
分　科　会
（分　　野）

第１分科会
(高齢者福祉①)

第２分科会
（高齢者福祉②/地域福祉①）

第３分科会
（障害者福祉①）

第４分科会
（障害者福祉②）

第５分科会
（子ども・若者①）

第６分科会
（地域福祉②/子ども・若者②）

【研究発表】
　A氏へのポジショニング支援の
　有効性に関する研究

【研究発表】
　みんなが心暖まる居場所を求めて
  ～利用者への理解と
　　　　　　生活環境の構造化から～

【研究発表】
　上肢のコントロールが難しい
　利用者に対する補助具を使った
　アプローチ
　～スリングシステムを使って
　　　　　　　　　楽器を演奏しよう～

【研究発表】
　障害者雇用を経験した中小企業家
　の学びについての研究報告

【研究発表】
　児童養護施設においての
　愛着の育み

【研究発表】
　防災と保健・福祉の連携による
　避難行動要支援者のための個別
　避難計画作成の取組
　～誰一人取り残さない防災の
　　　　　　　　　　　実現をめざして～

【発表者】
　一般社団法人ヘルスケア甲賀
　看護小規模多機能型居宅介護
　そまの音
　　〇田中 収人

【発表者】
　社会福祉法人心暖まる会
　特別養護老人ホーム
　サニープレイス彦根
　　〇戸崎 智加　　〇宇野 佐智恵

【発表者】
　社会福祉法人びわこ学園
　障害者支援センターかなえ
　　〇酒井 由香理

【発表者】
　びわこリハビリテーション専門職
  大学作業療法学科
　　〇嶋川 昌典

【発表者】
　社会福祉法人甲賀学園
　児童養護施設 鹿深の家
　　〇神能 由佳

【発表者】
　高島市健康福祉部社会福祉課
　　〇梅村 淳

【研究発表】
　HALを活用した腰痛予防の取り組み
  ～介護ロボットを
                   有効に使うために～

【研究発表】
　認知機能の向上を目的とした効果
　的かつ汎用性の高いレジスタンス
　運動の確立に向けて

【研究発表】
　高次脳機能障害者の住まいと
　生活の現状
　～家族会へのアンケートを通じて～

【研究発表】
　自己実現に向けた支援過程におけ
　るA氏の変化の考察

【研究発表】
　自立に関する認識調査
　～社会的養護に携わる
　　　　子どもたちと職員の認識～

【研究発表】
　教育ボランティアから
　福祉ボランティアへ
　～3年目の成果～

【発表者】
　社会福祉法人青祥会
　介護老人保健施設
　長浜メディケアセンター
　　〇片山 陽

【発表者】
　立命館大学
　スポーツ健康科学研究科
　　〇道羅 絢斗

【発表者】
　滋賀県高次脳機能障害
　支援センター
　　〇小西川 梨紗

【発表者】
　特定非営利活動法人縁活
　就労継続支援B型事業所　おもや
　　〇山本 遼太

【発表者】
　滋賀県児童福祉入所施設協議会
　調査研究部会
　　〇高島 由樹

【発表者】
　特定非営利活動法人
　地域で創る土曜日夢の学習
　　〇池本 京子　　〇名倉 勇

【研究発表】
　「こだわり」にこだわる
　～発達障害が疑われる
　　　　高齢者ケースの見立てと
　　　　　　　　　　　支援について～

【研究発表】
　甲賀市在宅介護アドバイス事業の
　実施報告と介護者負担に及ぼす
　影響

＜実践報告＞
　甲賀地域における不動産関係者
　のアンケート調査結果
　～高齢者・障害者の入居を
　　　　　　　　円滑にするために～

＜実践報告＞
　就労継続支援B型事業における
　売上確保の為のリスクマネジメント
　と工賃向上、サービスの質向上
　との連動

【研究発表】
　母と子のシェアハウス事業展開
　から見える多機能型支援の検討

＜実践報告＞
　地域住民の自主的・主体的活動の
　創造
　～コミュニティチャートを活用した
　　地域に根差す「ゆめのHEYA」の
　　　　　　　　　　　　　　　　実践から～

【発表者】
　田中ケアサービス株式会社
　高月支援センター
　　〇稲葉 光太郎

【発表者】
　甲賀市水口医療介護センター
　　〇寺嶋 隆之

＜報告者＞
　社会福祉法人さわらび福祉会
　支援センターこのゆびとまれ
　　〇澤 慰子　　〇山﨑 秀樹

＜報告者＞
　特定非営利活動法人 with us
　就労継続支援B型事業所
　こほく自立応援センター
　　〇本田 智見

【発表者】
　社会福祉法人
　滋賀県母子福祉のぞみ会
　　〇坂下 ふじ子

＜報告者＞
　特定非営利活動法人
　地域で創る土曜日夢の学習
　　〇摺本 圭治
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第1発表
(9：50～10：15)

第2発表
(10：15～10：40)

第3発表
（10：40～11：05）



分　科　会
（分　　野）

第１分科会
(高齢者福祉①)

第２分科会
（高齢者福祉②/地域福祉①）

第３分科会
（障害者福祉①）

第４分科会
（障害者福祉②）

第５分科会
（子ども・若者①）

第６分科会
（地域福祉②/子ども・若者②）

＜実践報告＞
　抱え上げない介護は利用者、職員
　を救う！！そのための第一歩

＜実践報告＞
　共生型サービスの実践
　～誰もがサービスを受けやすく～

＜実践報告＞
　つながりを求めて
　～視線入力を活用した重症児との
　　　　　　　　　　コミュニケーション～

＜実践報告＞
　余暇活動の中に訓練要素を取り
　入れた取り組み

【研究発表】
　フリースクール利用者調査
　～利用者の要望と実態の
　　　　　　　　　　　　差に注目して～

＜実践報告＞
　災害時に向けた取り組み
　～ケアマネとしてできること～

＜報告者＞
　マザーレイク株式会社
　グループホーム マザーレイク
　　〇片岡 紗矢香　　〇木村 巴香

＜報告者＞
　社会福祉法人近江和順会
　特別養護老人ホームヴィラ十二坊
　在宅課
　　〇村岡 秀一

＜報告者＞
　特定非営利活動法人道
　多機能型重症児者等デイサービス
　ふぁみりぃ
　　〇小山 亜里沙　　〇三谷 桃香

＜報告者＞
　社会福祉法人グロー
　滋賀県立むれやま荘
　　〇川嶋 俊憲

【発表者】
　Since
　　〇柏原 遥花

＜報告者＞
　社会福祉法人
　米原市社会福祉協議会
　ケアプランセンター
　米原市社会福祉協議会
　　〇杉江 美千代　　〇名内 英次

＜実践報告＞
　歌う 奏でる 響きあう
　～音楽療法の実践を通じて～

＜実践報告＞
　認知症対応型ぼだいじ
　デイサービスセンターいこいでの
　有償ボランティア活動を通して
　～事業所と作業療法士による連携
　　　　　　　　　　　　と今後の課題～

＜実践報告＞
　障害児者の単独型短期入所制度
　を活用した毎月１回の宿泊体験
　活動の積み重ねがグループホーム
　への一歩

＜実践報告＞
　１０代の居場所
　「やんちゃ寺」実践報告

＜実践報告＞
　乳児院における家庭支援
　～これからの乳児院の役割～

＜報告者＞
　社会福祉法人グロー
　特別養護老人ホームふくら
　　〇志水 朋子

＜報告者＞
　社会福祉法人近江ちいろば会
　ぼだいじデイサービスセンター
　いこい
　　〇村上 順哉

　
＜報告者＞
　特定非営利活動法人とまり木
　西の湖自立の家
　　〇村井 竜雄

＜報告者＞
　特定非営利活動法人やんちゃ寺
　　〇佐藤 すみれ

＜報告者＞
　社会福祉法人小鳩会　小鳩乳児院
　　〇谷口 ひかる　　〇杉本 光世

＜実践報告＞
　一時保護委託・ショートステイ事業
　・トワイライトステイから見えて
　きたこと

＜実践報告＞
　ショートステイ里親委託による
　社会的養育の推進と「実家の
　代わりプロジェクト」

＜報告者＞
　特定非営利活動法人大津市里親会
　　〇田辺 幸司

＜報告者＞
　草津市里親会
　　〇黒川 玉英

第4発表
（11：05～11：30）

第5発表
（11：30～11：55）

第6発表
（11：55～12：20）


