける

05  育ち合い育てあう
     職場づくりをめざして

01　施設でその人らしい
　　 暮らしを支える

分　科　会　会　場　と　参　加　人　数　一　覧　表　　


