
「令和4年度大阪老人福祉施設研究大会」　発表者の一覧

令和５年２月１３日（月）１０時４０分～１６時２０分　　（※発表者の持ち時間：発表10分＋コメンテーターの講評5分程度）

順番 法人名※ 施設名 発表テーマ※ 配付資料 コメンテーター

1 聖徳会 特別養護老人ホーム 大阪老人ホームうえだ No.1 「みんなの笑顔がみたいから」 ダウンロード

2 そうび会 特別養護老人ホーム つるぎ荘
No.2 「特別養護老人ホームでの軟飯の導入

　～半粥から軟飯への移行」
ダウンロード

3 大阪府社会福祉事業団 特別養護老人ホーム 高槻荘
No.3 「腸内フローラアップチャレンジ！

　～多職種協働で取り組んだ２００日間～」
ダウンロード

4 そうび会 特別養護老人ホーム つるぎ荘
No.4 「特別養護老人ホームでの誤嚥性肺炎予防の取り組み

　～摂食嚥下評価、多職種カンファレンスを開始して」
ダウンロード

5 ライフサポート協会 特別養護老人ホーム なごみ No.5 「NO　面会，NO　LIFE！」 ダウンロード

6 みささぎ会 特別養護老人ホーム 大仙もずの音 No.6 「認知症高齢者に優しい住まい作り」 ダウンロード

7 そうび会 特別養護老人ホーム つるぎ荘

No.7 「特別養護老人ホームでの褥瘡予防の取り組み

　～体位変換に加え、エアマットレスをシステマティックに

　導入した報告」

ダウンロード

8 みささぎ会 グループホーム つどうホール
No.8 「グリーンカーテンでエコ活動

　～みささぎ版SDGｓの取り組み～」
ダウンロード

9 蒼生福祉会
特別養護老人ホーム 南郷の里

＋ダイキン工業㈱　e－ソリューショングループ

No.9 「空調メーカーと協同し空調省エネ運用の自動化で

　電気代削減と、省エネ大賞受賞後のチーム力UP」
ダウンロード

10 秀幸福祉会
特別養護老人ホーム 庄栄エルダーセンター

＋追手門学院中・高等学校ユネスコ国際研究部
No.10 「中高生、地域のハブへの挑戦」 ダウンロード

11 秀幸福祉会 いきいきネット相談支援センターエルダー
No.11 「古き良き時代を思い出して

　～UR団地住民の心と体の活性化を目指して～」
ダウンロード

12 豊悠福祉会 祥雲館
No.12 「福祉のチカラで街を元気に！過疎地域『豊能町』で

　良質な地域コミュニティーを作りたい」
ダウンロード

令和５年２月１４日（火）１０時００分～１６時５０分　　（※発表者の持ち時間：発表10分＋コメンテーターの講評5分程度）

順番 法人名※ 施設名 発表テーマ※ コメンテーター

1 和悦会 浜特別養護老人ホーム
No.13 「浜特養のヒーロー参上！！～浜特養のヒーロー的存

在になるべく、若手職員の日々の活動をお届けします～」
ダウンロード

2 成光苑 デイサービスセンター せっつ桜苑
No.14 「認知症のご利用者に対する学習療法の効果について

　～前頭前野への刺激で認知機能を改善しよう～」
ダウンロード

3 ライフサポート協会 特別養護老人ホーム なごみ No.15 「看取りから学んだ、人生の幕引きのお手伝い」 ダウンロード

4 天心会 特別養護老人ホーム ヴェルディ八戸ノ里
No.16 「ヴェルディ八戸ノ里でのICTの導入により得られた結果と

その考察」
ダウンロード

5 悠人会 特別養護老人ホーム ベルアルプ No.17 「ユニット活動目標の実現に向けて」 ダウンロード

6 あゆみ会 特別養護老人ホーム アンパス東大阪 No.18 「集まれ！喫茶 なごみへ ～みんなの憩いの場～」 ダウンロード

7 ライフサポート協会 特別養護老人ホーム なごみ
No.19 「入居者さんと共に過ごしてのご本人の思いの大切さにつ

いて（入居から看取りまで）」
ダウンロード

8 堺福祉会 特別養護老人ホーム ハートピア堺 No.20 「パラシュート反射を活用したリスクマネジメント」 ダウンロード

9 上神谷福祉会 特別養護老人ホーム 槇塚荘 No.21 「オリゴ糖による苦痛の少ない排便コントロール」 ダウンロード

10 悠人会 特別養護老人ホーム ベルライブ No.22 「褥瘡の新規発生、再発防止に対する取り組み」 ダウンロード

11 晋栄福祉会 ケアホーム ちどり No.23 「～車椅子から椅子への生活へ～」 ダウンロード

12 聖徳園 特別養護老人ホーム ひらかた聖徳園 No.24 「安楽なポジショニングで快適な毎日を！」 ダウンロード

13 悠人会 ベルファミリア デイサービスセンター No.25 「社会福祉法人が実践するSDGSの取り組み」 ダウンロード

14 もくせい会 ケアハウス きんもくせい
No.26 「ゴミが散在している環境の中で、不登校になっている父

子家庭の子どもたちの支援」
ダウンロード

15 八尾隣保館 地域支援事業なないろ
No.27 「地域支援事業の可能性

　～ソーシャルワークのおもしろさ～」
ダウンロード

※「法人名」をクリックすると法人のWebサイトに遷移します。　※「発表テーマ」をクリックすると、Youtubeで発表の様子をご覧になれます。

・大阪城南女子短期大学

　前田　教授

・大阪府地域福祉推進室

　地域福祉課　谷岡　参事

・大阪人間科学大学

　秦　准教授

・関西大学

　種橋　准教授

・関西福祉科学大学

　家髙　准教授

・四天王寺大学

　吉田　准教授

・近畿社会福祉専門学校

　桝　校長

・大阪人間科学大学

　武田　教授

・大阪健康福祉短期大学

　鴻上　教授

・大阪保健福祉専門学校

　藤原　教務部長
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