快護生活フェス!

A-1

福祉用具の日2017/
福祉機器展 & セミナー
テーマ 高齢者や障がい者の生活に役立つ福祉用具をもっと身近に!
9:00

10:00

11:00

12:00

大ホール
展示ロビー

13:00

コーディネーター
うち

株式会社くますま
一般社団法人 熊本県作業療法士会 会長

7

10：00〜12：00

（土）

14:00

15:00

定員

200

２階 中ホール

10/

名様

16:00

17:00

12:40〜14:10
ファミリーのための特別ショータイム
第一部 スペシャルコンサート（生演奏）
「ポップスを奏でるフルート＆
ヴァイオリン・アンサンブル」
第二部 ヒーローショー
「薩摩剣士隼人＆つんつん、
ヤッセンボーと遊ぼう！」

A-3

２階

15:00〜17:00
褥瘡対策セミナー
「褥瘡・拘縮予防から
生活を支える技術としてのポジショニング
〜効果的な導入/実践のためのポイント〜」
講師/伊藤亮子 先生

9:00〜17:00
「福祉用具と介護の相談コーナー」
鹿児島県介護実習・普及センター

介護実習・
普及センター
展示場
B-1

B-2

B-3

C-1

C-2

C-3

D-1

D-2

10:00〜11:30
ターミナルケア対策講座
「終末期訪問看護での
意思決定支援・エンドオブ
ライフケアを考える」
講師/柳田千草 先生

大研修室
第１

３階

D-3

12:30〜14:20
クレーム対応講座
「お客様対応の基本と役割
〜安心・満足のサービスを
目指して〜」
講師/久保田一博 先生

E-1

E-2

E-3

F-1

F-2

F-3

４階

大研修室
第3

10:00〜11:30
鹿児島県作業療法士協会特別講座
「生活行為の再獲得とは？
〜マネジメント、多職種協働、
地域資源について考える〜」
講師/安藤健司 先生

C-1 《感染症対策講座》

12:30〜14:00
医療・介護連携講座
「ワールドカフェ〜
医療介護連携未来会議〜
つなぎ人になろう！」
講師/黒岩伯周 先生

C-2 《介護・ロボット講座》

15:00〜16:30
権利擁護講座
「成年後見制度と
その活用法を学ぶ」
講師/藤岡芳昭 先生

15:00〜16:45
ケアマネジメントセミナー
「生活機能（心身機能・活動・参加）に
視点をおいた、その人らしい生活を
支援するケアマネジメント」
講師/森山由香 先生

12:30〜14:00
制度改正対策講座
「30年制度改正に備える！
〜今、福祉用具事業者が
準備しておくべき事〜」
講師/岩元文雄 先生

10:00〜11:30
摂食・嚥下障害対策講座
「摂食・嚥下障害の
メカニズムと支援方法」
講師/田場 要 先生

大研修室
第4

15:00〜16:30
住環境改善対策講座
「住宅改修はハードのみならず。
インテリアの力で介護予防も！
〜住まいのインテリアリハビリテーション〜」
講師/池田由里子 先生

12:30〜14:00
介護・ロボット講座
「福祉用具・介護ロボット
に係る施策」
講師/五島清国 先生

10:00〜11:30
認知症サポーター養成講座
「認知症の基本を学ぼう！」
講師/曽木やす子 先生

中研修室
第2

15:00〜16:45
コーチング特別セミナー
「木の上に立って見ましょう！
〜（サッカーJリーグ）
FC東京の人材育成に学ぶ〜」
講師/阿久根謙司 先生

12:30〜14:00
認知症ケア対策講座
「プロの認知症ケアとは
何か？」
講師/黒野明日嗣 先生

10:00〜11:30
感染症対策講座
「感染症対策と環境整備
〜模擬吐物を用いた
処理実習を含めて〜」
講師/櫻井かおり 先生

中研修室
第１

15:00〜16:30
セラピストに学ぶ！
「その人らしい生活を
支える退院支援の
ための環境調整法」
講師/内田正剛 先生

D-1 《認知症サポーター養成講座》
認知症サポーター養成講座

感染症対策と環境整備

福祉用具・介護ロボットに
係る施策

認知症の基本を学ぼう！

今 年もまもなく感 染 症の季節がやってきます。貴方の施
設 の 予 防と 対 策 は万全で す か？間 違ったマニュアル に
なっていませんか？今回のセミナーで感染症対策の専門
家から最新の情報を頂き、正しい予防法と対処法を学ん
でこれからの流行期に備えましょう！

今最も注目されているのが、わが国の介護ロボットの開
発・実用化支援とロボット新戦略です。国内だけでなく国
外の介護事業者も高い関心を持つ介護ロボット。国から
の受託事業＜介護ロボット実用化支援事業＞を進めてき
たテクノエイド協会が、開発状況と福祉用具・介護ロボッ
トの今後の可能性について詳しく解説します。

認知症の人の暮らしを地域で支えていくためには、近隣
住民や地域で働く人たちの理解と支援が必要です。この
講座で認知症を正しく理解して、ご本人やその家族を温
かく見守る応援者「認知症サポーター」になりましょう。
受講者全員にサポーターの証＜オレンジリング＞が授与
されます！

〜模擬吐物を用いた処理実習を含めて〜

講
さくら

師

講

い

ご

師
しま

講
きよ

くに

そ

D-2 《クレーム対応講座》
クレーム対応講座》

お客様対応の基本と役割

〜安心・満足のサービスを目指して〜
米焼酎「白岳」で有名な酒造会社・高橋酒造。全国の焼酎
売上高で毎年常にトップクラスの同社は、顧客満足 度の
追 及にも日々努力されています。この講座では、同社が
1900年創業の老舗ののれんを守るために、どのような
お客様対応を行ってきたのか？その基本とクレーム対処
法を学びます。

師

講

ぎ

く

師
ぼ

た

かず ひろ

櫻井 かおり 先生

五島 清国 先生

曽木 やす子 先生

久保田 一博 先生

サラヤ株式会社
学術部 学術病專課

公益財団法人テクノエイド協会
企画部長

公益社団法人
認知症の人と家族の会
鹿児島県支部

高橋酒造株式会社
お客様創造本部長

（土）

３階 中研修室 第１

12：30〜14：00

定員

50
名様

7

10/

（土）

３階 中研修室 第２

10：00〜11：30

定員

60
名様

7

10/

（土）

３階 中研修室 第２

12：30〜14：20

要予約

名様

7

10/

要予約

10：00〜11：30

定員

50

要予約

３階 中研修室 第１

要予約

（土）

ごう

内田 正剛 先生

A-2

10:00〜12:00
福祉用具/住宅改修導入・公開事例検討会
「みんなで一緒に考えよう！
その人らしい生活を実現する
生活環境整備のプランニング」
コーディネーター/内田正剛 先生

中ホール

7

せい

9:30〜17:30 最新福祉機器の展示・体験会
A-1

10/

だ

要予約

実際のご利用者情 報・ケアプラ
ンをもとに、3 名の 福 祉 用具 専
門相談員が「福祉用具サービス
計 画 書 」を 作 成 し 発 表 す る 企
画。住宅改修と福祉 用具を活用
したプランで、どこまで 効 果 的
にその人らしい生活を支援でき
るのか？経験豊かな内田先生の
コーディネート の もと、会 場 の
皆さんと一緒に最良のプランを
考えてみたいと思います。

in かごしま １日目
【10月7日 】

福祉用具/住宅改修導入・公開事例検討会

みんなで一緒に考えよう！
その人らしい生活を実現する生活環境整備のプランニング

定員

60
名様

ファミリーのための特別ショータイム
第一部 スペシャルコンサート！（生演奏）癒しのひとときをあなたに〜ポップスを奏でるフルート＆ヴァイオリン・アンサンブル〜
第二部 鹿児島から誕生した新時代のヒーローショー！ 薩摩剣士隼人＆つんつん、ヤッセンボーと遊ぼう！

褥瘡・拘縮予防から生活を支える技術としてのポジショニング
〜効果的な導入/実践のためのポイント〜

古代ローマでは音楽を「心の
薬 」として治療に使われてい
たそうです。現代でも、音楽が
人間の脳波を安定させる効果
があることは科学的に実証さ
れ、音楽 療 法士という資格も
存 在 し ま す。こ の 演 奏 会 で
は 、県 内 の 著名 な 楽 団 で 活 躍 するフ
ルートとヴァイオリンの奏 者が、皆さ
まお 馴 染 み のポップ ス曲を 演 奏しま
す。家族みんなで楽しんで下さい！

私たちは、褥瘡予防・拘縮予防のために体位変換
やポジショニングを提供していますが、見よう見
まねで自信がない！又は、合目的なケアの提供に
なっているか？と不安になることはありません
か？このセミナーでは、理学療法士として、海外
（ドイツ）の施設での支援経験を持つ経験豊富
な講師に、「人の動き」など様々な視点で捉える
「目からウロコ」のポジショニング技術と、自ら
考え、実践するポジショニングとは何かを学びま
す。施設の褥瘡対策スタッフはもちろん、全ての
医療・介護職のための必見セミナーです！

A-2

A-3

2011年よりテレビ放送を開始、鹿児島県
のみならず全国にファンを増やしてきたご
当地ヒーロー番組『薩摩剣士隼人』から、
主 人 公・隼人と薩 摩 犬 つんつん 、そして
ヤッセンボーが登場！楽しいクイズ大会や
写真撮影会もあります。良い子のみんな、
そしてご家族の皆さんも一緒に遊ぼう！

12：40〜14：10

名様

ケアマネジメントセミナー

E-3

B-1

講

師

い

参加費 1,000円

とう

りょう

伊藤 亮子 先生
7

10/

（土）

フェルデンクライス・プラクティショナー
理学療法士
【主な活動地域】関東

15：00〜17：00

2年前の講演が大好評だった講師のアンコールセミ
ナーが実現！2015年改定では、活動と参加に焦点
を当てた「生活行為リハビリテーション」が導入され
ました。ケアプラン作成においては、生活機能（心身
機能・活動・参加）に働きかける目標設定が求められ
るわけですが、皆さんは効果的なリハビリプラン・ケ
アプランを作れていますか？この講座では、セラピ
ストでもある講師が、効果的なリハビリプラン、ケア
プランとは何か？ご自身の施設や通所での経験・実
例を挙げながら詳しく解説します。特にケアマネ
ジャー、セラピストの皆さんは聞き逃せない！

ターミナルケアとは、療養者が自分らしく居
られる場所で大切にしている事を、同じよう
に思いながら、心に寄り添って支援する事と
も言えます。療養者の人生に触れ、家族もケ
アし、「その人らしく生きる」ことを支えなが
ら、心の揺らぎや戸惑いにも寄り添い、意思
決定支援をします。この講座では、訪問看護
師として経験豊かな講師に、「療養者に寄り
添う意思決定支援」とは何かを学びます。看
護師・ケアマネジャーはもちろん、在宅介護
に関わる全ての皆さんは必聴です！

やま

ゆ

か

森山 由香 先生
介護老人保健施設 ひうな荘（広島市）リハビリ部長／理学療法士
一般社団法人 広島県介護支援専門員協会

15：00〜16：45

（土）

定員

100

４階 大研修室 第３

10/

名様

認知症ケア対策講座

B-3

講

師

くろ

の

あ

す

つぐ

公益財団法人 慈愛会
介護老人保健施設 愛と結の街 施設長

定員

100

３階 大研修室 第１

12：30〜14：00

（土）

ち

ぐさ

柳田 千草 先生
合同会社 Big Smile 代表
びっぐすまいる訪問看護ステーション 管理者／保健師

7

10/

（土）

定員

100

３階 大研修室 第１

10：00〜11：30

名様

名様

C-3 《住環境改善対策講座》

E-2 《制度改正対策講座》

講

師

あ

く

参加費 500円

ね

けん

じ

阿久根 謙司 先生
元（サッカー Jリーグ）FC東京 社長
東京ガス株式会社 埼玉支社長

7

10/

（土）

要予約

要予約

7

参加費 500円

コーチング特別セミナー

早稲田大学では野球部主将を務め日本代表選手に
も選出され、また東京ガス野球部では監督として
活躍された阿久根氏は、2011年にサッカーJリー
グにおいてJ2に降格したばかりのFC東京社長に
就任。その後「自立」を行動指針に掲げてコーチン
グを実施されました。企業での就業経験に加え、
スポーツ選手、コーチ、監督、社長など、多彩な経
歴の中で「コーチング」を実践し、多くの成果を収
めてきた講師に、組織におけるマネジメント法と強
い組織づくりについて語って頂きます。管理者を含
む全ての皆さんにお薦めのセミナーです！

参加費 500円

黒野 明日嗣 先生
10/

師

木の上に立って見ましょう！
（サッカー Jリーグ）FC東京の人材育成に学ぶ〜

プロの認知症ケアとは何か？
2025年には700万人を超えると推定
される我が国の認知症患者。介護の現場
においては、認知症の人を支えるプロの
育成が急務になっています。この講座で
は、長年、認知症の専門医として、介護
現場の管理者として活躍されてきた講師
が、認知症高齢者を支える専門職に必要
なスキルはもちろん、ケアのプロを目指
す人に必要な必須条件を、自らの経験を
基にアドバイスします。介護に携わる全
ての人に推薦する必聴の講座です！

講

やなぎ た

要予約

7

要予約

B-2

もり

参加費 500円

名様

ターミナルケア対策講座

終末期訪問看護での意思決定支援・
エンドオブライフケアを考える

師

定員

200

２階 中ホール

生活機能（心身機能・活動・参加）に視点をおいた、
その人らしい生活を支援するケアマネジメント
講

こ

要予約

２階 中ホール

（土）

定員

100

予約不要

7

10/

褥瘡対策セミナー

定員

100

３階 大研修室 第１

15：00〜16：45

名様

F-3 《セラピストに学ぶ！》

30年制度改正に備える！

〜今、福祉用具事業者が準備しておくべき事〜

住宅改修はハードのみならず。インテリアの力で介護予防も！
〜住まいのインテリアリハビリテーション〜

その人らしい生活を支える
退院支援のための環境調整法

30年制度改正で福祉用具専門相談員の業務が大きく変わります。全国福祉用具専門相談員協会は厚労省の指導の
下、改定内容に対応する、福祉用具サービス計画書のリニューアルに取り組んできました。この講座では、福祉用具
貸与・住宅改修の改定ポイントと、9月末にリリースされる「福祉用具サービス計画書の新様式」を紹介し、具体的な
記入例などを示しながら詳しく解説します。この講座でしっかり学んで来たる来年4月の制度改正に備えましょう！

皆さんの在宅・施設支援において、住環境づくりとそのアドバイスは満足できるものですか？この講座では、今、各方面から注目を集めてい
る人気講師が、転倒予防、認知症予防、寝たきり予防など、改修工事を伴わない介護予防対策として、また、要介護状態の方には住環境整
備の新たな視点として、インテリアというソフトな側面からのアプローチをご紹介します。ご利用者様や患者様に快適にお過ごしいただくた
め、そしてご自身の専門性をさらに発揮させるために、住まいにおける「インテリアリハビリテーション」という考え方を学びませんか？

退院支援において大切な要素のひとつが住環境整備。住み慣れた自宅で、出来る限りそ
の人らしい生活を継続するには、住宅改修と福祉用具の活用が不可欠です。日々在宅支
援を実践している作業療法士、また福祉用具プランナーとしても高名な講師が、自分が手
掛けた実際の環境調整の実例を紹介しながら、その基本とアイデアをアドバイスします。

講
いわ

ふみ

講

お

いけ

師
だ

講

参加費 500円
ゆ

り

こ

うち

師
だ

参加費 500円
せい

ごう

岩元 文雄 先生

池田 由里子 先生

内田 正剛 先生

一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 理事長
株式会社 カクイックスウィング 代表取締役社長

株式会社リハブインテリアズ 代表取締役
理学療法士・インテリアコーディネーター

株式会社くますま
一般社団法人 熊本県作業療法士会 会長

12：30〜14：00

D-3 《権利擁護講座》
権利擁護講座》

定員

100
名様

7

3階 中研修室 第１

10/

15：00〜16：30

（土）

E-1 《摂食
摂食・嚥下障害対策講座》
嚥下障害対策講座

定員

7

50

10/

（土）

名様

F-1 《鹿児島県作業療法士協会特別講座》
鹿児島県作業療法士協会特別講座》

要予約

４階 大研修室 第３

要予約

（土）

もと

要予約

7

10/

参加費 会 員
500円
非会員 1,000円

師

定員

100

４階 大研修室 第４

15：00〜16：30

名様

F-2 《医療
医療・介護連携講座》

成年後見制度と
その活用法を学ぶ

摂食・嚥下障害の
メカニズムと支援方法

生活行為の再獲得とは？

〜マネジメント、多職種協働、地域資源について考える〜

ワールドカフェ〜医療介護連携未来会議〜
つなぎ人になろう！

成年後見制度は、判断能力が衰えてから具体的に利用する
ことができる制度ですが、現在、判断能力に問題がなくて
も、ちょっと不安という高齢者もいらっしゃると思います。
成年後見制度を中心として、いろいろな仕組みを活用する
ことによって、皆 様 の 状 況に応じた 支 援 が 可能になりま
す。権利擁護のための制度とその活用法を学びましょう。

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の中には、噛んだり、飲み
込んだりすることが困難な摂食・嚥下障害のある方が少なくあ
りません。摂食・嚥下障害への対応は、栄養支援だけではなく、
誤嚥性肺炎や窒息事故防止のためにも重要な課題です。この講
座では経験豊富な言語聴覚士の講師が、その基礎知識から現場
ですぐ活かせる訓練法まで分かり易くアドバイスします。

「人は作業を行うことで元気（健康）になれる」という、日本作業療法士協会が提唱す
るスローガンがあります。皆様がご存知の通り、2025年の地域包括ケアシステム構築
に向け、対象者の活動と参加に焦点を当てた支援の重要性が指摘されています。国の後
押しのもと“生活行為向上マネジメント”の普及、啓蒙活動を行っている日本作業療法士
協会ですが、この講座では、鹿児島県作業療法士協会の講師が、臨床で活用した事例を
紹介しながら、多職種連携の重要性と作業療法士が考える課題についてお伝えします。

医療と介護の連携キーワードは、医療・介護業界の様々なところで目にし
たり耳にするようになりましたが、医療・介護連携のあるべき姿と、現状
の乖離（かいり）に思い悩む医療介護従事者は多いと聞きます。この講座
では、受講者自身も負担感なく参加できるワークショップ形式で、連携の
現状と課題を受講者全員で発散・共有することと、参加者同士の顔の見え
る関係づくりを目指します。ぜひネットワークづくりにも活用して下さい！

講

講

ふじ

あき

た

師
ば

講

参加費 500円
かなめ

あん

師
どう

講
けん

じ

くろ

師
いわ

とも

なり

藤岡 芳昭 先生

田場 要 先生

安藤 健司 先生

黒岩 伯周 先生

済生会鹿児島地域福祉センター
公益社団法人 鹿児島県社会福祉士会
権利擁護センターぱあとなあ鹿児島
運営委員長

国立病院機構
鹿児島医療センター 言語聴覚士
一般社団法人
鹿児島県言語聴覚士会 副会長

医療法人 博悠会
博悠会温泉病院 作業療法士
一般社団法人
鹿児島県作業療法士協会 会員

医療法人 玉水会 玉水会病院
地域連携室 連携コーディネーター
鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会 会員

名様

7

10/

（土）

4階 大研修室 第3

10：00〜11：30

定員

100
名様

7

10/

（土）

４階 大研修室 第４

10：00〜11：30

定員

100
名様

7

10/

（土）

４階 大研修室 第４

12：30〜14：00

要予約

15：00〜16：30

定員

60

要予約

３階 中研修室 第２

要予約

（土）

よし

要予約

7

10/

師
おか

定員

100
名様

快護生活フェス!

G-2

福祉用具の日2017/
福祉機器展 & セミナー

ALS（筋萎縮性側索硬化症）、パーキン
ソン病をはじめ、難病患者の在宅療養支
援 は 非 常 に デ リ ケートで、ケ ア マ ネ ー
ジャーをはじめ、多くの医 療・介 護 職の
皆さんが悩みながら支援していると聞き
ます。「告知」の是非と時期、家族とのコ
ミュニケーション、人工呼吸器の判断、主
治医との 連 携、終末 期ケア…。このセミ
ナーでは、長年、神経 難 病医 療に携わっ
てこられた全国でも高名な医師が、医療
現 場にお ける自らの 経 験 談を 交 えな が
ら、在宅 療養支援についてアドバイスし
ます。医療・介護職、ケアマネジャーなど
特に専門職の皆さんは必聴です！

テーマ 高齢者や障がい者の生活に役立つ福祉用具をもっと身近に!
9:00

10:00

11:00

12:00

大ホール
展示ロビー

13:00

9:30〜17:30

２階

G-1

師

ふく な が

ひで とし

福永 秀敏 先生
公益社団法人 鹿児島共済会
南風病院 院長
厚生労働省 難病対策委員会 副委員長
鹿児島県重症難病ネットワーク協議会 会長

８

10/

（日）

12：30 〜 14：00
16:00

定員

200

2階 中ホール

15:00

名様

18:00

17:00

最新福祉機器の展示・体験会

Ｇ-2

10:00〜11:30
特別講演会
「介護保険制度改正と今後の
介護サービスに求められること
〜福祉用具・住宅改修の
改正ポイントを中心に〜」
講師/小林 毅 先生

中ホール

14:00

講

要予約

in かごしま 2日目
【10月8日 】

特別講演会

難病医療との長い道〜私の難病物語〜

G-3

12:30〜14:00
特別講演会
「難病医療との長い道
〜私の難病物語〜」
講師/福永秀敏 先生

14:45〜16:45
特別講演会
「介護保険制度と在宅介護のゆくえ
〜2018年医療・介護同時報酬
改定はこうなる！〜」
講師/服部万里子 先生

9:00〜17:00
「福祉用具と介護の相談コーナー」
鹿児島県介護実習・普及センター

介護実習・
普及センター
展示場
H-1

大研修室
第１

３階

I-1

中研修室
第１

J-3

12:30〜14:00
似顔絵アートの新しい世界！
「似顔絵世界一（白黒部門）
が
挑戦するホスピタルアートとは？」
講師/村岡ケンイチ 先生

K-3

４階

13:00〜14:30
ターミナルケア対策講座
「在宅での看取りについて考える
〜地域で生きる、
地域で支える〜」
講師/森 恵 先生

L-1

L-2

10:00〜11:30
排泄ケア対策講座
「薬に頼らない排便コントロール
〜介護時間・おむつ量など
コスト削減〜」
講師/今丸満美 先生

L-3

12:30〜14:00
成功するデイサービスに学ぶ！
「『デイサービス楽（らく）』における
自立支援への取り組みと実際」
講師/長田英一郎 先生

５階

M-1

15:15〜16:45
摂食嚥下障害対策講座
「摂食嚥下障害＆
リハビリテーション
栄養の基本と実践」
講師/松尾晴代 先生

15:00〜16:30
シーティングセミナー
「高齢者の座位姿勢評価と
車椅子シーティングを学ぶ」
講師/下川より子 先生

M-2

13:30〜15:30
介護技術実技講座（第二部）
「明日から実践できる！腰痛予防策と
人に優しいケア〜24時間で生活を考える
移乗・排泄・車いす姿勢〜」
講師/ナチュラルハートフルケアネットワーク鹿児島

10:00〜12:00
介護技術実技講座（第一部）
「明日から実践できる！腰痛予防策と
人に優しいケア〜24時間で生活を考える
ベッド上での介助・ポジショニング〜」
講師/ナチュラルハートフルケアネットワーク鹿児島

I-1 《美メイク講座》
美メイク講座

15:00〜16:30
排泄ケア特別講座
「オムツフィッターが選ぶ
紙おむつと正しい装着法」
講師/大嘉田さとみ 先生

K-2

10:00〜12:00
介護支援専門員協会鹿児島
制度改正特別シンポジウム
「2018介護報酬改定直前ケアプランチェック」
講師/宇治野由美子 先生、
阿久根 平 先生、
上釜 孝 先生、上峯雄二 先生、豊留里美 先生

絵画
制作室

15:15〜16:45
栄養改善対策講座
「高齢者の栄養管理と多職種連携」
講師/油田幸子 先生

J-2

K-1

大研修室
第4

I-3

13:00〜14:30
要介護者・障がい者の
ための旅行講座
「要介護高齢者の旅を
もっと安全・快適にする
ユニバーサルツーリズムの最前線」
講師/伴流高志 先生

10:00〜11:30
口腔ケア対策講座
「施設・在宅における
高齢者のための口腔ケア実践法」
講師/佐潟福美 先生

大研修室
第3

15:00〜16:30
対人力向上セミナー
「寄り添う人のための
『ほめる達人』講座
〜心を開く『ほめ達』
の魔法〜」
講師/福元直子 先生

I-2

10:00〜12:00
美メイク講座
「すぐに美顔に変えられる！
〜かんたんテクニックで
あなたも今日から美顔化粧〜」
講師/原口裕未 先生

J-1

中研修室
第2

H-3

12:30〜14:00
離職対策セミナー
「より良い職場をつくるのは
私たち一人ひとり！〜自分も他者も
大切にできるコミュニケーションに
ついて考えてみませんか？」
講師/髙﨑 恵 先生

H-2

10:00〜11:30
認知症ケア対策講座
「前向きな意欲を信じて
引き出そう〜認知症ケアとICF〜」
講師/古城順子 先生

I-2 《要介護者・障がい者のための旅行講座》
要介護者・障がい者のための旅行講座

I-3 《栄養改善対策講座》
栄養改善対策講座

J-1 《口腔ケア対策講座》
口腔ケア対策講座

すぐに美顔に変えられる！〜かんたん
テクニックであなたも今日から美顔化粧〜

要介護高齢者の旅をもっと安全・快適に
するユニバーサルツーリズムの最前線

高齢者の栄養管理と
多職種連携

施設・在宅における
高齢者のための口腔ケア実践法

「化粧を介して心の支援までおこなう」のがセラピーメイク。今
全国で注目されている話題の講師が、皆さんの疲れや老いを解
消するメイク法を実演を交えて指導します。国内トップの化粧
品メーカーでNO.1メイクアップアーティストとして社員やお客
様への指導・施術に携わってきた講師の貴重なアドバイス、目
からウロコのセミナーで今日からあなたも美顔メイクに！

「バリアフリー旅行を通して、ひとりでも多くの人に旅先での
＜感動＞や＜喜び＞を体感して欲しい！」過去に車いすを利
用しているお客様と50以上の国々を巡った経験と知識を持
つ大手旅行会社のプロに、バリアフリー旅行の選び方と手続
きの方法を教えて頂きます。TV番組『ガイアの夜明け』にも
取り上げられた講師のお話は、全ての皆さんにお薦めです！

高齢者にとって「食」は単に楽しみであるだけでなく、生命維持になくて
はならない重要事項。しかし病院・施設内で栄養管理を完結させても、
退院・退所で生活の場所が変わると栄養状態が低下し、再入院・入所を
繰り返す高齢者が多いのも事実です。この講座では栄養管理の基本と
多職種連携の在り方、そして要介護高齢者が退院・退所後も栄養状態を
安定させていくためにはどのような支援が効果的なのかを学びます。

要介護高齢者にとって「誤嚥性肺炎」「口腔の乾燥」「口
腔機能の低下」を予防する口腔ケアは安全を確保するた
めにとても重要です。口腔ケアのエキスパートに、現場で
すぐに活かせる技術・知識について学びましょう。

講
はら

師
ぐち

み

師

ばん りゅう

講
たか

し

あぶら

師
だ

講
さち

こ

さ

師
がた

ふく

み

原口 裕未 先生

伴流 高志 先生

油田 幸子 先生

佐潟 福美 先生

氣粧院 主宰
化粧療法士

ユニバーサルツーリズム
プラットホーム＆勉強会 事務局長
クラブツーリズム株式会社
ユニバーサルデザイン旅行センター

鹿児島県厚生連 栄養管理科
指導主幹
公益社団法人
鹿児島県栄養士会 理事

公益社団法人
鹿児島県歯科衛生士会 会員

13：00〜14：30

名様

15：15〜16：45

名様

８

10/

（日）

3階 中研修室 第2

10：00〜11：30

要予約

名様

定員

８ 3階 中研修室 第１ 50
（日）

10/

要予約

要予約

10：00〜12：00

定員

８ 3階 中研修室 第１ 50
（日）

10/

要予約

定員

８ 3階 中研修室 第１ 50
（日）

10/

講

参加費 500円
ひろ

定員

60
名様

認知症ケア対策講座

H-2

前向きな意欲を信じて引き出そう
〜認知症ケアとICF 〜

K-1

講

師

こ

参加費 500円

じょう

じゅん こ

古城 順子 先生
オフィス藤田有限会社 取締役
NPO法人鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会 理事長
認知症介護指導者/看護師

８

10：00 〜 11：30

（日）

定員

100

３階 大研修室 第１

10/

名様

介護支援専門員協会鹿児島 制度改正特別シンポジウム

2018介護報酬改定直前ケアプランチェック
コーディネーター

う

じ

の

ゆ

み

こ

宇治野 由美子 先生

シンポジスト
あ

く

ね

た いら

うえ が ま た かし

阿久根 平 先生 上釜 孝 先生
うえ み ね

とよ どめ

さと み

NPO法人 介護支援専門員協会 鹿児島

（日）

4階 大研修室 第3

10：00 〜 12：00

定員

100
名様

排泄ケア対策講座

K-2

講

師

たか さき

めぐみ

髙﨑 恵 先生
オフィスピュア 代表
ワークショップデザイナー・多様性トレーナー
男女共同参画政策アドバイザー

８

10/

（日）

３階 大研修室 第１

12：30 〜 14：00

在宅での看取りについて考える
〜地域で生きる、
地域で支える〜
在宅におけるターミナルケアは
重 要な 社 会 的ニーズ です。一人
ひとりの人 生に敬 意を払い、人
生の最 期をより良いものにした
い 。「 寄り添う看 護・介 護 を 実
践 する」とはどういうことな の
でしょうか？訪 問 看 護 師として
経験豊かな講師が、自身の支援
事 例 を 挙 げ て アド バ イ スし ま
す。在宅支 援に携わる全ての 皆
さんにお薦めの講座です！

H-3

講

師

もり

参加費 500円

めぐみ

森 恵 先生
有限会社かりん 代表取締役
鹿児島県訪問看護ステーション協議会 広報担当

８

10/

（日）

4階 大研修室 第3

13：00 〜 14：30

日頃の排泄介助。適切な薬 剤が使
われていないために、出る便はダラ
ダラの泥状便や水様便になって、お
むつの横から漏れて寝衣や寝具ま
で汚れてしまい、後のケアがとても
大変、なんて事がありませんか？便
は食事のカス。生活の中で一人ひと
りの 排 便コントロールを正しい 知
識で行うと、程よい硬さの便となり
後のケアも楽になります。そのため
のヒントを持ち帰りませんか？

あなたは周りの人を笑顔にしています
か？全国で34,000人以上が受講し、
多くの企業研修に採用されるなど、メ
ディアでも数多く取り上げられている
「ほめる達 人 」。ほめるって？ほめず
にほめるって？？あなたがほめれば、
職場が変わる、家庭が変わる。すぐに
役立つ「ほめるスキル」を楽しんで学
べます。この講座は職種を問わず、コ
ミュニケーション力を高めたいと思っ
ている全ての皆さんにお薦めです！

い ま まる

ま

み

今丸 満美 先生
（日）

定員

100

4階 大研修室 第4

10：00 〜 11：30

名様

成功するデイサービスに学ぶ！

講
なが

師
た

参加費 500円

えい

いち

ろう

長田 英一郎 先生
株式会社ライフリー
ゼネラルマネージャー /看護師

J-2 《似顔絵アートの新しい世界！》
似顔絵アートの新しい世界！

師
もと

参加費 500円

なお

こ

福元 直子 先生
株式会社LICHT（リヒト）代表取締役
一般社団法人 日本ほめる達人協会 特別認定講師

８

10/

（日）

３階 大研修室 第１

15：00 〜 16：30

定員

100
名様

定員

100

4階 大研修室 第4

12：30 〜 14：00

名様

J-3 《排泄ケア特別講座》
排泄ケア特別講座

今の 介助 法で大 丈 夫ですか？人体の動
きのメカニズムを理解せずに行う、無理
な体勢での力まかせな介助は、ご利用者
の拘縮・褥瘡などの二次障害を引き起こ
し、介護者の腰痛・腱鞘炎など、身体を
痛める原因になります。この講座では、
介助 技 術のプロ集団が、療 養 者の 気持
ちと状態が本当に良くなるケアとは何か
を実技によって伝授します。毎回、大 人
気のセミナーです。ご予約はお早めに！

講

師

参加費 各500円

ナチュラルハートフル
ケアネットワーク鹿児島

８

10/

（日）

K-3 《摂食嚥下障害対策講座》
摂食嚥下障害対策講座

5階 絵画制作室
【M1】10：00〜12：00
【M2】13：30〜15：30

要予約

（日）

要予約

８

10/

講
ふく

M-1 介護技術実技講座
（第一部）
明日から実践できる！腰痛予防策と人に優しいケア〜 24時間で生活を考えるベッド上での介助・ポジショニング〜
M-2 介護技術実技講座
（第二部）
明日から実践できる！腰痛予防策と人に優しいケア〜 24時間で生活を考える移乗・排泄・車いす姿勢〜

『デイサービス楽（らく）』における
自立支援への取り組みと実際
国が、介護予防に積極的に取り組み成果を
上げた市町村を財政面で優遇する「インセ
ンティブ制度」が来年度スタートします。
デイサービスに対しては、既に一部の自治
体 独自で「要介護 度が改善した場合に報
酬が加算」される成功報酬制度が導入され
話題になっています。この講座では、高い
介護度改善率を実現し、「自立支援型デイ
サービス」として国も大きく注目する、大
分市の事業所の先進的な取り組みを紹介
します。通所介護関係者は必聴です！

名様

要予約

８

10/

有限会社エルム 代表取締役
NPO法人 日本コンチネンス協会
九州支部長/看護師

要予約

L-2

参加費 500円

定員

100

対人力向上セミナー

寄り添う人のための『ほめる達人』講座
〜心を開く『ほめ達』の魔法〜

師

名様

ターミナルケア対策講座

薬に頼らない排便コントロール
〜介護時間・おむつ量などコスト削減〜
講

定員

100

要予約

８

10/

要予約

L-1

ゆう じ

上峯 雄二 先生 豊留 里美 先生

次期改定では更なる給付適正化が論点とな
ります。訪問看護（緊急訪問看護加算）、通
所介護（個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ）、訪問介
護（高齢 者住宅 等における生 活 援 助 の算
定）、福祉用具貸与（適切な選定理由）など
の位置づけを事例を用いて再点検します。

同じ 職 場 にい ると、同じように考 え
て、同じように出来て当たり前と思い
込み、職場の中に同調圧力が働きがち
ですが、実はコミュニケーションは、
一人ひとりが「ち がう」経 験、「ち が
う」思いを持っているからこそ重要に
なってくるソーシャルスキルです。この
講座では、全国でも話題の講師が「人
間 関 係 」を 良 好 に保 つコミュニケー
ション法について詳しく解説します。
介護現場の離職原因の第一位が実は
人間関係と言われています。貴方の職
場の人間関係は本当に良好ですか？

要予約

2025年には認知症高齢者が65歳以上の
約５人に１人を占める見込みです。専門家
である私たちが後輩や地域の方々に、認知
症の方とのかかわり方を伝えなければなり
ません。認知症の中核症状によって、わか
らなかったりできなかったりすることは、
その方がもっておられる力のほんの一部分
です。その方が人生の中で積み重ねてきた
人格や関係性、尊厳という力を「前向きな
意欲」として引き出すかかわりがケアの本
質だと思います。ICFの基本概念を理解
し、互いに支え合える関係性を築くための
アセスメントを共に学びましょう。

離職対策セミナー

より良い職場をつくるのは私たち一人ひとり！
〜自分も他者も大切にできるコミュニケーションについて考えてみませんか？

要予約

0

H-1

定員

30
名様

L-3 《シーティングセミナー》
シーティングセミナー

似顔絵世界一（白黒部門）が
挑戦するホスピタルアートとは？

オムツフィッターが選ぶ
紙おむつと正しい装着法

摂食嚥下障害＆リハビリテーション
栄養の基本と実践

高齢者の座位姿勢評価と
車椅子シーティングを学ぶ

「似顔絵セラピー」という言葉を聞いた事がありますか？似顔絵によって心を
閉ざした入院患者を笑顔に変える。病気の現状を描くのではなく、元気だった
時を想像し、好きな事や病気を治して叶えたい夢を加えた似顔絵を描きます。
この講座では講師の体験談を交えながら「似顔絵セラピー」を解説します。そ
して、なんと参加者の中から抽選で1名、その場で貴方の似顔絵を描いてプレ
ゼント！4大会連続似顔絵世界一（白黒部門）の華麗な筆さばきをご覧あれ！

あなたは「その人にとって気持ち良い排泄」を考えて支援
していますか？紙おむつの種類は非常に多く、その選択
や使い方によってはご利用者の気持ちを無視したケアに
なってしまいます。この講座ではメーカー 各社の商品特
性を熟知した排泄のプロが、ご利用者の状態に合った紙
おむつの選び方と正しい装着法をアドバイスします。

摂食嚥下障害への対応は、栄養支援だけではなく、誤嚥性肺
炎や窒息事故防止のためにも必要です。ここでは障害を引き
起こすメカニズムなど、要介護者が安心して食生活を送るため
の基礎知識から施設・在宅の現場で活かせる訓練法、そして、
栄養状態も含めて、障害者や高齢者の機能・活動・参加を最大
限発揮できるような管理を行う「リハビリテーション栄養」の
ことまで、経験豊かな専門家が解り易くアドバイスします。

皆さんが担当する車いすのご利用者の座位姿勢は大丈夫で
すか？身体が傾いてませんか？骨盤の位置は正しいですか？
正しい評価とシーティングを行えば二次障害の予防になり、
良い姿勢を保つことでご利用者の笑顔を引き出す事が出来
ます。この講座では経験豊かなセラピストが、誰でも出来る
座位姿勢の評価法とシーティング技術をアドバイスします。

講

師

講

むら おか

講

だ

まつ

師
お

講

参加費 500円
はる

よ

しも

師
かわ

こ

大嘉田 さとみ 先生

松尾 晴代 先生

下川 より子 先生

似顔絵セラピー 代表
イラストレーター

一般社団法人
日本福祉用具供給協会 会員
株式会社 カクイックスウィング
宮崎営業所/オムツフィッター 1級

鹿児島市医師会病院
NST専門療法士
摂食・嚥下障害看護 認定看護師

医療法人 橋口医院 リハビリテーション課長
公益社団法人 鹿児島県理学療法士協会 会員

名様

８
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（日）

3階 中研修室 第2

15：00〜16：30

定員

60
名様

８

10/

（日）

4階 大研修室 第3

15：15〜16：45

定員

100
名様

８

10/

（日）

4階 大研修室 第4

15：00〜16：30

要予約

12：30〜14：00

定員

60

要予約

3階 中研修室 第2

要予約

（日）

師
か

村岡 ケンイチ 先生

要予約

８

10/

おお

定員

100
名様

