
 

第 11 回 全国先端ケア研究会 in 北海道・旭川 プログラム 

全国の先進施設が行っている重度化対応ケア「トータルケア」の基本 

会場：旭川大学 短期大学部 講堂 

 

１日目 令和 2年 2月 9日（日） 10時 00〜17時 00分  

 

開会挨拶 

全国高齢者ケア研究会代表 石丸 司 

 社会福祉法人 さつき会  常務理事 波潟幸敏 

 

全国の先進施設が行っている重度化対応ケア「トータルケア」 

全国高齢者ケア研究会 研究委員長 泉田照雄 

 

「《全国高齢者ケア研究会・介護の知識 50》 １日目」 

 

10時 30分〜17時 00分（昼食休憩 12時 30 分～13時 30分） 

「《介護の知識 50》 新しく増えたポイントを中心に 解説と質疑１」 

北海道美瑛町 美瑛慈光園 施設長 安藤挙利 

北海道鷹栖町 鷹栖さつき苑 部長 谷本政美 

北海道鷹栖町 ぬくもりの家えん 部長 尾上健介 

北海道鷹栖町  デイサービスセンター はぴねす 理学療法士 大矢敏之 

北海道鷹栖町  デイサービスセンター はぴねす 理学療法士 大河原和也 

北海道北見市 光の苑 介護サービス課 課長 菅原和也 

北海道北見市  光の苑 介護サービス課  係長 細川将吾 

三重県松阪市 さくらの郷 施設長 金谷龍太郎 

大分県国東市 鈴鳴荘 部長 藤原広人 

大分県国東市 むさし苑 部長 市原弘資 

大分県宇佐市 ケアホーム りんどうの里 施設長 岩崎伸一朗 

東京都足立区 千住桜花苑 施設長 木村輝明 

東京都荒川区 グリーンハイム荒川 施設長 渡邉秀雄 

愛媛県東温市  ガリラヤ久米 部長 二神靖夫 

 

最新の認知症ケアの基本 

    全国高齢者ケア研究会 研究委員長 泉田照雄 

 

◆認知症ケア 

1. 認知症タイプとタイプごとのケア上の留意点 

2. 林崎光弘氏が説く認知症高齢者の睡眠パターン          安藤                      

3. 竹内孝仁氏が説くぼけと認知症の違い、被害妄想の機序（省略） 



 

4. 杉山孝博氏が説く認知症高齢者の記憶障害の 9法則と１原則 （省略） 

5. 竹内孝仁氏が説く「水分・飯・糞・運動」の相関関係（省略） 

6. 認知症の利用者の食べ物の吐き出しと高齢者の味覚と口腔ケアの関係（省略） 

7. 高次脳機能障害の代表的なもの                 金谷              

8. 失語症の利用者に対する配慮（省略） 

9. 高齢者の転倒と薬剤の関係（省略） 

10. BPSDが出現した時の認知症の利用者のカンファレンスの仕方（省略） 

 

最新の食事ケアの基本 

 全国高齢者ケア研究会 研究委員長 泉田照雄 

 

◆食事ケア 

11. 摂食嚥下のプロセス                  木村・渡邉 

12. 高齢者の脱水                     木村・渡邉 

13. 脱水の症状と見分け方                 木村・渡邉 

14. 高齢者に必要な 1日の水分量と排尿量          木村・渡邉 

 個別性がある 

15. なかなか水分を取ってくれない方への水分補給の工夫   木村・渡邉 

 味覚の減退の人 味覚減退で胃腸の悪い人 

16. 嚥下性肺炎について                  藤原・市原 

 寝ている間の唾液の誤嚥  

17. 嚥下障害がある高齢者が脱水により肺炎を起こすプロセス 藤原・市原                                 

18. きざみ食の嚥下に対する問題              藤原・市原 

19. 摂食障害の高齢者に対する望ましい食事形態       藤原・市原 

 認知症の人には先行期大切 安易に食形態を下げない        

20. とろみの付け方 ポタージュ状、シロップ状、ゼリー状  藤原・市原 

 写真をユニットに貼ること 

21. トロメリンとソフティアの使い分け方（省略）           

22. 食事姿勢のポイント（ペットボトルで飲み物準備）    安藤 

23. 利用者が使うイスとテーブルの適合化のポイント 食事用の椅子の座面高さ、車いす

の座面高さ、食事用の椅子の座面奥行き、机の高さ 首のはり そりかえり 安藤 

24. 円背の方の食事姿勢のポイント                        岩崎・大矢・大河原 

25. 首が前に倒れてしまう方、横に倒れてしまう方の食事姿勢のポイント 岩崎・大矢・

大河原 

26. タッピングの技法（むせた時にどうするか？）      岩崎・大矢・大河原 

27. 緊急時の背部こう打法 ハイムリック法         岩崎・大矢・大河原 

28. 食事前の摂食ケア（覚醒を促す体操、氷を口に含む、ブローイング等）谷本・尾上 

29. オーラルジスキネジアの利用者の食事介助        谷本・尾上 

30. スプーンの種類とスプーン上の食事のよそい方      二神・高橋 

31. 味覚の減退とその対応                  二神・高橋 

32. 食事シートと使い方 ミールラウンドの実際           二神・高橋 



 

33. 頸部聴診法の仕方（省略） 

34. むせの多い方の要因分析（省略） 

 

最新の排泄ケアの基本 

    全国高齢者ケア研究会 研究委員長 泉田照雄 

   姿勢（ふんばるくん、ファンレストレーブル）下剤 便秘種類 

 排泄のタイミング（胃大腸反射、起立性腸反射） 下剤の切り替え 

 

◆排泄ケア 

35. 介護施設で必要な便秘の知識（下剤依存症 便秘の分類） 

泉田がイントロダクションで説明 

36. 高齢者の排泄障害の分類とケア              

泉田がイントロダクションで説明 

37. 利用者の状態に合ったパットの使い方の基本       藤原・市原 

 尿もれの対応 

38. 重度の高齢者の「頻便」と「頻尿」           佐藤・平山 

39. 自力排尿可能であった A さんが、入院により、オムツでの排泄になり尿意を失いまし

た。Aさんにはどのようなアセスメントが必要か      佐藤・平山 

40. 排泄リズムの確認のポイント（時間帯、その他）  

 泉田がイントロダクションで説明 

41. 端座位がとれる方の自力排便をうながす排せつ介助（省略） 

42. 下剤の基礎知識と画一的な使用からの抜け出し方      

 泉田がイントロダクションで説明 

43. 介護施設で必要な尿路感染症の知識           菅原・細川 

 薬が２種類あること 医療連携が基本 

 

特別講義 

便秘をやわらげる腹部マッサージ  藤原 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

13 時 30 分〜16 時 00 分 

別会場 看護師分科会 内容未定 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

19 時 00 分〜 懇親会 アートホテル旭川



 

 

２日目 令和 2年 2月 10日（月）10時 00分〜17時 00分 

「《全国高齢者ケア研究会・介護の知識 50》 ２日目」 

10時 00分〜17時 00分 

 

「《介護の知識 50》 新しく増えたポイントを中心 解説と質疑２」 

 

                

 

特別講義 

唾液腺のマッサージとアイスマッサージ アイスマッサージの唾液抑制効果 尾上 

 

◆褥瘡ケア 

44. 褥瘡の原因と褥瘡好発部位と除圧の事例            菅原・細川              

45. 座位による褥瘡の発生の機序                 菅原・細川   

46. 座位での除圧に使うマットレスの基本 左右に傾く方と仙骨に褥瘡がある方 岩崎・

大川原・大河内 

47. マットの種類と機能                   岩崎・大矢・大河原 

48. 仙骨が十分に起きない方の座位保持のポイント         安藤 

49. 車椅子の適合化のポイント                  安藤 

50. 背抜きの仕方                        菅原・細川 

51. 呼吸苦を感じた時の安楽な体位                 菅原・細川 

52. 拘縮の強い方のベッド上でのポジショニング(ナーセントロール) 安藤                              

53. かんたんなフットケアと足のむくみをやわらげるマッサージ   谷本・尾上 

54. ラップによる褥瘡ケア                    藤原・市原 

 

13時 00分〜14時 30分（昼食休憩 12時 00 分～13時 00分） 

「《介護の知識 50》 新しく増えたポイントを中心に 解説と質疑 3」 

 

◆トランスファー 

55. 歩行器の適合化のポイント（省略） 

56. パーキンソン症状の方の歩行介助の仕方 背部介助・ハンドリング歩行（省略） 

57. 施設内で転倒した利用者の骨折の有無の判断法（省略） 

58. 座位から立ち上がる時の介助のポイント          岩崎・大矢・大河原 

59. 立位がとれない利用者のベッドから車椅子、車椅子から便器への移乗介助 岩崎・大

矢・大河原 

60. 立位が全く取れない方のベッド〜車椅子、車椅子〜便器への移乗 岩崎・大矢・大河

原 

61. つかまってなんとか立位がとれる利用者のトランスファーの留意点 岩崎・大矢・大

河原 

62. 介助バーの長さの調節（省略） 



 

 

◆環境セッティング 

63. 在宅で転倒を繰り返している新規入居者の環境設定（省略） 

64. 経管栄養の利用者の環境設定のポイントとケア（省略） 

 

◆入浴ケア＋その他 

65. 一人浴槽で入浴介助をする際の浴槽から出るときの介助ポイント    安藤 

66. パーキンソン病の状態像とケアのポイントと食事姿勢についての注意点 安藤 

67. リウマチの状態像とケアのポイント                 二神・高橋 

68. 腰部脊柱管狭窄症の状態像とポイント（省略） 

69. 終末期リハビリテーションの考え方と内容（省略） 

70. たんがらみが多い方へのアプローチとケア（省略） 

 

16時 45分〜17時 00分 

「２日間を通しての質疑応答」 

 

※ 時間の都合で、「介護の知識 50」はすべて解説できない場合があります。 

※ 一部内容、講師が変更される場合があります。 


