
 

 

 神奈川県社会福祉協議会老人福祉施

設協議会では、高齢者福祉施設職員に

よる実践活動や福祉のプロを志す学生

の研究活動等、県内の高齢者福祉に関

わる取り組みの発表を通し、ともに学

び合い、かながわの高齢者福祉の最前

線を社会に発信することを目的に、今

年度も「かながわ高齢者福祉研究大

会」を開催します。 

   多くの高齢者福祉従事者や学生等の熱意に支えられ、これまでに行わ

れてきた研究発表は2,552題。21回目を迎える今大会においても、研究

発表の更なる質の向上と高齢者福祉の専門性を高めるべく、表彰実施要

領ならびに表彰審査基準に基づき優秀賞の表彰を行います。 

４年ぶりにパシフィコ横浜で開催！ 

新たなる時代へ―今だから見つめる福祉のこころ 

第21回かながわ高齢者福祉研究大会  

募集概要        

募集題数 

募集期間 

応募資格 

応募方法 

８０題 

令和５年１月１７日（火）午前９時～２月１４日（火）午後６時 ※早期終了あり 

◆発表演題応募締切 ２月１４日（火）施設登録 午後５時まで／発表演題登録 午後６時まで 

  ※先着順で募集し、募集定数を超えた場合には早期終了します。 

  （神奈川県社協会員法人・施設及び県内介護福祉士養成校が優先となります。） 

表彰 

参加費 

■開催日時 

令和５年７月５日（水） 
９：３０～１７：００ 

■発表会場 

パシフィコ横浜 会議センター 
みなとみらい線 

「みなとみらい駅」より徒歩3分 

JR線・市営地下鉄 

「桜木町駅」より徒歩12分 

 

■大会ホームページ 

 

https://www.kanagawafukushitaikai.jp/ 

大会概要 

で検索 かながわ高齢大会 

社会福祉法人が運営する神奈川県内の高齢者福祉施設・介護保険事業所の従事者、介

護福祉士養成校の学生（在宅系サービス従事者の方、学生の皆さんも奮ってご参加ください） 

◆発表演題の応募はすべて大会ホームページ上の専用フォームで行います。 
 ※期間内に、裏面に掲載する手順のとおり登録を行ってください。 

◆会場数や時間の都合上、応募件数が募集定数を超えた場合には、その時点で受付を

締め切るか、後に申し込まれた順からお断りいたします。 
 ※神奈川県社協会員法人・施設及び県内介護福祉士養成校が優先となります。多くの施設  

  の皆さんが発表出来るよう大会実行委員会で調整しますので、予めご了承ください。 

大会参加費のみご負担ください。 

（参加費１名：会員施設6,000円、非会員施設8,000円）※最終ページ参照 

実施要綱ならびに審査基準に基づき、各会場で高得点だった上位３つの発表に優秀賞

を授与します。（大会ホームページからダウンロードできます。） 

研究発表募集要綱 

研究発表の募集を行います。奮ってご応募下さい！ 

 

 

第21回かながわ高齢者福祉研究大会 研究発表募集要綱 

発表内容 下記18テーマから選択ください。発表には抄録とパワーポイントを使用します。  

テーマ （参考）今までの大会等で発表された題材 

１ 食事・栄養・口腔ケア 摂食機能評価・栄養アセスメント・イベント食と家族参加・経口摂取 施設系  

２ 排泄・入浴ケア ブリストル排便スケールの導入・原因療法の視点・個浴効果 

３ 認知症ケア ﾊﾟｰｿﾝ･ｾﾝﾀｰﾄ･ﾞｹｱ・BPSD対応・地域での支え合い・現実見当識訓練 

４ ターミナルケア・医療との連携 ﾌﾞﾚｰﾃﾞﾝｽｹｰﾙとOHｽｹｰﾙによるﾘｽｸ対応・看取り介護・褥瘡早期改善 

５ 安全管理 アクティブリスクマネジメント・要因分析と新人事故防止教育 

６  タクティールケア・音楽療法士の役割・アロマテラピー 

７ ケアプラン・相談援助 ケアプランの視覚化・ストレングス視点・モチベーション育成 

８ ユニットケア・グループケア  

９   業務改善・ICT・介護ロボット等 メンタルケア・SHELL分析・スピーチロック廃止・離床アシストロボットの活用 

10 人材育成・外国人人材の取組等  職員定着・ＥＰＡと介護福祉士・特定介護技能職員の受入 

11 LIFE導入の取組等  ※今大会新設テーマ 

12 その他（施設系） 社会貢献・ＢＣＰ・施設内保育・省エネ化 

在宅系  13  小規模多機能の看取り介護・アクティビティ・地域連携 

14 地域包括支援センター 地域ケア会議・孤独死や閉じこもり防止・地域ネットワーク組織化 

15 デイサービス事業 若年性認知症支援・都市型デイケアの試み・メニューボード化 

16 訪問介護・居宅支援事業 高次脳機能障害支援・セカンドオピニオン・夜間対応 

17 養護・軽費・ケアハウス等 養護老人ホームにおける自立支援・入所措置者数の変化 

18 その他（在宅系） ライフサポート・高齢者のITアプリ活用・多職種連携で地域つながり 

発表時間 発表時間１５分、質疑応答５分。【予定】  ※詳細は事前説明会でご案内します。  

応募の流れ ※１の施設登録の手順は次頁をご確認ください。（２以降の手順詳細は大会ホームページに記載しています）  

   抄録の登録           [締切]５月１日（月）午後６時まで 

初めて応募する施設 過去の大会で既に施設登録を行っている施設 

施設登録（施設ＩＤ/パスワードの発行） 

[締切] 2月１４日（火）午後５時まで 

発表演題登録（発表ＩＤ/パスワードの発行）[締切]２月１４日（火）午後６時まで 

   パワーポイントデータの送信   [締切]６月５日（月）午後６時まで 

２ 

１ 

３ 

４ 

５ 

事前説明会・研修会への参加  ３月29日（水）午後 かながわ県民センター 

※ＩＤ/パスワードをお忘れ

の方は大会事務局までメー

ルにてお問い合わせ下さ

（募集締切後、発表者として決定した方のみ） 



 

 

 神奈川県社会福祉協議会老人福祉施

設協議会では、高齢者福祉施設職員に

よる実践活動や福祉のプロを志す学生

の研究活動等、県内の高齢者福祉に関

わる取り組みの発表を通し、ともに学

び合い、かながわの高齢者福祉の最前

線を社会に発信することを目的に、今

年度も「かながわ高齢者福祉研究大

会」を開催します。 

   多くの高齢者福祉従事者や学生等の熱意に支えられ、これまでに行わ

れてきた研究発表は2,552題。21回目を迎える今大会においても、研究

発表の更なる質の向上と高齢者福祉の専門性を高めるべく、表彰実施要

領ならびに表彰審査基準に基づき優秀賞の表彰を行います。 

４年ぶりにパシフィコ横浜で開催！ 

新たなる時代へ―今だから見つめる福祉のこころ 

第21回かながわ高齢者福祉研究大会  

募集概要        

募集題数 

募集期間 

応募資格 

応募方法 

８０題 

令和５年１月１７日（火）午前９時～２月１４日（火）午後６時 ※早期終了あり 

◆発表演題応募締切 ２月１４日（火）施設登録 午後５時まで／発表演題登録 午後６時まで 

  ※先着順で募集し、募集定数を超えた場合には早期終了します。 

  （神奈川県社協会員法人・施設及び県内介護福祉士養成校が優先となります。） 

表彰 

参加費 

■開催日時 

令和５年７月５日（水） 
９：３０～１７：００ 

■発表会場 

パシフィコ横浜 会議センター 
みなとみらい線 

「みなとみらい駅」より徒歩3分 

JR線・市営地下鉄 

「桜木町駅」より徒歩12分 

 

■大会ホームページ 

 

https://www.kanagawafukushitaikai.jp/ 

大会概要 

で検索 かながわ高齢大会 

社会福祉法人が運営する神奈川県内の高齢者福祉施設・介護保険事業所の従事者、介

護福祉士養成校の学生（在宅系サービス従事者の方、学生の皆さんも奮ってご参加ください） 

◆発表演題の応募はすべて大会ホームページ上の専用フォームで行います。 
 ※期間内に、裏面に掲載する手順のとおり登録を行ってください。 

◆会場数や時間の都合上、応募件数が募集定数を超えた場合には、その時点で受付を

締め切るか、後に申し込まれた順からお断りいたします。 
 ※神奈川県社協会員法人・施設及び県内介護福祉士養成校が優先となります。多くの施設  

  の皆さんが発表出来るよう大会実行委員会で調整しますので、予めご了承ください。 

大会参加費のみご負担ください。 

（参加費１名：会員施設6,000円、非会員施設8,000円）※最終ページ参照 

実施要綱ならびに審査基準に基づき、各会場で高得点だった上位３つの発表に優秀賞

を授与します。（大会ホームページからダウンロードできます。） 

研究発表募集要綱 

研究発表の募集を行います。奮ってご応募下さい！ 

 

 

第21回かながわ高齢者福祉研究大会 研究発表募集要綱 

発表内容 下記18テーマから選択ください。発表には抄録とパワーポイントを使用します。  

テーマ （参考）今までの大会等で発表された題材 

１ 食事・栄養・口腔ケア 摂食機能評価・栄養アセスメント・イベント食と家族参加・経口摂取 施設系  

２ 排泄・入浴ケア ブリストル排便スケールの導入・原因療法の視点・個浴効果 

３ 認知症ケア ﾊﾟｰｿﾝ･ｾﾝﾀｰﾄ･ﾞｹｱ・BPSD対応・地域での支え合い・現実見当識訓練 

４ ターミナルケア・医療との連携 ﾌﾞﾚｰﾃﾞﾝｽｹｰﾙとOHｽｹｰﾙによるﾘｽｸ対応・看取り介護・褥瘡早期改善 

５ 安全管理 アクティブリスクマネジメント・要因分析と新人事故防止教育 

６  タクティールケア・音楽療法士の役割・アロマテラピー 

７ ケアプラン・相談援助 ケアプランの視覚化・ストレングス視点・モチベーション育成 

８ ユニットケア・グループケア  

９   業務改善・ICT・介護ロボット等 メンタルケア・SHELL分析・スピーチロック廃止・離床アシストロボットの活用 

10 人材育成・外国人人材の取組等  職員定着・ＥＰＡと介護福祉士・特定介護技能職員の受入 

11 LIFE導入の取組等  ※今大会新設テーマ 

12 その他（施設系） 社会貢献・ＢＣＰ・施設内保育・省エネ化 

在宅系  13  小規模多機能の看取り介護・アクティビティ・地域連携 

14 地域包括支援センター 地域ケア会議・孤独死や閉じこもり防止・地域ネットワーク組織化 

15 デイサービス事業 若年性認知症支援・都市型デイケアの試み・メニューボード化 

16 訪問介護・居宅支援事業 高次脳機能障害支援・セカンドオピニオン・夜間対応 

17 養護・軽費・ケアハウス等 養護老人ホームにおける自立支援・入所措置者数の変化 

18 その他（在宅系） ライフサポート・高齢者のITアプリ活用・多職種連携で地域つながり 

発表時間 発表時間１５分、質疑応答５分。【予定】  ※詳細は事前説明会でご案内します。  

応募の流れ ※１の施設登録の手順は次頁をご確認ください。（２以降の手順詳細は大会ホームページに記載しています）  

   抄録の登録           [締切]５月１日（月）午後６時まで 

初めて応募する施設 過去の大会で既に施設登録を行っている施設 

施設登録（施設ＩＤ/パスワードの発行） 

[締切] 2月１４日（火）午後５時まで 

発表演題登録（発表ＩＤ/パスワードの発行）[締切]２月１４日（火）午後６時まで 

   パワーポイントデータの送信   [締切]６月５日（月）午後６時まで 

２ 

１ 

３ 

４ 

５ 

事前説明会・研修会への参加  ３月29日（水）午後 かながわ県民センター 

※ＩＤ/パスワードをお忘れ

の方は大会事務局までメー

ルにてお問い合わせ下さ

（募集締切後、発表者として決定した方のみ） 



 

 

施設登録の手順  対象：初めて応募する施設 １ 

初めて研究発表に応募する施設は、最初に「施設登録①～⑤」を行います。 

①大会ホームページに 

 アクセス 
（かながわ高齢大会で検索） 

◆ＩＤは施設単位で割り当てられます。 
※ 法人単位、発表者個人単位ではありませんのでご注意ください。 

施設内で複数の研究発表を応募する場合は、同一のＩＤ/パスワードを共有していただきます。 

②トップページから「研究  

 発表に応募する」をクリック 

３ 

③「施設登録」をクリック 

④フォームに必要情報を   

 入力します。 

⑤登録したメールアドレ 

 スに施設ID、パスワー  

 ドが送付されます。 

４ ５ 

◆施設登録だけでは、研究発表の応募は完了していません。 
 

◆施設登録によって発行された施設ＩＤ/パスワードを用いて、  発表演題登録まで行

うことではじめて研究発表の応募完了となりますのでご注意ください。 

２ 発表演題登録 → 発表ＩＤ/パスワードの発行 対象：全応募施設 

１   で発行された施設ＩＤ/パスワードを利用して発表演題登録のページにログインします。 
 

２ 登録フォームに演題名、内容等を入力します。 ※詳細は、大会ホームページでご確認ください。 

第21回かながわ高齢者福祉研究大会 研究発表募集要綱 

２  

１ 

2 

 

 

注意事項 

◆研究発表の内容については、法令順守の観点から、必ず施設長の確認をお願いいたします。 

◆会場割と時間割は、発表テーマごとに分類し、同一法人・施設ができる限り同じ時間帯に重ならな

いよう調整のうえ、大会実行委員会において決定しています。発表者からのご要望には一切お応えで

きません。 

◆大会実行委員会では、広報および記録のため、写真撮影・ビデオ撮影を行います。 

◆パワーポイントデータの作成について 

 ・大会当日に使用するソフトは「パワーポイント201９」となります。他のバージョンで作成した

データは、互換性の影響等により、作成された内容のとおりに動作しない可能性があります。 

・大会当日の機材トラブルを避けるため、ファイルは40ＭＢ以内で作成してください。画像や動

画、音声等を使用される方は、ファイルを圧縮するなどしてください。 

・利用者等が写っている画像を使用する場合は、発表者が責任を持ってご本人、ご家族等の承諾を得

てください。 

 ・次の①～③については、期間内であれば、何度でも変更可能です。 

①発表演題の内容を変更する場合：２月1４日(火)午後6時まで ※定員に達し次第、早期終了。 

②抄録の登録内容を変更する場合：5月1日（月）午後6時まで 

③パワーポイントデータの送信内容を変更する場合：6月5日（月）午後6時まで 

 ※ＩＤ/パスワードを忘れてしまった、新たに登録し直したいといった場合には、登録期日内まで  

      に大会事務局（県社協）まで必ずメール（sisetu＠knsyk.jp）にてご連絡ください。 

◆発表登録内容の変更について 

発表演題の決定から当日までの流れ 

◆大会当日の会場割と時間割、当日の集合時間・場所等は、発表募集期間終了後、発表演題決定者の

みに発表決定通知と併せてご案内します。※発表不可の方にはその旨文書でご案内いたします。 

◆この大会は発表者と参加者が共に作り上げていく大会です。発表者、共同発表者も参加者同様に参 

 加申込（参加費1名：会員施設6,000円、非会員施設8,000円）をお願いいたします。 

当日のパワーポイントデータの差替えは、当日の会場設営の妨げとなるだけでなく、会場で使用

するパソコンへ負荷を加え、動作停止等のトラブルの直接的な要因となりますので禁止しており

ます。 

◆発表に関連する抄録以外の資料については、発表会場の入口の前に、配布資料用のテーブルを用意

しますので、発表者自身で必要数を印刷の上、設置提供いただくことが可能です。設置提供を希望

される場合は、事前に事務局までお知らせください。 

 研究発表の応募方法やホームページの掲載内容に関することなど、お気軽にご連絡ください。 

＜大会事務局＞  

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 福祉サービス推進部  
〒２２１－０８２５ 横浜市神奈川区反町3－17－2 神奈川県社会福祉センター内 
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施設登録の手順  対象：初めて応募する施設 １ 

初めて研究発表に応募する施設は、最初に「施設登録①～⑤」を行います。 

①大会ホームページに 

 アクセス 
（かながわ高齢大会で検索） 

◆ＩＤは施設単位で割り当てられます。 
※ 法人単位、発表者個人単位ではありませんのでご注意ください。 

施設内で複数の研究発表を応募する場合は、同一のＩＤ/パスワードを共有していただきます。 

②トップページから「研究  

 発表に応募する」をクリック 

３ 

③「施設登録」をクリック 

④フォームに必要情報を   

 入力します。 

⑤登録したメールアドレ 

 スに施設ID、パスワー  

 ドが送付されます。 

４ ５ 

◆施設登録だけでは、研究発表の応募は完了していません。 
 

◆施設登録によって発行された施設ＩＤ/パスワードを用いて、  発表演題登録まで行

うことではじめて研究発表の応募完了となりますのでご注意ください。 

２ 発表演題登録 → 発表ＩＤ/パスワードの発行 対象：全応募施設 

１   で発行された施設ＩＤ/パスワードを利用して発表演題登録のページにログインします。 
 

２ 登録フォームに演題名、内容等を入力します。 ※詳細は、大会ホームページでご確認ください。 

第21回かながわ高齢者福祉研究大会 研究発表募集要綱 

２  

１ 

2 

 

 

注意事項 

◆研究発表の内容については、法令順守の観点から、必ず施設長の確認をお願いいたします。 

◆会場割と時間割は、発表テーマごとに分類し、同一法人・施設ができる限り同じ時間帯に重ならな

いよう調整のうえ、大会実行委員会において決定しています。発表者からのご要望には一切お応えで

きません。 

◆大会実行委員会では、広報および記録のため、写真撮影・ビデオ撮影を行います。 

◆パワーポイントデータの作成について 

 ・大会当日に使用するソフトは「パワーポイント201９」となります。他のバージョンで作成した

データは、互換性の影響等により、作成された内容のとおりに動作しない可能性があります。 

・大会当日の機材トラブルを避けるため、ファイルは40ＭＢ以内で作成してください。画像や動

画、音声等を使用される方は、ファイルを圧縮するなどしてください。 

・利用者等が写っている画像を使用する場合は、発表者が責任を持ってご本人、ご家族等の承諾を得

てください。 

 ・次の①～③については、期間内であれば、何度でも変更可能です。 

①発表演題の内容を変更する場合：２月1４日(火)午後6時まで ※定員に達し次第、早期終了。 

②抄録の登録内容を変更する場合：5月1日（月）午後6時まで 

③パワーポイントデータの送信内容を変更する場合：6月5日（月）午後6時まで 

 ※ＩＤ/パスワードを忘れてしまった、新たに登録し直したいといった場合には、登録期日内まで  

      に大会事務局（県社協）まで必ずメール（sisetu＠knsyk.jp）にてご連絡ください。 

◆発表登録内容の変更について 

発表演題の決定から当日までの流れ 

◆大会当日の会場割と時間割、当日の集合時間・場所等は、発表募集期間終了後、発表演題決定者の

みに発表決定通知と併せてご案内します。※発表不可の方にはその旨文書でご案内いたします。 

◆この大会は発表者と参加者が共に作り上げていく大会です。発表者、共同発表者も参加者同様に参 

 加申込（参加費1名：会員施設6,000円、非会員施設8,000円）をお願いいたします。 

当日のパワーポイントデータの差替えは、当日の会場設営の妨げとなるだけでなく、会場で使用

するパソコンへ負荷を加え、動作停止等のトラブルの直接的な要因となりますので禁止しており

ます。 

◆発表に関連する抄録以外の資料については、発表会場の入口の前に、配布資料用のテーブルを用意

しますので、発表者自身で必要数を印刷の上、設置提供いただくことが可能です。設置提供を希望

される場合は、事前に事務局までお知らせください。 

 研究発表の応募方法やホームページの掲載内容に関することなど、お気軽にご連絡ください。 

＜大会事務局＞  

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 福祉サービス推進部  
〒２２１－０８２５ 横浜市神奈川区反町3－17－2 神奈川県社会福祉センター内 
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