
2018’s

パシフィコ横浜パシフィコ横浜会場

9：30～16：309：30～16：30時 間

7,560円（税込）7,560円（税込）参加費

～パシフィコ横浜へのアクセス～～パシフィコ横浜へのアクセス～
■ みなとみらい駅（みなとみらい線）　■ 桜木町駅（JR線・市営地下鉄）
    徒歩3分　　　　　　　　　　　　       徒歩12分、バスで7分
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2018’sユニットケア
研修フォーラム
ユニットケア
研修フォーラム
「口から食べる幸せ」を問い直す

～暮らしをサポートするスキルを学ぼう～
「口から食べる幸せ」を問い直す

～暮らしをサポートするスキルを学ぼう～

フォーラムの詳細は中面をチェック！▶▶▶

＜出展企業＞

開催のご案内

場所：会議センター1F、3Fフォワイエ
時間：8：45～16：30（終日開催）
場所：会議センター1F、3Fフォワイエ
時間：8：45～16：30（終日開催）

見られる、
使える、

食べられる展示会 

見られる、
使える、

食べられる展示会 

ユニットケア研修フォーラム● TEL：03-5470-4407  （受付時間 : 平日9:30～18:00）

ユニットケア研修フォーラム 2018’s事務局
（株）プランドゥ・ジャパン内　担当：小松 /ジョン

お問合せ先 お申込みは
WEBから！

※企業名　順不同

厚生労働省 林野庁
神奈川県 横浜市 健康福祉局
一般社団法人 日本医療福祉建築協会 一般社団法人 日本介護支援専門員協会
一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 公益社団法人 全国老人保健施設協会
公益財団法人 テクノエイド協会　　　　　　 公益社団法人 日本栄養士会
公益社団法人 日本介護福祉士会 公益社団法人 神奈川県栄養士会
公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会 公益社団法人 日本看護協会
公益社団法人 日本社会福祉士会 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
独立行政法人 福祉医療機構

＜後援＞

有 限 会 社 メ ー プ ル
大東亜窯業株式会社

展示企業名は1月10日現在のものとなります。
続々と出展企業決定中です !

2019年3月5日（火）2019年3月5日（火）

※順不同

株 式 会 社 　 お ぎ そ

九 セ ラ 株 式 会 社

積水ホームテクノ株式会社



体験セミナー食支援に携わるスタッフのための

木を使うと
いいことがあるって
本当なんです

各分科会の参加は フリースタイル！ 興味のある分科会に自由に出入りできます各分科会の参加は フリースタイル！ 興味のある分科会に自由に出入りできます

 A.10：00～11：30 メインホール

カリキュラム

メインホールE.12：30～15：15

全体
テーマ

「口から食べる幸せ」を問い直す 
～暮らしをサポートするスキルを学ぼう～
「口から食べる幸せ」を問い直す 
～暮らしをサポートするスキルを学ぼう～

《講 師》  NPO法人 口から食べる幸せを守る会
　　　　 理事長　小山 珠美 氏

《座 長》  日本ユニットケア推進センター
　　　　 センター長　秋葉 都子
《講 師》
　文部科学省初等中等教育局 視学官　矢幅 清司 氏
　高知県地域福祉部 地域福祉政策課
　　　　  福祉・介護人材対策室 主幹　茅野 優子 氏

《講 師》
　林野庁林政部 
　木材利用課木造公共建築物促進班 課長補佐　宮脇　 慈　 氏
　近畿大学建築学部 教授　　　　　　　　　　山口 健太郎 氏
　ユニットケア･地域生活研究所 代表　　　　 日比野 浩之 氏

《座 長》　日本ユニットケア推進センター
　　　　  研修課 課長　佐橋 麻理子
《講 師》
　社会福祉法人 綿半野原積善会  
　特別養護老人ホーム かざこしの里　生活相談員 下山　祐介  氏
　社会福祉法人 市原寮 
　介護老人福祉施設 花友にしこうじ　介護副主任 臼井　晋一  氏
　魚沼地域特別養護老人ホーム組合 
　特別養護老人ホーム 八色園　       作業療法士 山田 小百合 氏

『人材不足/
  多様な働き方を考える』

シンポジウム 働き方第１
分科会

基調
講演

第3
分科会 『取り組み始めているがうまく作成できない／

  自施設の24Hシート作成課題をあぶりだす』

ワークショップ 24Hシートの書き方

魅力ある職場づくりのヒントを学べます

「口から食べる幸せ」を問い直す

事例の24Hシートで修正加筆ポイントをレクチャーします

メインホール＜オープニング＞  9：30～10：00

会議室303・304D.12：30～15：15

第4
分科会 全大会

『暮らし続けることの実践を学ぶ／
  暮らし続けることの意義を問い直す』

実践報告
「食事」「福祉用具」「24Hシート」「排泄」
「働き方、家族旅行」

会議室301・302C. ①12：00～14：00 ／ ②14：25～15：15

《講 師》 
　 NPO法人 口から食べる幸せを守る会
　　　　 理事長　小山 珠美 氏
　　　　 （看護師・日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士）
《助 手》  
 　NPO法人 口から食べる幸せを守る会
　　　　スタッフ　金     志 純  氏　剱 持 君 代  氏
　　　　　　　　　山下 ゆかり 氏　居 出　香 　氏

《座 長》  東北工業大学工学部 教授　石井　敏 氏

『食事介助のスキルを学ぶ／
  口から食べるを問い直す！』

① 小山珠美先生による 食べる

『「木」のある暮らし
 ～暮らしとケアを支える施設の木造・木質化～』

② 講演 住まい第2
分科会

明日から使える心と体にやさしい環境づくりが学べます正しい食事介助技術が学べます

14施設からの実践報告です 未来に希望をもつために、今すべきことを考えましょう

会議室501B.11：45～15：15

《座 長》 公益財団法人 テクノエイド協会
　　　　　　　　　　　　　　 　理事長　大橋 謙策 氏
《講 師》
　神奈川県立津久井高等学校福祉科 主任　　　林　  睦　氏
　社会福祉法人青森社会福祉振興団 専務理事　中山 辰巳 氏 
　社会福祉法人 伯耆の国
　特別養護老人ホーム ゆうらく　　理事長　　山野 良夫 氏 

『介護の未来を考える』

メインホール F.15：30～16：30

今年度はユニットケアの理念「暮らしの継続」より「口から食べる幸せ」をテーマにあげました。
そのためには食の理論と介護のスキル、そして、入居者を支えるアセスメント（24Hシート）がないと出来ません。
今回は実演（体験）を通して学ぶ機会とし、また、優秀な人材を集め、育てる為の知恵をご紹介します。

メインホール

会議室
501

会議室
301・302

会議室
303・304

会議センター
1F・3F
フォワイエ

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 15：30 16：00 16：309：00

C.第2分科会
（②講演会）

企業展示 同時開催（8：45～16：30）

※適宜、休憩をはさみます。 ※上記カリキュラムは一部、変更になる場合があります。予めご了承ください。

E.第4分科会（実践報告）A.基調講演

C.第2分科会
（①小山先生体験セミナー）

B.第1分科会（シンポジウム）

D.第3分科会（ワークショップ）

オープニング

『人生の最期まで
   食べる幸せを支援するために
　 ～正しい食事介助技術の普及を～』

B.B.11：45～15：15

大橋 謙策 氏

木を使うと
いいことがあるって
本当なんです

木材利用課木造公共建築物促進班 課長補佐　宮脇　 慈　 氏
近畿大学建築学部 教授　　　　　　　　　　山口 健太郎 氏

　　　 日比野 浩之 氏

《座 長》  東北工業大学工学部 教授　石井　敏 氏
 ～暮らしとケアを支える施設の木造・木質化～

明日から使える心と体にやさしい環境づくりが学べます明日から使える心と体にやさしい環境づくりが学べます

近畿大学建築学部 教授　　　　　　　　　　山口 健太郎 氏
　　　 日比野 浩之 氏

明日から使える心と体にやさしい環境づくりが学べます明日から使える心と体にやさしい環境づくりが学べます

木を使うと
いいことがあるって
本当なんです本当なんです

《座 長》  東北工業大学工学部 教授　石井　敏 氏
 ～暮らしとケアを支える施設の木造・木質化～』

 A.

D.12：30～15：15D.12：30～15：15

C. C. 

E.  F.15：30～16：30

F.全大会
介護の未来を考える

《座 長》 
　社会福祉法人 弘仁会
　特別養護老人ホーム 美里ヒルズ
　　　　　　　　　　　施設長　世古口 正臣 氏

11：45

※昨年度の様子


