
発表

順
演題名

該当演題
テーマNO

施設名 演者名
都道
 府県

1 心つなぐリモート面会 1.GHケア 花物語かまくら 米島　庸子 神奈川県

2 難聴のある利用者ケアを通してBPSDが軽減した事例 1.GHケア グループホームあさひ 大村　未来代 岐阜県

3
「まんてん菜園」で満点の笑顔に！
～生きる力・意欲を引き出した時にもたらした物～

1.GHケア グループホームまんてん塩津 西嶌　高志 滋賀県

4
一品を利用者様が作ろう
～調理を通じて「できる事」を見つけよう～

1.GHケア
グループホーム　第２グレイスフル
辰野

田中　清子 長野県

5
外に頻回に出られる方へのアプローチ
～S氏と共に家庭菜園を行っての行動変化～

1.GHケア グループホーム　さくら苑 姫野　光子 福岡県

6
コロナに負けるな家族との絆を守れ
～コロナ禍の中での家族との繋がりから～

1.GHケア グループホーム　まゆの里 野田　雄介 熊本県

7
ケアと医療の協働で行動・心理症状の改善に取り組む
～ケアの工夫と認知症薬の調整～

1.GHケア グループホーム　アカシアの家 武澤　理恵 埼玉県

8
自信を持ち、安心して生活して頂くために
～強い自己否定のある利用者様に寄添う声掛けや対応の工夫～

1.GHケア グループホーム　グレイスフル日義 永井　真希 長野県
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発表

順
演題名

該当演題
テーマNO

施設名 演者名 都道  府県

1 当たり前の生活 を 支えたい 1.GHケア オアシスきずり 山本　佳奈子 大阪府

2
どんぐりの玄関飾り
利用者様の楽しみから役割に繋がるケア

1.GHケア グループホームどんぐり 貞木　良太 福岡県

3 薬ではなく代替ケアで　～自然排便を目指して～ 1.GHケア
多機能地域ケアホームありがとうグ
ループホーム

鍵田　朋美 広島県

4
快適な排泄ケアの提供を
～高機能パッド導入による、排泄ケアの見直し～

1.GHケア グループホーム　くたみのもり 工藤　美和 大分県

5 ご利用者の笑顔のもとは、地域＆人にあり！ 1.GHケア グループホーム　メルヘン 今戸　真希子 大分県

6 本人らしさを生かした生活を 1.GHケア グループホーム　ジョイフル各務原 岩田　拓也 岐阜県

7
食事介助のポイントと工夫
～安全かつ楽しく食事をするために～

1.GHケア グループホーム　さくら苑弐番館 宮原　春香 福岡県

8
認知症高齢者の食生活自立支援
―グループホームでの食生活自立支援の評価―

1.GHケア グループホーム　アカシアの家 高杉　春代 埼玉県

9
まんてん高月開設1年目の取組
～出来る力を活かした生活作り～

1.GHケア グループホーム　まんてん高月 富岡　沙織 滋賀県
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発表

順
演題名

該当演題
テーマNO

施設名 演者名 都道  府県

1 にやり・ほっと（ハッピースマイルメモ）の活用 1.GHケア グループホーム小倉ゲンジョウ 早川　研史 大分県

2 笑顔のキセキ　一緒に歩みたい！これからも！ 1.GHケア グループホームお元気ハウス 安倉　泉 佐賀県

3
「歩く」を日課に！
～フロアを歩いて町内一周～

1.GHケア グループホーム　グレイスフル辰野 蟹沢　理恵 長野県

4
日中の覚醒を促し利用者同士の交流を増やす
～良い関係性を目指して～

1.GHケア グループホーム　グレイスフル岡谷 原　悠太 長野県

5
より良い明日を迎える為に私たちにできること
～笑顔のある生活～

1.GHケア グループホーム　さくら苑 中野　百合子 福岡県

6 馴染みの関係って素敵 1.GHケア
グループホーム　はなみずき
西の家

鈴木　大輔 山形県

7
心を満たす暮らしの支え方
～利用者様の思いに応えるために～

1.GHケア グループホーム　まんてん小谷 吉川　恵理 滋賀県

8
あなたの夢叶えます
～個人をより理解することで見えてくるもの～

1.GHケア グループホーム　いこいの森 亀井　広子 佐賀県
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発表

順
演題名

該当演題
テーマNO

施設名 演者名 都道  府県

1
正しい感染症予防を身につけよう
～感染対策をしながら出来る取り組み～

2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ
ベルアモールハウス 前田　茂紀 大阪府

2 線状降水帯時における垂直避難実践
2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ
グループホーム　さくら苑 利岡　亮策 福岡県

3
事故防止をしていこう
～室内運動でも筋力アップ～

2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

グループホーム　グレイスフル下諏
訪

丸山　勇 長野県

4 事故予防　～ヒヤリハットを拾う～
2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ
グループホーム　ジョイフル布袋 猿渡　寛美 愛知県

5
新型コロナウイルスクラスターを経験して
～感染予防と認知症ケアの両立～

2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ
グループホーム　ユピテル三田 上本　真奈美 兵庫県

6
グループホームの新型コロナウイルス感染事例
～グループホームでの感染対策の困難さ～

2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ
あすなろホーム三郷 早川　尚 埼玉県

7
新型コロナウイルスBCP作成
～クラスターの経験を通して～

2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ
グループホーム　ユピテル三田 三島　理恵 兵庫県

8
新型コロナウイルス感染症が施設で発生した場合の対応
～法人の枠を超えた応援体制の経験（宮城県の取り組み）～

2.災害対策
/ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

清山会医療福祉グループ 事業支援
室

鈴木　徳 宮城県
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発表

順
演題名

該当演題
テーマNO

施設名 演者名 都道  府県

1
看取りにケアついて
～看取りケアについてスタッフの精神的な不安を軽減しながら
　安楽な終末期を迎えていただく～

3.重度化/

看取り
グループホーム花梨 松崎　誠 福岡県

2
透析の入居者受け入れを行って
～法人内医療連携によるチームケア～

3.重度化/

看取り
グループホーム磯子 久世　夢姫 神奈川県

3
生活機能向上連携加算におけるリハビリテーション専門職の新た
な試み

3.重度化/

看取り
グループホーム大阪緑ヶ丘 高尾　耕平 大阪府

4
最後に『お父さん』と呼ばせて
～僧侶である父を看取って～

3.重度化/

看取り
グループホームせせらぎ 溝口　成美 佐賀県

5 重度の方（要介護度5）の楽しみ活動
3.重度化/

看取り
多機能地域ケアホームありがとうグ
ループホーム

谷川　疾風 広島県

6 いつまでも長生きしたい　～心不全になられた方と介護職員～
3.重度化/

看取り
グループホーム　さくら苑 平山　さくら 福岡県

7
ひさしぶりにお袋の手を握った
～初めての看取が介護で教えてもらったこと～

3.重度化/

看取り
グループホーム　太陽の丘 川内　明日香 宮崎県

8
最期は住み慣れたグループホームで
～意向に沿った看取り支援を通して～

3.重度化/

看取り
グループホーム　いきいき良花居 髙増　さおり 福岡県

9
グループホームで最期の時を託されて
～多職種と連携して本人、家族の思いを支える～

3.重度化/

看取り
グループホーム　幸 谷田　恵子 福井県

10
新型コロナ禍のグループホームの看取り
～コロナ禍で可能な限り、家族と看取るために～

3.重度化/

看取り
グループホーム　せせらぎ 森　ひかる 熊本県

11
母の思いを受け継ぎ実現した終末期ケア
-COVID-19緊急事態宣言下における看取り-

3.重度化/

看取り
グループホーム　ひなたぼっこ 高橋　美奈子 石川県
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発表

順
演題名

該当演題
テーマNO

施設名 演者名 都道  府県

1 地域密着型事業所から地域への取り組みについて 4.地域連携 グループホーム　陽だまり 柴戸　美奈 福岡県

2 今後を見据えたグループホーム運営改革
6.人材確保
/業務改善

グループホーム八州苑 寺内　宗実 栃木県

3 人材育成　新人職員の悩みと成長と教育担当者の悩み
6.人材確保
/業務改善

グループホーム　友愛 田中　茂雄 京都府

4
強みを極める
～持ち味を活かした人材育成に取り組んで～

6.人材確保
/業務改善

グループホーム　太陽の丘 川名　峰幸 宮崎県

5
介護記録などのICT化の進め方と業務改善
～介護記録ソフトの導入方法の工夫により、業務の効率化を図る
～

6.人材確保
/業務改善

グループホーム　いきいき栄 佐野　祐二 北海道

6 【介護現場における】モチベーションアップ術
6.人材確保
/業務改善

グループホーム　モン・サン琴海 廣池　渉吾 長崎県

7 よりよい職員の育成
6.人材確保
/業務改善

グループホーム　モン・サン時津 國分　良則 長崎県
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発表

順
演題名

該当演題
テーマNO

施設名 演者名 都道  府県

1
すべての利用者様が「役割」を担い、いきいき暮らす
～認知症になっても出来ることはたくさんあります～

5.権利擁護 グループホーム　グレイスフル箕輪 諏訪　雅寿 長野県

2 ブログの活用！サービスの透明性を目指して 7.その他 グループホーム香寿庵 水島　心 大阪府

3 コロナ禍だからこそできることを 7.その他 グレイスフル塩尻グループホーム 清水　智子 長野県

4
グループホームの新たな取り組み
～共用型デイサービス～

7.その他 グループホーム　寿限無 戸川　亮 東京都

5 “みょうがだより”手作り18年間で218号 7.その他
グループホーム　いっしょに暮らそ
う

稲葉　修 静岡県

6
ICT高齢者生活見守り支援アプリ 第2 報
～Apple Watch、iPhone 活用で安全・安心・快適な高齢者生活を
～

7.その他
グループホーム　こもれび家族・国
分寺

佐藤　秀樹 東京都

7
人材育成分野のニューノーマル
～コロナ禍でも可能な教育研修や介護職員のサポート～

7.その他 グループホーム　せせらぎ 高橋　恵子 熊本県
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