
 

 

令和四年度 

富山県老人福祉施設協議会 

 

 

介護職部会Ⅰ 
 

 

 

 

 

 

日  時   令和 4 年 6月１5 日(水) 

13：4０～15：45（オンライン研修） 

  担当施設  特別養護老人ホーム香野苑 

 

 



令和 4年度 介護職部会Ⅰ 日程 

 

 

１ 日  時    令和 4年 6月１5日（水）  

１３時４０分 から １5時 4５分 まで 

 

 

２ 研修形態   ZOOMによるオンライン研修 

     （配信元会場：特別養護老人ホーム香野苑） 

 

 

３ 日  程   令和 4年 6月１5日（水） 

          13：00～13：40  受付、ミーティング入室開始 

 

          13：40～13：45  開会挨拶 

 

          13：45～14：00  事務連絡 

 

          14：00～15：30  講義 

 

          15：30～15：45  閉会挨拶、事務連絡 

 

４ 講  演 

        演 題 「認知症に応じたコミュニケーション方法と 

    発症から終末期までの変化を学ぼう」 

講 師  医療法人光ヶ丘病院 認知症看護認定看護師 

高岡市・上市町認知症初期集中支援チーム員  

林 浩靖 氏 

    

※講演受講時に、自分の顔が確認できる大きさの手鏡をご準備ください。 

 

 

 



【 講 演 】 

演題 「認知症に応じたコミュニケーション方法と 

発症から終末期までの変化を学ぼう」 

 

講師  医療法人光ヶ丘病院 認知症看護認定看護師 

     高岡市・上市町認知症初期集中支援チーム員  

               林 浩靖 氏 

 

＊講師 林 浩靖先生 略歴 

平成５年 富山大学工学部化学工学科 卒業 

   同年 千葉県にある石油化学株式会社にて研究者として入社 

  １６年 石川県立総合看護専門学校 卒業 

   同年 済生会高岡病院 入社 

  １９年 医療法人光ヶ丘病院 入社 

  ２２年 日本看護研修学校 認定看護師養成 認知症看護学科 卒業 

  ２６年 富山大学大学院 医学薬学教育部 看護学科老年看護学 修了 

 

 

近年は、オレンジ倶楽部(認知症カフェ)・認知症ケアパス作成・高岡市認

知症初期集中支援チーム・滑川市認知症初期集中支援チーム・上市町認知

症初期集中支援チームの活動など、認知症者の在宅生活支援に注力 
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令和４年度 富山県老人福祉協議会 介護部会Ⅰ参加者名簿 

NO 地区 施設名 氏名 

1 富山 ケアハウス三寿荘 松浦  祐子 

2 富山 しらいわ苑 松尾 守 

3 富山 ながれすぎ光風苑 深川 ゆき 

4 富山 にながわ光風苑 時長 沙季 

5 富山 幸恵会 晴風荘 佐藤 美和子 

6 
富山 社会福祉法人 和合福祉会 

朽木 厚 

7 平井 健一 

8 富山 特別養護老人ホームあすなろの郷 里崎  謙吾 

9 富山 特別養護老人ホームカモメ荘 岩竹  健太郎 

10 

富山 特別養護老人ホームささづ苑 

北村  将貴 

11 横道  優希  

12 坂元  香苗 

13 富山 特別養護老人ホームソレイユ 中田  智美 

14 富山 特別養護老人ホームふるさと敬寿苑 坂口 菜美 

15 富山 特別養護老人ホーム常楽園 平野  恵介 

16 富山 特別養護老人ホーム清寿荘 京田 志織 

17 富山 特別養護老人ホーム太陽苑 牧野 辰也 

18 富山 特別養護老人ホーム椿寿荘 北吉 代利子 

19 富山 特別養護老人ホーム梨雲苑 前田  美香 

20 富山 特別養護老人ホーム竜ヶ浜荘 松本 悟 

21 富山 養護老人ホーム 富山市立慈光園 八木 真帆 

22 富山 梨雲苑 ゆうゆう 目黒 美幸 

23 富山 特別養護老人ホームのりみね苑 土多 葉月 

24 富山 特別養護老人ホーム三寿苑 村井 正美 

25 富山 白光苑 上田 夏実 

26 富山 アルペンハイツ 石黒 真弓 

27 新川 おらはうす宇奈月 杉本 あゆ美 

28 新川 地域密着型特別養護老人ホーム越路さくら 北條 和紀 

29 新川 特別養護老人ホームあんどの里 中島 久之 

30 新川 特別養護老人ホームおあしす新川 吉田  徹 

31 新川 特別養護老人ホーム越之湖 池原 拓弥 

32 新川 特別養護老人ホーム越野荘 道音 亜佳梨 

33 新川 特別養護老人ホーム舟見寿楽苑 村井 真奈美 

34 新川 特別養護老人ホーム新川ヴィーラ 橋本  淑子 



NO 地区 施設名 氏名 

35 新川 特別養護老人ホーム新川ヴィーラ 高田  沙稀 

36 新川 特別養護老人ホーム有磯苑 笠原 美樹 

37 高岡 エスポワールこすぎ 山田 弥咲 

38 高岡 ケアホーム如意の里 濵向 美穂 

39 高岡 藤園苑 本田 麻紀 

40 高岡 特別養護老人ホーム だいご苑 坂本 有里 

41 高岡 特別養護老人ホーム ふしき苑 竹内 明日香 

42 高岡 特別養護老人ホーム 香野苑 西田 由里 

43 高岡 特別養護老人ホーム 射水万葉苑 新屋 幸三 

44 高岡 特別養護老人ホームあさひ苑 金森  由美 

45 高岡 特別養護老人ホームこぶし園 水上 沙亜耶 

46 高岡 特別養護老人ホームつまま園 森 沙也加 

47 高岡 特別養護老人ホームはまなす苑氷見 川端 悠太 

48 高岡 特別養護老人ホームほのぼの苑 筏井 美幸 

49 高岡 特別養護老人ホーム太閤の杜 松山 清美 

50 
高岡 特別養護老人ホーム大江苑 

松野 晃子 

51 木谷 美穂 

52 高岡 特別養護老人ホーム鳳鳴苑 中井 和博 

53 高岡 特別養護老人ホーム和の郷 舘  仁美 

54 高岡 特養 七美ことぶき苑 高木 克実 

55 高岡 氷見苑ショートステイ事業所 湊 千鶴 

56 高岡 福祉コミュニティ高岡あいの風 鳥内 香理 

57 高岡 特別養護老人ホーム志貴野長生寮 石井 智子 

58 高岡 アルテン赤丸 松井 茜 

59 高岡 ケアハウス万葉の杜 織田 真弓 

60 砺波 特別養護老人ホーム きらら  新谷  幸司 

61 砺波 特別養護老人ホームいなみ 齋藤  夢加 

62 砺波 特別養護老人ホームほっとはうす千羽 吉田 照美 

63 砺波 特別養護老人ホームやすらぎ荘 武部 優 

64 砺波 特別養護老人ホームやなぜ苑 長久  寛 

65 砺波 特別養護老人ホーム清楽園 前田  美香 

66 砺波 砺波ふれあいの杜 八田 佳央理 

 


