
 

 

福祉 QC 実践発表プログラム 

 

第 2 会場  伍井 章 講師 

11：10～12：10 

発表施設 

サークル名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

特別養護老人ホーム 安立荘 濵田 光男 ひとつ『働き方』をかえてみよう！ 

～NO 残業への取り組み～ カエルジャパン 原田 大二郎 

高齢者総合福祉施設 ウィローふたば 瀧本 誠 
職員の所在状況を明確にしよう 

我ら、整え選隊 小島 崇 

特別養護老人ホーム ふれあいの里 岩永 輝之 
暖っ家族化計画 

ＨＴ３ 永井 智成 

12：10～13：00  昼食 

 

13：00～14：20 

発表施設 

サークル名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

特別養護老人ホーム 春緑苑 白木 恵理子 オムツ使用の見直し 

～古くて新しい永遠のテーマを今一度～ トイレの神様 岡島 圭佑 

特別養護老人ホーム ウエルコートみづほ 内田 樹里 
食べこぼしを減らそう 

デリシャスフード隊 諫山 俊樹 

特別養護老人ホーム 田原福寿園 今泉 友秀 
要支援利用者との関わりを増やそう 

ご昭和お願いします。 天野 文章 

特別養護老人ホーム あいふるの里 戸松 里江 褥瘡を予防しよう 

～Ｐｒｅｓｓｕｒｅに負けるな～ ＨＡＰＰＹ ♡ ＬＩＦＥ 小島 加奈代 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第 3 会場  前田光泰 講師 

11：10～12：10 

発表施設 

サークル名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

デイサービス コムネックスみづほ 吉田 沙織 Ｌｅｔ’ｓ ｅｎｊｏｙ デイサービス！！ 

～スキ間時間に花咲カス～ 良花レックス 安藤 和代 

むらさき野苑デイサービスセンター 渡邉 梢 
適正な爪の長さを保つ 

爪切りあげぽよ隊 伊藤 陽佑 

高浜安立荘 デイサービスセンター 樋口 三宝 
新しい「おたより」のカタチを目指して 

広報委員会 谷口 好美 

 

12：10～13：00  昼食 

 

13：00～14：20 

発表施設 

サークル名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

老人短期入所施設 ウィローふたば 高島 汐華 
カレンダー作りを見直そう 

ＴＨＥ☆ショート 会田 倫子 

特別養護老人ホーム とよた苑 
杉山 あき 

廣川 裕美 褥瘡ゼロの施設を目指そう 

～褥瘡予防体制整備の取り組み～ 
クッション 本田 志穂 

特別養護老人ホーム ビラ・オレンジ 南 哲次 ご家族様と共に歩む施設へ 

～ご家族様とより良い関係を築こう～ ご家族アプリ 宮下 雄一 

特別養護老人ホーム 東海の里 山口 章 
日中のオムツ使用者を減らす！ 

キューシー・ハニー 古田 貴嗣 

 

 



 

 

 

 

第 4 会場  岡田愛家 講師 

11：10～12：10 

発表施設 

サークル名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

ケアハウス きぬうら 神谷 由野 
食堂内での移動をスムーズにしよう！ 

ひみつのきぬザイル 堤 恵子 

ケアハウス 高浜安立 中平 博敏 業務ストレスを減らすには 

～苦手業務撲滅大作戦～ ザ☆カイゴマン 河原 宗宏 

ケアハウス 春緑苑 田屋 沙希 食生活の見直しを！ 

～残食を減らそう～ すずめの宿 城岸 美穂 

 

12：10～13：00  昼食 

 

13：00～14：20 

発表施設 

サークル名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

デイサービスセンター 小川の里 坂井 博美 
サービス事故を減らす！ 

カンカンと愉快な仲間たち 太田 幹二 

美浜町デイサービスセンター 水野 仁史 介護保険サービスの情報不足を解消し、新規利用

者数を増やそう 

～より地域に貢献できる施設になる為に～ 野間娘 伊藤 健二 

高齢者総合福祉施設 ウィローふたば 細川 慎司 業務の効率化を図ろう 

～コップ洗浄の見直し～ ピグレッツ 酒井 文花 

アルメゾンみづほデイサービス事業所 加藤 正光 
その人らしさを 取り戻そう！ 

ブエナビスタ 石川 善英 

 



 

 

事例研究発表プログラム 

 

第 5 会場  尾関英浩  講師 

11：10～12：10 

発表施設 

グループ名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

ヴィラトピア知立 デイサービスセンター 安藤 諭 
時間の無駄と物品の無駄を省こう！ 

AY ネットワーク 山田 和光 

明範荘 特別養護老人ホーム 佐藤 賢二 ゆっくり、楽しく、一緒に 

～ユニットで取り組む認知症ケア～ ＭＨＫ48 五藤 陽子 

特別養護老人ホーム ジョイフル江南 原 由真恵 やってみなきゃわからない 

～もっとみんなが笑顔になるために～ ｃuracion 伊藤 聖桂 

12：10～13：00  昼食 

 

13：00～14：20 

発表施設 

サークル名 

発表者 

機器操作者 
発表テーマ 

デイサービスセンター ちあき 伊藤 彰悟 
その人らしい楽しみ方を大切に 

デイちあき業務改善 大坪 弘枝 

特別養護老人ホーム 春緑苑 山元 理香 
楽ラク介助をしよう 

Mr.布袋 伊藤 真人 

高浜安立荘 デイサービスセンター 谷口 好美 「もしもデイサービスの女子リーダーが 

『もしドラ』を読んだら」 安立デイ 樋口 三宝 
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