
福祉機器展&セミナー in かごしま
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特別講演会 ２階 中ホール　定員 200名様要予約

特別講演会

「介護保険制度と在宅介護のゆくえ」
～2021年介護報酬改定に向けて～

A-212：45～14：15 参加費 500円10/4
金

講 師

服部 万里子 氏
はっ とり ま　　り　　こ

株式会社 服部メディカル研究所 代表取締役
一般社団法人 日本ケアマネジメント学会 理事（将来計画委員会長）

Welfare equipment 
Exhibition & Seminar

2019

［イベント開催事務局］ 鹿児島市谷山港1-2-７ ㈱カクイックスウィング内  TEL 099‒261‒4114  FAX 099‒204‒0003

鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県医師会、鹿児島市医師会、鹿児島県歯科医師会、鹿児島県看護協会、鹿児島県薬剤師会、鹿児島県歯科衛生士
会、鹿児島県介護支援専門員協議会、宮崎県介護支援専門員協会、熊本県作業療法士会、鹿児島県社協老人福祉施設協議会、鹿児島県老人
保健施設協会、鹿児島市社会福祉協議会、高齢者介護予防協会かごしま、鹿児島県栄養士会、鹿児島県社会福祉士会、鹿児島県介護福祉士
会、認知症の人と家族の会、鹿児島県ホームヘルパー協議会、鹿児島県ホームヘルパー協会、鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会、鹿児島
県訪問看護ステーション協議会、鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会、鹿児島県精神保健福祉士協会、日本福祉用具供給協会 九州・
沖縄支部、シルバー産業新聞社、シルバー新報、南日本新聞社、NHK鹿児島放送局、KTS鹿児島テレビ、MBC南日本放送、KYT鹿児島読売
テレビ、KKB鹿児島放送（順不同）

協　力：鹿児島県理学療法士協会、鹿児島県作業療法士協会、鹿児島県言語聴覚士会、介護支援専門員協会鹿児島、
　　　　全国福祉用具専門相談員協会 鹿児島県ブロック

主　催：鹿児島県社会福祉協議会（鹿児島県介護実習普及センター）、日本福祉用具供給協会 鹿児島県ブロック、鹿児島県福祉用具協会

後　援：

平成5年10月1日「福祉用具の研究開発及び
普及の促進に関する法律」が施行されました。 
この「福祉用具法」施行日にちなみ、10月1日
を「福祉用具の日」としました。

9年ぶりのプラス改定となった2018年介護報酬改定でしたが、事業者の対応
次第では依然厳しい内容となっています。更に、ケアマネジメントの利用者自
己負担化が議論され、財務省の財政制度等審議会では、要介護2までの生活
援助とデイサービスへの給付を市町村事業へ移行させることが提言されるな
ど、各サービスが早急に対応すべき課題は山積しています。この講演会では、
介護保険研究者であり現役ケアマネジャーでもある講師に、「次期改定の方向
性を予測しどのように備えるべきか」をアドバイス頂きます。介護に携わる皆
さま必聴の講演会！

知って得する情報満載！

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！
福祉用具の日2019福祉用具の日2019

快護生活フェス！

【講師プロフィール】69年早稲田大学第二文学部を卒業。10年間の企業勤務の後、病院に事務長として勤務。85年
大阪府立千里看護学院卒業。89年に服部メディカル研究所を設立、医療・福祉や高齢者サービスについての調査・
研究、コンサルティング事業を行っている。学会役員として、日本ケアマネジメント学会理事（研修委員長）、日本高齢
者虐待防止学会（評議員）、日本精神保健社会学学会理事、全国訪問看護事業協会理事など、公務として、千葉県福
祉ふれあいプラザ運営委員、神奈川県現任研修等支援会議委員座長などを務める。

東京五輪応援企画・世界で戦うトップ・パラアスリート対談

「乗り越えてきた壁と、限りなき可能性への挑戦」

H-212：30～14：00 参加費 500円10/5
土

「失ったものを数えるな。残っているものを最大限に生かせ！」これは「障がい者ス
ポーツの父」と呼ばれるドイツ人医師の名言です。2020年東京五輪がいよいよ来年
夏に迫ってきました。私達に夢と希望を届け、チャレンジする勇気や活力を社会全体
にもたらすトップアスリートたち。現在まで車いす陸上、車いすバスケットの日本代表
選手・メダリスト・コーチとして長年パラスポーツ界を牽引してきたお二人に、東京五
輪の展望とともに、アスリートの日常、選手村での裏話、悩み・苦しみを克服し壁を
乗り越えるための秘訣など盛りだくさんの内容で対談頂く東京五輪応援企画です！

【上與那原寛和氏プロフィール】71年沖縄県生まれ。2000年、事故より頚髄を損傷し車いす生活となる。2002年から車いすレースを始め、
2008年には北京パラリンピックでフルマラソン銀メダル、2011年世界選手権大会で1500M金メダル、2017年ロンドン世界陸上大会で
1500M銅メダルなど、数々の国際大会でメダルを獲得しているパラ陸上界のスーパースター。現在はレース参戦とともに講演活動も行う。
【是友京介氏プロフィール】70年兵庫県生まれ。16歳の特にオートバイ事故で下半身麻痺となる。18歳で車いすバスケットに出会い、1992
年バルセロナ・パラリンピック大会に日本チーム最年少の21歳で初出場。以降、2008年北京パラリンピックまで5大会連続出場を果たす。
2014年、15年には日本代表チームのコーチとして国際大会に出場し、優勝、準優勝を果たしている。車いすバスケット界のレジェンド。

かごしま県民交流センター
鹿児島市山下町14番50号

9：30～
17：3010/4金 9：00～

17：3010/5土会場 開催日

入場無料

パラ陸上界のスーパースター

車いすバスケット界のレジェンド

上與那原 寛和 氏

是友 京介 氏

うえ　 よ　  な     ばる　　 ひろ　かず

これ　 とも　　 けい   すけ

SMBC日興証券株式会社

日進医療器株式会社

介護ロボット鹿児島フォーラム併催



E-3 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～」
あなたは周りの人を笑顔にしています
か？全国で50,000人以上が受講する
「ほめる達人検定」や、大手企業で研
修に続々採用され、離職率低下や業績
アップといった成果を上げている「ほ
め達！研修」。家庭で、職場ですぐに役
立つ「ほめるスキル」を楽しんで学べ
るこの講座は、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。時間を忘れ
て引き込まれる必聴セミナーです！ ４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３

15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

福元 直子 氏
ふく   もと　   なお　 こ

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

講　師 参加費500円

「生きた言葉でコミュニケーション
～医療・福祉の現場で心がけたい接遇～」
長年、民放テレビ局のアナウンサーとし
て活躍された講師が担当する必聴のセ
ミナー！この講座では、患者様やご利用
者、また、ご家族に向けて心がけたい言
葉使いやしぐさ等、コミュニケーション
のポイントを整理します。どんなに知識
や技術があっても、接遇マナーを含む
人間力が不足していると信頼関係は生
まれません。まずは基本が大切。言葉
選び・話し方・気配りのマナーで好感の
持てる対応力を身に付けましょう。 ４階 大研修室 第４４階 大研修室 第４

10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

講　師

中村 朋美 氏
なか　むら　  とも　 み

office 中村朋美 代表
フリーアナウンサー

F-1 接遇・マナー向上講座

参加費500円

福祉用具の日2019/
福祉機器展 & セミナー
inかごしま

快護生活フェス!

１日目

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!

講　師

松尾 康弘 氏
まつ　　お　　　やす　 ひろ

一般社団法人 鹿児島県言語聴覚士会 理事
鹿児島医療技術専門学校 言語聴覚療法学科 副学科長

E-1 摂食・嚥下障害対策セミナー

高齢化が進む中で、口から安全に食べることを支援する
重要性が医療や福祉の現場で高まってきています。色々
な病気による後遺症だけではなく、加齢に伴い咀嚼・飲
み込みの力が弱くなることで、飲み込みの障害が生じる
ことがあります。この講座では経験豊富な言語聴覚士
が、「誤嚥は何故起こるのか？」そのメカニズムに基づ
いた支援の方法を、より具体的に分かり易くアドバイス
します。

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「誤嚥は何故起こる？そのメカニズムと
誤嚥防止支援について」

講　師

田之上 友彦 氏
た　　 の　   うえ　　  とも　 ひこ

一般社団法人 鹿児島県作業療法士協会 理事
リハシップあい隈之城 管理者 

D-2 鹿児島県作業療法士協会特別セミナー

日常生活は、日々さまざまな作業の連続で行われています。しか
し、障がいを持ったことによってその作業が制限され、意欲の低
下や活動性の低下につながり、家庭内でも孤立感を感じてしま
うケースが多くみられます。障がいを持ったことで周囲の介助が
必要不可欠になることは決してイコールではありません。行為一
つ一つの評価を的確に行い、「魔法の道具」を適切に導入するこ
とで、もう一度自立した生活が送れるようになります。ここでは
事例を通して生活上の工夫やそのポイントをアドバイスします。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
13:00 ～14:30

定 員

60
名様

要
予
約10/4

（金）

「福祉用具や家のものを活用
した自立支援と暮らし方」

講　師

岡部 巌 氏
おか　  べ　　  いわお

サラヤ株式会社
メディカル事業本部 学術部

D-1 感染症対策講座

冬場はノロウィルスをはじめ、様々な感染症が流行する
季節です。中には感染症によって嘔吐するご利用者もい
らっしゃると思います。そのような時、どのように処理す
れば感染症を拡散させないのでしょうか？また、感染症
の予防には一体何をすれば良いのでしょうか？本講座
で、感染症対策の基礎を模擬吐物を使った吐物の処理
方法などで学びましょう。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
10:30 ～12:00

定 員

60
名様

要
予
約10/4

（金）

「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

松野 浩二 氏
まつ　  の　　    こう　  じ

福岡市障がい者基幹相談支援センター
理学療法士

C-2 スキルアップセミナースキルアップセミナー

65歳以上の身体障がい者で要介護（要支援）状態に該
当する人が、介護保険の福祉用具と共通する補装具を
希望する場合には、原則として介護保険による福祉用具
貸与が優先されます。ただし例外もあるなど、制度を理
解しないと適切な支援と選定は出来ません。この講座
では、障がい者の福祉用具に関する制度と症状別の福
祉用具選定ポイントを実例を基に学びます。

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「障がいのある方が介護保険になった時、
 何が変わるのか～福祉用具を中心に～」

講　師

藤崎 えり子 氏
ふじ　  さき 　　　　　　　 　  こ

公益社団法人 認知症の人と家族の会
鹿児島県支部 代表

C-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

超高齢社会に突入している我が国にとって、避けては通
れないのが認知症の方への対応。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！

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「認知症の基本を学ぼう！」

A-3
「安全に安心して働ける職場づくりに向けて
 ～高知県の取り組みと成功事例に学ぶ～」

北欧では約30年前から当たり前だった「抱え上げない介護＝ノーリフティングケア」が日本で提言されて約
10年ですが、残念ながら現在まで「腰痛による離職」や「拘縮・褥瘡などの二次障害」が大きく減少してい
るとは言えません。そういう中で、2016年に全国初の「ノーリフティングケア宣言」を行い、めざましい成果
を上げているのが高知県。この講演会では、その中心となって活動されている講師に、高知県での事例を紹
介頂き、成功するためのプロセスを解説頂きます。施設の環境整備に悩む皆さんにお薦めセミナー！

講　師

下元 佳子 氏
しも   もと      よし    こ

生き活きサポートセンターうぇるば高知 代表
一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク 代表理事
一般社団法人日本ノーリフト協会 理事/理学療法士 

ノーリフティングケア講演会

講　師

籾木 杏由美 氏
もみ　　き　　　  あ　　 ゆ　　 み

ソニー生命保険株式会社
鹿児島ライフプランナーセンター第１支社
ライフプランナー／ファイナンシャルプランナー

E-2 ライフプランニング講座

若い時には「自分も親も介護のことなんて先のこと」と
思っていますが、いずれ直面する「介護とお金」のこと
は誰もが抱えるリスクでもあります。この講座では、人
生100年時代を踏まえ、介護が起きたときの家族のリ
スクについて「介護から相続まで」をテーマに、“家族で
考えるライフプランニングのポイント”をお伝えします。
なかなか人には聞けない「介護」と「相続」のお金の話
を中心に、必ず役立つ情報をお伝えします！

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「家族で考える介護、相続、お金のこと
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講　師

大峯 伸一 氏
おお　 みね　　 しん　  いち

地域密着型特別養護老人ホームわかば 施設長
一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協会 副会長

F-3 ケアマネジメント向上セミナー

ライフスタイルの変化に伴い、そこにある課題も複雑化し
ている中で、介護支援専門員に求められる援助の視点に
ついて今回は、平成２8年度より 厚生労働省老人保健健康
増進等事業として実施されている「適切なケアマネジメン
ト手法の策定に向けた調査研究事業」から、特定の疾患に
おいて誰が関わったとしても、ここだけは押さえておきた
いという標準的な検討すべき視点について、演習も交えな
がら学びます。ケアマネジャーの皆さんは必聴です！

４階 大研修室 第４４階 大研修室 第４
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「疾患別アプローチによるケアマネジメント
 標準化の視点について」

講　師

ナチュラル
ハートフルケア
ネットワーク鹿児島

G-1 介護技術実技講座

介護者を悩ます『腰痛』が問題視されてから久しいですが、
あなたは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！

５階 絵画制作室５階 絵画制作室
9:30 ～12:30

定 員

30
名様

要
予
約10/4

（金）

「明日から使える
腰痛予防対策～移乗動作～」

参加費500円

２
階

３
階

４
階

５
階

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00【10月4日金】

9：30～17：30　最新福祉機器の展示・体験会

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

大ホール
展示ロビー

中ホール

介護実習・
普及センター
展示場

大研修室
第１

大研修室
第２

中研修室
第2

大研修室
第3

大研修室
第4

絵画
制作室

２階 中ホール
15:00 ～17:00

10/4
（金）

定 員

200
名様

要
予
約

テーマ

私たちは日々の生活で少し我慢したり頑張ったりして、自分を律しながらよりよい自己決定をして生き
ています。状況把握や自己表現がうまくできない方々も、自分の人生の目標に向かった、よりよい自己
決定をする権利があります。日常生活支援の場面から、いのちの終末場面まで、自律尊重原則に基づ
いた「よい自己決定を促すためのコミュニケーション」について事例を通して共に考えましょう。

講　師

古城 順子 氏
こ　　じょう　 じゅん　こ

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

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

C-3 スキルアップセミナー
「よい自己決定を促すための
 コミュニケーションを考えよう」

参加費500円

片付けたのに、すぐにリバウンドしてしまう。本や雑誌に載っている片付け方法を真似してもうまくいか
ない。そんな経験はありませんか？片付けが苦手なのは、性格でもセンスでもありません。整理収納の
プロが、自身の片づけられなかった過去の経験を交えながら、あなたらしい心地いい部屋づくり・職場
環境の作り方をお伝えします。受講後は仕事場や家を片付けたくてウズウズすること間違いなし！

講　師

遠藤 陽子 氏
えん　どう　　   よう　  こ

allday today代表
整理収納アドバイザー 2級認定講師
整理収納アドバイザー１級、整理収納教育士

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
15:15 ～16:45

定 員

60
名様

要
予
約10/4

（金）

D-3 整理収納対策セミナー
「環境を整えて、居心地のいい空間を！
～職場と家庭に活かせる整理収納術～」

日本におけるサービス業のクオリティは、他国と比べて非常に高いと言われています。一方でそれを当
たり前と思う消費者のクレームが異常なレベルにまでなってしまっているのも現状です。本講座では、
長年弁護士として活躍される法律のプロに、クレームを起こさないための要素と、発生した時の最良
の対処法を学びます。医療現場や介護施設で実践できる苦情処理対応スキルを身につけましょう。

講　師

桃木野 聡 氏
もも　  き　　　の　　 さとし

桃木野総合法律事務所 代表 弁護士、
弁理士、米国ニューヨーク州弁護士

４階 大研修室 第４４階 大研修室 第４
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

F-2 クレーム対策講座
「弁護士に学ぶ
 クレーム予防法と対処法」

参加費500円

「認知症という病気が我々に伝えようとしている事とは」
我が国の認知症患者は2025年には
700万人を超えると推定されますが、認
知症ケアには症状別のマニュアルだけで
対応出来ない難しさがあります。それは
日常の人間関係づくりと同じで、都度、相
手の気持ちを推し量る必要があるからで
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、
知っておくべき「認知症ケアの本質」に
ついてアドバイスします。介護に携わる
全ての人に推薦する必聴の講座です！

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

講　師

黒野 明日嗣 氏
くろ　 の　　　 あ　  す　 つぐ

公益財団法人 慈愛会 いづろ今村病院 院長 

B-3 認知症ケア対策講座

参加費500円

A-1 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」
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。

２階 中ホール
10:00 ～12:00

定 員

200
名様

要
予
約10/4

（金）

内田 正剛 氏
うち　 だ　　 せい　ごう

株式会社くますま 次長
一般社団法人 熊本県作業療法士会 会長

コーディネーター

参加費500円

B-1 ターミナルケア対策講座
「『最期まで生ききる』ことを支える
 ～ACPってなに？どうあることが意思決定？～」
「人生会議」と愛称づけられたアドバ
ンス・ケア・プランニング（ACP）。住み
慣れた自宅や施設等の生活の場で最期
まで、その人らしく生きることを支える
には、専門職だけでなく家族の価値観
の変化も求められます。「自分で決め
る」ことを支援するには、誰がいつどの
ように進めるべきことなのか、退院か
ら関わることが望ましいと言いつつも
「前もって」取り組む時期はいつなの
か。在宅や施設スタッフのみならず、地
域全体で具体的実践に取り組むため
に、共に考えてみませんか？

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

柳田 千草 氏
やなぎ た　　　ち　  ぐさ

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

講　師 参加費500円

「挑戦し続ける心～人生で大切な仕事とライフワークについて～」
講師は、当時経営危機だった鹿児島市
のホテルを再建、その後、肥薩おれん
じ鉄道の第２代社長として、画期的な
レストラン列車「おれんじ食堂」を誕
生させるなど、様々なアイデアと経営
手腕で企業再生や地域振興に貢献さ
れてきました。介護現場は今、離職と
困難な人員確保、そして人財不足など
悩みが深刻です。このセミナーでは、
企業再生・街づくり・地方創生・国際化
への対応など、講師の長年の経験と具
体例から、組織の魅力化、人財育成の
ためのヒントを得たいと思います。

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
12:45 ～14:15

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

講　師

古木 圭介 氏
こ　　ぎ　　 けい　すけ

鹿児島県観光プロデューサー
NPO法人鹿児島グルメ都市企画（屋台村）理事長

B-2 人生サバイバルセミナー

参加費500円

A-1 A-2 A-3

B-1 B-2 B-3

C-1 C-2 C-3

D-1 D-2 D-3

E-1 E-2 E-3

F-1 F-2 F-3

G-1

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 氏

12:45～14:15
特別講演会

「介護保険制度と在宅介護のゆくえ
～2021年介護報酬改定に向けて～」

講師/服部万里子 氏

15:00～17:00
ノーリフティングケア講演会

「安全に安心して働ける職場づくりに向けて
～高知県の取り組みと成功事例に学ぶ～」 

講師/下元佳子 氏

10:30～12:00
ターミナルケア対策講座

「『最期まで生ききる』ことを支える
～ACPってなに？どうあることが意思決定？～」 

講師/柳田千草 氏

12:45～14:15
人生サバイバルセミナー

「挑戦し続ける心～人生で大切な
仕事とライフワークについて～」

講師/古木圭介 氏

15:00～16:30
認知症ケア対策講座

「認知症という病気が
我々に伝えようとしている事とは」

講師/黒野明日嗣 氏

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/藤崎えり子 氏

12:30～14:00
スキルアップセミナー

「障がいのある方が介護保険に
なった時、何が変わるのか
～福祉用具を中心に～」

講師/松野浩二 氏

15:00～16:30
スキルアップセミナー

「よい自己決定を促すための
コミュニケーションを考えよう」

講師/古城順子 氏

10:30～12:00
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/岡部巌 氏

13:00～14:30
鹿児島県作業療法士協会特別セミナー
「福祉用具や家のものを活用した

自立支援と暮らし方」
講師/ 田之上友彦 氏 

15:15～16:45
整理収納対策セミナー

「環境を整えて、居心地のいい空間を！
～職場と家庭に活かせる整理収納術～」

講師/遠藤陽子 氏

10:00～11:30
摂食・嚥下障害対策セミナー

「誤嚥は何故起こる？そのメカニズムと
誤嚥防止支援について」

講師/松尾康弘 氏

12:30～14:00
ライフプランニング講座

「家族で考える介護、相続、お金のこと
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講師/籾木杏由美 氏 

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 氏

10:30～12:00
接遇・マナー向上講座

「生きた言葉でコミュニケーション 
～医療・福祉の現場で心がけたい接遇～」

講師/中村朋美 氏

13:00～14:30
クレーム対策講座
「弁護士に学ぶ

クレーム予防法と対処法」
講師/桃木野聡 氏

15:15～16:45
ケアマネジメント向上セミナー
「疾患別アプローチによる

ケアマネジメント標準化の視点について」
講師/大峯伸一 氏

9:30～12:30
介護技術実技講座

「明日から使える腰痛予防対策～移乗動作～」
講師/ナチュラルハートフルケアネットワーク鹿児島



E-3 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～」
あなたは周りの人を笑顔にしています
か？全国で50,000人以上が受講する
「ほめる達人検定」や、大手企業で研
修に続々採用され、離職率低下や業績
アップといった成果を上げている「ほ
め達！研修」。家庭で、職場ですぐに役
立つ「ほめるスキル」を楽しんで学べ
るこの講座は、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。時間を忘れ
て引き込まれる必聴セミナーです！ ４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３

15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

福元 直子 氏
ふく   もと　   なお　 こ

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

講　師 参加費500円

「生きた言葉でコミュニケーション
～医療・福祉の現場で心がけたい接遇～」
長年、民放テレビ局のアナウンサーとし
て活躍された講師が担当する必聴のセ
ミナー！この講座では、患者様やご利用
者、また、ご家族に向けて心がけたい言
葉使いやしぐさ等、コミュニケーション
のポイントを整理します。どんなに知識
や技術があっても、接遇マナーを含む
人間力が不足していると信頼関係は生
まれません。まずは基本が大切。言葉
選び・話し方・気配りのマナーで好感の
持てる対応力を身に付けましょう。 ４階 大研修室 第４４階 大研修室 第４

10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

講　師

中村 朋美 氏
なか　むら　  とも　 み

office 中村朋美 代表
フリーアナウンサー

F-1 接遇・マナー向上講座

参加費500円

福祉用具の日2019/
福祉機器展 & セミナー
inかごしま

快護生活フェス!

１日目

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!

講　師

松尾 康弘 氏
まつ　　お　　　やす　 ひろ

一般社団法人 鹿児島県言語聴覚士会 理事
鹿児島医療技術専門学校 言語聴覚療法学科 副学科長

E-1 摂食・嚥下障害対策セミナー

高齢化が進む中で、口から安全に食べることを支援する
重要性が医療や福祉の現場で高まってきています。色々
な病気による後遺症だけではなく、加齢に伴い咀嚼・飲
み込みの力が弱くなることで、飲み込みの障害が生じる
ことがあります。この講座では経験豊富な言語聴覚士
が、「誤嚥は何故起こるのか？」そのメカニズムに基づ
いた支援の方法を、より具体的に分かり易くアドバイス
します。

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「誤嚥は何故起こる？そのメカニズムと
誤嚥防止支援について」

講　師

田之上 友彦 氏
た　　 の　   うえ　　  とも　 ひこ

一般社団法人 鹿児島県作業療法士協会 理事
リハシップあい隈之城 管理者 

D-2 鹿児島県作業療法士協会特別セミナー

日常生活は、日々さまざまな作業の連続で行われています。しか
し、障がいを持ったことによってその作業が制限され、意欲の低
下や活動性の低下につながり、家庭内でも孤立感を感じてしま
うケースが多くみられます。障がいを持ったことで周囲の介助が
必要不可欠になることは決してイコールではありません。行為一
つ一つの評価を的確に行い、「魔法の道具」を適切に導入するこ
とで、もう一度自立した生活が送れるようになります。ここでは
事例を通して生活上の工夫やそのポイントをアドバイスします。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
13:00 ～14:30

定 員

60
名様

要
予
約10/4

（金）

「福祉用具や家のものを活用
した自立支援と暮らし方」

講　師

岡部 巌 氏
おか　  べ　　  いわお

サラヤ株式会社
メディカル事業本部 学術部

D-1 感染症対策講座

冬場はノロウィルスをはじめ、様々な感染症が流行する
季節です。中には感染症によって嘔吐するご利用者もい
らっしゃると思います。そのような時、どのように処理す
れば感染症を拡散させないのでしょうか？また、感染症
の予防には一体何をすれば良いのでしょうか？本講座
で、感染症対策の基礎を模擬吐物を使った吐物の処理
方法などで学びましょう。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
10:30 ～12:00

定 員

60
名様

要
予
約10/4

（金）

「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

松野 浩二 氏
まつ　  の　　    こう　  じ

福岡市障がい者基幹相談支援センター
理学療法士

C-2 スキルアップセミナースキルアップセミナー

65歳以上の身体障がい者で要介護（要支援）状態に該
当する人が、介護保険の福祉用具と共通する補装具を
希望する場合には、原則として介護保険による福祉用具
貸与が優先されます。ただし例外もあるなど、制度を理
解しないと適切な支援と選定は出来ません。この講座
では、障がい者の福祉用具に関する制度と症状別の福
祉用具選定ポイントを実例を基に学びます。

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「障がいのある方が介護保険になった時、
 何が変わるのか～福祉用具を中心に～」

講　師

藤崎 えり子 氏
ふじ　  さき 　　　　　　　 　  こ

公益社団法人 認知症の人と家族の会
鹿児島県支部 代表

C-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

超高齢社会に突入している我が国にとって、避けては通
れないのが認知症の方への対応。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！

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「認知症の基本を学ぼう！」

A-3
「安全に安心して働ける職場づくりに向けて
 ～高知県の取り組みと成功事例に学ぶ～」

北欧では約30年前から当たり前だった「抱え上げない介護＝ノーリフティングケア」が日本で提言されて約
10年ですが、残念ながら現在まで「腰痛による離職」や「拘縮・褥瘡などの二次障害」が大きく減少してい
るとは言えません。そういう中で、2016年に全国初の「ノーリフティングケア宣言」を行い、めざましい成果
を上げているのが高知県。この講演会では、その中心となって活動されている講師に、高知県での事例を紹
介頂き、成功するためのプロセスを解説頂きます。施設の環境整備に悩む皆さんにお薦めセミナー！

講　師

下元 佳子 氏
しも   もと      よし    こ

生き活きサポートセンターうぇるば高知 代表
一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク 代表理事
一般社団法人日本ノーリフト協会 理事/理学療法士 

ノーリフティングケア講演会

講　師

籾木 杏由美 氏
もみ　　き　　　  あ　　 ゆ　　 み

ソニー生命保険株式会社
鹿児島ライフプランナーセンター第１支社
ライフプランナー／ファイナンシャルプランナー

E-2 ライフプランニング講座

若い時には「自分も親も介護のことなんて先のこと」と
思っていますが、いずれ直面する「介護とお金」のこと
は誰もが抱えるリスクでもあります。この講座では、人
生100年時代を踏まえ、介護が起きたときの家族のリ
スクについて「介護から相続まで」をテーマに、“家族で
考えるライフプランニングのポイント”をお伝えします。
なかなか人には聞けない「介護」と「相続」のお金の話
を中心に、必ず役立つ情報をお伝えします！

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「家族で考える介護、相続、お金のこと
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講　師

大峯 伸一 氏
おお　 みね　　 しん　  いち

地域密着型特別養護老人ホームわかば 施設長
一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協会 副会長

F-3 ケアマネジメント向上セミナー

ライフスタイルの変化に伴い、そこにある課題も複雑化し
ている中で、介護支援専門員に求められる援助の視点に
ついて今回は、平成２8年度より 厚生労働省老人保健健康
増進等事業として実施されている「適切なケアマネジメン
ト手法の策定に向けた調査研究事業」から、特定の疾患に
おいて誰が関わったとしても、ここだけは押さえておきた
いという標準的な検討すべき視点について、演習も交えな
がら学びます。ケアマネジャーの皆さんは必聴です！

４階 大研修室 第４４階 大研修室 第４
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

「疾患別アプローチによるケアマネジメント
 標準化の視点について」

講　師

ナチュラル
ハートフルケア
ネットワーク鹿児島

G-1 介護技術実技講座

介護者を悩ます『腰痛』が問題視されてから久しいですが、
あなたは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！

５階 絵画制作室５階 絵画制作室
9:30 ～12:30

定 員

30
名様

要
予
約10/4

（金）

「明日から使える
腰痛予防対策～移乗動作～」

参加費500円

２
階

３
階

４
階

５
階

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00【10月4日金】

9：30～17：30　最新福祉機器の展示・体験会

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

大ホール
展示ロビー

中ホール

介護実習・
普及センター
展示場

大研修室
第１

大研修室
第２

中研修室
第2

大研修室
第3

大研修室
第4

絵画
制作室

２階 中ホール
15:00 ～17:00

10/4
（金）

定 員

200
名様

要
予
約

テーマ

私たちは日々の生活で少し我慢したり頑張ったりして、自分を律しながらよりよい自己決定をして生き
ています。状況把握や自己表現がうまくできない方々も、自分の人生の目標に向かった、よりよい自己
決定をする権利があります。日常生活支援の場面から、いのちの終末場面まで、自律尊重原則に基づ
いた「よい自己決定を促すためのコミュニケーション」について事例を通して共に考えましょう。

講　師

古城 順子 氏
こ　　じょう　 じゅん　こ

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

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

C-3 スキルアップセミナー
「よい自己決定を促すための
 コミュニケーションを考えよう」

参加費500円

片付けたのに、すぐにリバウンドしてしまう。本や雑誌に載っている片付け方法を真似してもうまくいか
ない。そんな経験はありませんか？片付けが苦手なのは、性格でもセンスでもありません。整理収納の
プロが、自身の片づけられなかった過去の経験を交えながら、あなたらしい心地いい部屋づくり・職場
環境の作り方をお伝えします。受講後は仕事場や家を片付けたくてウズウズすること間違いなし！

講　師

遠藤 陽子 氏
えん　どう　　   よう　  こ

allday today代表
整理収納アドバイザー 2級認定講師
整理収納アドバイザー１級、整理収納教育士

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
15:15 ～16:45

定 員

60
名様

要
予
約10/4

（金）

D-3 整理収納対策セミナー
「環境を整えて、居心地のいい空間を！
～職場と家庭に活かせる整理収納術～」

日本におけるサービス業のクオリティは、他国と比べて非常に高いと言われています。一方でそれを当
たり前と思う消費者のクレームが異常なレベルにまでなってしまっているのも現状です。本講座では、
長年弁護士として活躍される法律のプロに、クレームを起こさないための要素と、発生した時の最良
の対処法を学びます。医療現場や介護施設で実践できる苦情処理対応スキルを身につけましょう。

講　師

桃木野 聡 氏
もも　  き　　　の　　 さとし

桃木野総合法律事務所 代表 弁護士、
弁理士、米国ニューヨーク州弁護士

４階 大研修室 第４４階 大研修室 第４
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

F-2 クレーム対策講座
「弁護士に学ぶ
 クレーム予防法と対処法」

参加費500円

「認知症という病気が我々に伝えようとしている事とは」
我が国の認知症患者は2025年には
700万人を超えると推定されますが、認
知症ケアには症状別のマニュアルだけで
対応出来ない難しさがあります。それは
日常の人間関係づくりと同じで、都度、相
手の気持ちを推し量る必要があるからで
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、
知っておくべき「認知症ケアの本質」に
ついてアドバイスします。介護に携わる
全ての人に推薦する必聴の講座です！

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

講　師

黒野 明日嗣 氏
くろ　 の　　　 あ　  す　 つぐ

公益財団法人 慈愛会 いづろ今村病院 院長 

B-3 認知症ケア対策講座

参加費500円

A-1 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」
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。

２階 中ホール
10:00 ～12:00

定 員

200
名様

要
予
約10/4

（金）

内田 正剛 氏
うち　 だ　　 せい　ごう

株式会社くますま 次長
一般社団法人 熊本県作業療法士会 会長

コーディネーター

参加費500円

B-1 ターミナルケア対策講座
「『最期まで生ききる』ことを支える
 ～ACPってなに？どうあることが意思決定？～」
「人生会議」と愛称づけられたアドバ
ンス・ケア・プランニング（ACP）。住み
慣れた自宅や施設等の生活の場で最期
まで、その人らしく生きることを支える
には、専門職だけでなく家族の価値観
の変化も求められます。「自分で決め
る」ことを支援するには、誰がいつどの
ように進めるべきことなのか、退院か
ら関わることが望ましいと言いつつも
「前もって」取り組む時期はいつなの
か。在宅や施設スタッフのみならず、地
域全体で具体的実践に取り組むため
に、共に考えてみませんか？

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

柳田 千草 氏
やなぎ た　　　ち　  ぐさ

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

講　師 参加費500円

「挑戦し続ける心～人生で大切な仕事とライフワークについて～」
講師は、当時経営危機だった鹿児島市
のホテルを再建、その後、肥薩おれん
じ鉄道の第２代社長として、画期的な
レストラン列車「おれんじ食堂」を誕
生させるなど、様々なアイデアと経営
手腕で企業再生や地域振興に貢献さ
れてきました。介護現場は今、離職と
困難な人員確保、そして人財不足など
悩みが深刻です。このセミナーでは、
企業再生・街づくり・地方創生・国際化
への対応など、講師の長年の経験と具
体例から、組織の魅力化、人財育成の
ためのヒントを得たいと思います。

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
12:45 ～14:15

定 員

100
名様

要
予
約10/4

（金）

講　師

古木 圭介 氏
こ　　ぎ　　 けい　すけ

鹿児島県観光プロデューサー
NPO法人鹿児島グルメ都市企画（屋台村）理事長

B-2 人生サバイバルセミナー

参加費500円

A-1 A-2 A-3

B-1 B-2 B-3

C-1 C-2 C-3

D-1 D-2 D-3

E-1 E-2 E-3

F-1 F-2 F-3

G-1

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 氏

12:45～14:15
特別講演会

「介護保険制度と在宅介護のゆくえ
～2021年介護報酬改定に向けて～」

講師/服部万里子 氏

15:00～17:00
ノーリフティングケア講演会

「安全に安心して働ける職場づくりに向けて
～高知県の取り組みと成功事例に学ぶ～」 

講師/下元佳子 氏

10:30～12:00
ターミナルケア対策講座

「『最期まで生ききる』ことを支える
～ACPってなに？どうあることが意思決定？～」 

講師/柳田千草 氏

12:45～14:15
人生サバイバルセミナー

「挑戦し続ける心～人生で大切な
仕事とライフワークについて～」

講師/古木圭介 氏

15:00～16:30
認知症ケア対策講座

「認知症という病気が
我々に伝えようとしている事とは」

講師/黒野明日嗣 氏

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/藤崎えり子 氏

12:30～14:00
スキルアップセミナー

「障がいのある方が介護保険に
なった時、何が変わるのか
～福祉用具を中心に～」

講師/松野浩二 氏

15:00～16:30
スキルアップセミナー

「よい自己決定を促すための
コミュニケーションを考えよう」

講師/古城順子 氏

10:30～12:00
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/岡部巌 氏

13:00～14:30
鹿児島県作業療法士協会特別セミナー
「福祉用具や家のものを活用した

自立支援と暮らし方」
講師/ 田之上友彦 氏 

15:15～16:45
整理収納対策セミナー

「環境を整えて、居心地のいい空間を！
～職場と家庭に活かせる整理収納術～」

講師/遠藤陽子 氏

10:00～11:30
摂食・嚥下障害対策セミナー

「誤嚥は何故起こる？そのメカニズムと
誤嚥防止支援について」

講師/松尾康弘 氏

12:30～14:00
ライフプランニング講座

「家族で考える介護、相続、お金のこと
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講師/籾木杏由美 氏 

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 氏

10:30～12:00
接遇・マナー向上講座

「生きた言葉でコミュニケーション 
～医療・福祉の現場で心がけたい接遇～」

講師/中村朋美 氏

13:00～14:30
クレーム対策講座
「弁護士に学ぶ

クレーム予防法と対処法」
講師/桃木野聡 氏

15:15～16:45
ケアマネジメント向上セミナー
「疾患別アプローチによる

ケアマネジメント標準化の視点について」
講師/大峯伸一 氏

9:30～12:30
介護技術実技講座

「明日から使える腰痛予防対策～移乗動作～」
講師/ナチュラルハートフルケアネットワーク鹿児島



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

「みんなで語ろう人生会議（ACP）
～意思決定支援、介護支援専門員に何ができるのか～」
自らが望む人生の最終段階における医
療・ケアについて、前もって考え、関係者
等と繰り返し話し合い共有する取組み「ア
ドバンス・ケア・プランニング（ACP）」愛
称は「人生会議」。利用者が大切にしてい
ることや望んでいること、どこで、どのよ
うな医療・ケアを望むかを考え、信頼する
人たちと話し合い共有し、実現を目指す。
もしくは実現する。そのために私達は専門
職として何ができるのか。協会独自の
「ACPノート（仮称）」作成に先駆けて多
職種で討論します。ケアマネジャーはもち
ろん、介護・医療職必聴のセミナーです。

２階 中ホール２階 中ホール
10:00 ～11:30

定 員

200
名様

要
予
約10/5

（土）

座　長

H-1 介護支援専門員協会鹿児島 特別シンポジウム

阿久根 平 氏
あ　  く　  ね　   たいら

NPO法人 介護支援専門員協会鹿児島 常務理事

M-2 介護ロボット鹿児島フォーラム

「鹿児島県の取り組みと、介護現場における介護ロボットの活用」

厚生労働省は、介護ロボットの普及・啓発を一層推進する取り
組みとして、介護現場での介護ロボットの適切かつ効果的な導
入と利活用を促進するため、地域におけるフォーラムを開催し
ています。この講演会では、自治体の取組やこの事業に関する
成果・活動報告、実際の施設導入による活用状況・効果などを
県内外の講師に説明・報告して頂きます。特に介護ロボット導
入を検討する施設関係者、福祉用具事業者は必聴の講演会！

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
12:20 ～14:10

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

森山講師 森山講師

講　師 講演①田之上勇二 氏

講演②森山由香 氏 

講演③楠元寛之 氏
くす　もと  ひろ   ゆき

もり  やま　 ゆ　  か

 た　  の　 うえ　ゆう　 じ

社会福祉法人野の花会 法人本部 理学療法士 

（広島市）社会福祉法人三篠会 介護老人保健施設ひうな荘 リハビリ部長
ニーズ・シーズ連携協調協議会プロジェクトコーディネーター

鹿児島県高齢者生き生き推進課 介護保険室長補佐兼事業者指導係長

楠元講師

講　師

廣野 拓 氏
ひろ　  の　　　 たく

鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会
会長

L-2 スキルアップセミナー

身寄りがなく、家族による支援を受けられない人達が、
医療同意、介護サービス利用、住居契約等の場面で排除
されるという『身寄り』問題が今起きています。単身高
齢世帯の割合が全国1位の当県では、高齢単身世帯の増
加に伴い、問題の広まりと深刻化が予想されます。『身
寄り』問題に関する最新情報、法的知識の整理、権利擁
護に必要な視点をお伝えし、2020年4月民法改正へ向
け理解しておくポイントについても触れる講座です。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（土）

「『身寄り』不在による
 問題への対応とこれから」

講　師

西野 浩朗 氏
にし　　の　　　 ひろ　あき

公益社団法人 鹿児島県社会福祉士会
権利擁護委員会 委員長

L-3 権利擁護講座

自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重され
ること、つまり人生を尊厳をもって過ごすということは、
介護の必要の有無に関わらず誰もが望むことです。しか
し現実には、家族や親族などが高齢者の人権を侵害する
『高齢者虐待』が問題となっています。高齢者虐待を防
ぐためにはどのような対策が必要か？介護者を追い詰
めないためには何が必要なのか？この講座では経験豊
かな講師が実際の事例を示しながら解説します。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（土）

「高齢者の虐待と
 権利擁護を考える」

講　師

梛木 春幸 氏
な　　  ぎ　　  しゅん　こう

株式会社 樹楽 代表取締役
食育日本料理家

L-1 特別教養セミナー

講師の画期的なアイデアと技術で開発された「桜島灰干し
弁当」は九州駅弁大会グランプリで準優勝、2015年には
TV番組「ガイヤの夜明け」でも取り上げられ大きな話題と
なりました。現在もフランス日本大使公邸で日本料理の講
義・実演を定期的に行うなど、国内のみならず海外でも注目
される料理家です。この講座では、食材の宝庫である鹿児
島の食の魅力や、知って得する和食のマナー・常識について
学びます。食に興味を持つ全ての人にお薦めの特別講座！

３階 中研修室 第２ ３階 中研修室 第２ 
10:00 ～11:30

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（土）

「世界に誇れる鹿児島の食文化
 ～食の大切さと知っておくべき常識～」

講　師

片田 梨惠 氏
かた　  だ　　　  り　　 え

Miracle Heart 代表
カラーセラピスト、メイクアナリスト
日本カラーコーディネーター協会認定講師
看護師

K-2 モティベーションアップセミナー

カラーセラピーは色の持つ不思議な力を利用して心の
癒しを目指すものです。自分に合う色を知れば、仕事も
プライベートも、より彩のある楽しい日常生活に出来る
かもしれません。この講座では、今話題の講師が、セミ
ナー参加者の一人ひとりの簡易カラー診断をして、「そ
の人の色」を教えてくれます。人気講座につき、お申し
込みはお早めに！

３階 中研修室 第１３階 中研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

30
名様

要
予
約10/5

（土）

「色の持つ不思議なチカラ～自分の
色を知って充実の日々を送ろう！～」

参加費500円講　師

上原 紀子 氏
うえ　 はら　　  のり　  こ

公益社団法人鹿児島県歯科衛生士会会員
認定歯科衛生士
（口腔機能・居宅療養管理指導分野）

K-1 口腔ケア対策講座

要介護高齢者にとって口腔ケアは安全を確保するために
とても重要です。高齢者の口腔機能の維持と口腔衛生
を支援するために年齢とともに変化する口腔について
知っていただき、「誤嚥性肺炎」「口腔乾燥」「口腔機能
の低下」を予防するためのケア方法をご紹介。経験豊か
な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。

３階 中研修室 第１３階 中研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

50
名様

要
予
約10/5

（土）

「口腔機能の変化に
合わせた口腔ケアと支援」

講師 戸田 博之 氏
と　　 だ　　　 ひろ　 ゆき

医療法人平和会 ひさまつクリニック
理学療法士

J-1

J-2
J-3

鹿児島県訪問リハビリテーション研究会 公開講座

鹿児島県訪問リハビリテーション研究会主催の特別公開講座です。セラピスト会員に限らず、職種問わずどなたでも参
加できます。各講座とも30名限定ですので、お申し込みはお早めに！

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
【J-1】9:35～10:35 【J-2】10:45～12:15 【J-3】13:05～14:35

定 員

30
名様

要
予
約10/5

（土）

「訪問リハビリテーション導入における諸制度の理解
～現場でよくある質問にお答えします～」
「在宅医療・介護のリスク管理の考え方について」
「最新の住宅改修と福祉用具の活用法」

参加費500円

講師 久松 憲明 氏
ひさ　 まつ　　  のり　 あき

医療法人平和会 ひさまつクリニック
院長/医師

参加費500円

福祉用具の日2019/
福祉機器展 & セミナー
inかごしま

快護生活フェス!

2日目

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!

２
階

３
階

４
階

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00【10月5日土】

9:00～17:30　最新福祉機器の展示・体験会大ホール
展示ロビー

中ホール

介護実習・
普及センター
展示場

大研修室
第１

大研修室
第２

中研修室
第１

中研修室
第２

大研修室
第３

大研修室
第４

テーマ

H-3

講　師
参加費500円

講演①「介護保険制度における福祉用具サービスのあり方と
 介護現場における効果的な介護ロボットの活用」
講演②「地域包括ケアシステムの推進～これからの地域づくり戦略～」

未曾有の少子高齢化を迎えた日本は今後、医療・介護ニーズが急速に増加し、一方で社会保障の支え手（現役
世代）は急速に減少していきます。そういう環境下で国は今後、地域包括ケアシステムをどのような戦略で推
進・実現していくのか？制度そして介護サービスをどのように展開させていくのか？この講演会では、厚労省
の高齢者支援、地域包括ケアシステム推進を担当する講師に、これからの施策・方向性について解説頂き、
2021年報酬改定に対応するヒントにしたいと思います。介護サービスに関わる全ての皆さんは必聴です！

厚労省 特別講演会

２階 中ホール
①15:00～16:00
②16:00～17:00

10/5
（土）

定 員

200
名様

要
予
約

講演①長倉 寿子 氏
なが　 くら　　  ひさ　   こ

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
福祉用具・住宅改修指導官
介護ロボット開発・普及推進室 室長補佐

講演②平嶋 由人 氏
ひら　 しま　　  よし　　と

厚生労働省 老健局 振興課
地域包括ケア推進係 係長

ターミナルケア対策講座

「看取りに取り組みたいけど漠然とした不安や怖さがある」「自分たちの看取り支援は対象者
にとって、本当によかったか？」と日々、模索しながらの実践ではないでしょうか？この講座で
は、ターミナルケアの核となるACP（意思決定支援）と看取りに必要な医療的知識とマネジメ
ントを中心に、実践に活かすために必要な援助的関係（どのようなことを観察し、伝えれば良
いのか）についてお伝えします。看取り支援の本質を理解し、多職種協働を目指しましょう！

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「尊厳を守る看取り支援」

講　師

金子 美千代 氏
かね　  こ　　　  み　　 ち 　　よ

元 鹿児島大学 医学部 保健学科　島嶼・地域ナース育成センター 特任講師
一般社団法人 日本訪問看護認定看護師協議会 理事

参加費500円

I-2

人財育成講座

加速する人口減少時代の医療・介護の将来を考えればこそ、残された時間を理解し、自法人
のあるべき未来の姿を目標設定しなければならない。それに向けた項目をいつまでに行わ
なければならないかなどを創造できるヒントをお伝えします！2040年からの生き残りを
見据えた組織強化の手法とその具体策など管理職と、管理職を目指す皆さんは必聴です。

３階 中研修室 第１３階 中研修室 第１
15:15 ～16:45

定 員

50
名様

要
予
約

10/5
（土）

「『2040年：多元的社会における地域包括
ケアシステム』から読み解く人材育成の進め方」

講　師

山下 美貴子 氏
やま　 した　　　み　　 き 　　こ

らしさサポート株式会社 代表取締役
福祉・介護・医療経営戦略コンサルタント

参加費500円

K-3 鹿児島県介護福祉士会特別セミナー

急激に高齢化が進む我が国にとって、介護福祉士の役割は重要で期待も益々高まっています。超高
齢社会を支えていくためには、より高い専門性と豊かな人間性を兼ね備えた人材の育成が不可
欠。平成29年度、厚生労働省における今後の介護福祉士の在り方についての報告書がまとめら
れ、新たな介護福祉士像が示されました。多様化するニーズと共に、担い手も多様化する我が国に
おける介護福祉士の未来について、制度動向を踏まえながら皆さんと一緒に考えるセミナーです。

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「介護の魅力と専門性を考える」

講　師

石本 淳也 氏
いし　 もと　　じゅん　 や

一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長
（公益社団法人 日本介護福祉士会 会長）

M-3 ふくせん特別セミナー

国が進める地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担う福祉用具サービス。30
年改定では、利用者に対する「複数提案」、ケアマネジャーに対する「サービス計画
書の交付」が義務付けられ、いよいよ福祉用具専門相談員が専門性を発揮できる時
代となりました。この講座では、現在の福祉用具サービスの課題は何か、国に求めら
れている事は何かなど、次期制度改正に向けて準備しておくべき事を学びます。

４階 大研修室 第４ ４階 大研修室 第４ 
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「これからの福祉用具サービスに期待
されること～次期制度改正に向けて～」

講　師

岩元 文雄 氏
いわ　 もと　　  ふみ　  お

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

非会員1,000円

N-1

褥瘡ケア対策セミナー

褥瘡ケアの基本は、ともすれば「傷の処置」ばかりに追われてしまう事もあります。しかし、褥瘡は、その
方の生活の中でできてしまうものなので、生活全体のアセスメントと、生活の中でのキュアとケアが必
要となります。また、チームで取り組む際には、チーム全員が、褥瘡ケアの基礎やそのケアの根拠を理解
して患者さんやご利用者さんに関わらなければ改善出来ません。ここでは、既にご存知の話も含め、基
礎的なところをお話しします。看護師はもちろん、医療・介護に携わる皆さんにお薦めのセミナー！

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「褥瘡ケアを基礎から学ぼう！」

講　師

種子田 美穂子 氏
た　　 ね　　 だ　　 　 み　　 ほ　　 こ

NPO法人 日本コンチネンス協会 九州支部 副支部長
コンチネンスアドバイザー、看護師

参加費500円

I-3医療・介護連携講座（認知症）

認知症の方は、今自分がおかれている状況がわからない「不安という苦痛」を24時間体験してい
ますが、それを言葉で表現することが苦手です。その結果BPSD（行動心理徴候）で苦痛を表現
します。BPSDとして訴えられる「苦痛」を医療と介護が共に理解することで、個人の尊厳が保た
れ「尊厳を持って最後まで自分らしく」という人生の目標が開けるのです。事例を通じて共に考え
てみましょう。ケアマネジャーはもちろん医療・介護に携わる皆さんにお薦めの講座です。

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「尊厳を持って最後まで自分らしく～認知症の方が
    体験する苦痛を『医療・介護』で共に理解する～」

講　師

古城 裕喜 氏
こ　  じょう　　 ゆう　  き

オフィス藤田有限会社 代表取締役
NPO介護島県介護支援専門員協議会 理事
看護師/主任介護支援専門員

参加費500円

I-1

講　師

種子田 美穂子 氏
た 　  ね　　だ　　   み　　ほ　　こ

M-1 排泄ケア対策講座

気持ち良い排便ケアは、「出し過ぎず、できるだけ便の
性状を整える」が基本となります。薬剤を使用するだけ
でなく、その人の身体の中で何が起こっているのかアセ
スメントし、根拠に基づくチームケアを実践、「薬剤でど
うやって便を出すのか、止めるのか」だけでなく、その人
の生活に寄り添った気持ち良い排便ケアを提案したい
と思います。

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

NPO法人 日本コンチネンス協会
九州支部 副支部長
コンチネンスアドバイザー
看護師

「できるだけ薬剤に頼らない気持ち良い排便ケア
 ～明日からチームで取り組めるアセスメントとケア～」

講師 湯脇 稔 氏
ゆ　　わき　　 みのる

株式会社カクイックス ウィング 作業療法士

参加費500円

「健康長寿社会と神経難病患者の在宅療養支援」
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、人工呼吸器の使用判断、
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、ケアマネージャーなど特に
専門職の皆さんは必聴です！

４階 大研修室 第４ ４階 大研修室 第４ 
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

講　師

福永 秀敏 氏
ふく  なが　　ひで　とし

鹿児島県重症難病ネットワーク協議会 会長
鹿児島県難病相談・支援センター 所長
前 鹿児島共済会 南風病院 院長

N-3 難病支援対策セミナー

参加費500円

「失敗しない、迷わない認知症の介護のために
～介護の現場で遭遇しやすい認知症ケアのポイント～」
2025年には65歳以上の約5人に1人
を占める見込みの認知症高齢者。認知
症の人を支える専門職が、認知症の種
類・症状を正しく理解して、スムーズか
つ適切にケアすることが重要です。こ
のセミナーでは認知症を熟知した専門
医師に、「迷わない」効果的なケアや家
族への適切なアドバイスポイントなど
を学びます。医療・介護に関わる皆さ
んは必聴です！

４階 大研修室 第４ ４階 大研修室 第４ 
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

講　師

猪鹿倉 忠彦 氏
い　　が　 くら　  ただ　ひこ

医療法人猪鹿倉会 パールランド病院 院長
医学博士、日本認知症学会専門医
日本老年精神医学学会専門医、認知症サポート医

N-2 認知症ケア対策講座

参加費500円

J-1 J-2 J-3

H-1 H-2 H-3

I-1 I-2 I-3

J-1 J-2 J-3

K-1 K-2 K-3

L-1 L-2 L-3

M-1 M-2 M-3

N-1 N-2 N-3

10:00～11:30
介護支援専門員協会鹿児島

特別シンポジウム
「みんなで語ろう人生会議（ACP）
～意思決定支援介護支援専門員に

何ができるのか～」

12:30～14:00
東京五輪応援企画

世界で戦うトップ・パラアスリート対談
「乗り越えてきた壁と、 
限りなき可能性への挑戦」
上與那原寛和 氏 ・ 是友京介 氏

15:00～17:00
厚労省特別講演会

講演①「介護保険制度における福祉用具サービスのあり方と
介護現場における効果的な介護ロボットの活用」

講師/長倉寿子氏
講演②「地域包括ケアシステムの推進～これからの地域づくり戦略～」

講師/平嶋由人 氏

10:30～12:00
医療・介護連携講座（認知症）

「尊厳を持って最後まで自分らしく
～認知症の方が体験する苦痛を
『医療・介護』で共に理解する～」

講師/古城裕喜 氏

9:35～10:35
鹿児島県訪問リハビリテーション
研究会公開講座

「訪問リハビリテーション
導入における諸制度の理解」
講師/戸田博之 氏

10:45～12:15
鹿児島県訪問リハビリテーション研究会公開講座

「在宅医療・介護の
リスク管理の考え方について」

講師/久松憲明 氏

13:05～14:35
鹿児島県訪問リハビリテーション研究会公開講座

「最新の住宅改修と
福祉用具の活用法」
講師/湯脇稔 氏

13:00～14:30
ターミナルケア対策講座

「尊厳を守る看取り支援」
講師/金子美千代 氏

15:15～16:45
褥瘡ケア対策セミナー

「褥瘡ケアを基礎から学ぼう！」
講師/種子田美穂子 氏

10:30～12:00
口腔ケア対策講座

「口腔機能の変化に合わせた
口腔ケアと支援」
講師/上原紀子 氏 

13:00～14:30
モティベーションアップセミナー
「色の持つ不思議なチカラ
～自分の色を知って

充実の日々を送ろう！～」
講師/片田梨惠 氏

15:15～16:45
人財育成講座

「『2040年：多元的社会における
地域包括ケアシステム』から
読み解く人材育成の進め方」

講師/山下美貴子 氏

10:00～11:30
特別教養セミナー

「世界に誇れる鹿児島の食文化
～食の大切さと知っておくべき常識～」

講師/梛木春幸 氏

12:30～14:00
スキルアップセミナー

「『身寄り』不在による問題への
対応とこれから」
講師/廣野拓 氏

15:00～16:30
権利擁護講座 

「高齢者の虐待と権利擁護を考える」
講師/西野浩朗 氏

10:00～11:30
排泄ケア対策講座

「できるだけ薬剤に頼らない
気持ち良い排便ケア～明日からチームで
取り組めるアセスメントとケア～」

講師/種子田美穂子 氏

12:20～14:10
介護ロボット鹿児島フォーラム
「鹿児島県の取り組みと、 

介護現場における介護ロボットの活用」
講師/田之上勇二氏、森山由香 氏、楠元寛之 氏 

15:00～16:30
鹿児島県介護福祉士会 特別セミナー
「介護の魅力と専門性を考える」

講師/石本淳也 氏

10:30～12:00
ふくせん特別セミナー

「これからの福祉用具サービスに
期待されること

～次期制度改正に向けて～」
講師/岩元文雄 氏

13:00～14:30
認知症ケア対策講座

「失敗しない、迷わない認知症の
介護のために～介護の現場で
遭遇しやすい認知症ケアのポイント～」

講師/猪鹿倉忠彦 氏

15:15～16:45
難病支援対策セミナー
「健康長寿社会と

神経難病患者の在宅療養支援」
講師/福永秀敏 氏



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

「みんなで語ろう人生会議（ACP）
～意思決定支援、介護支援専門員に何ができるのか～」
自らが望む人生の最終段階における医
療・ケアについて、前もって考え、関係者
等と繰り返し話し合い共有する取組み「ア
ドバンス・ケア・プランニング（ACP）」愛
称は「人生会議」。利用者が大切にしてい
ることや望んでいること、どこで、どのよ
うな医療・ケアを望むかを考え、信頼する
人たちと話し合い共有し、実現を目指す。
もしくは実現する。そのために私達は専門
職として何ができるのか。協会独自の
「ACPノート（仮称）」作成に先駆けて多
職種で討論します。ケアマネジャーはもち
ろん、介護・医療職必聴のセミナーです。

２階 中ホール２階 中ホール
10:00 ～11:30

定 員

200
名様

要
予
約10/5

（土）

座　長

H-1 介護支援専門員協会鹿児島 特別シンポジウム

阿久根 平 氏
あ　  く　  ね　   たいら

NPO法人 介護支援専門員協会鹿児島 常務理事

M-2 介護ロボット鹿児島フォーラム

「鹿児島県の取り組みと、介護現場における介護ロボットの活用」

厚生労働省は、介護ロボットの普及・啓発を一層推進する取り
組みとして、介護現場での介護ロボットの適切かつ効果的な導
入と利活用を促進するため、地域におけるフォーラムを開催し
ています。この講演会では、自治体の取組やこの事業に関する
成果・活動報告、実際の施設導入による活用状況・効果などを
県内外の講師に説明・報告して頂きます。特に介護ロボット導
入を検討する施設関係者、福祉用具事業者は必聴の講演会！

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
12:20 ～14:10

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

森山講師 森山講師

講　師 講演①田之上勇二 氏

講演②森山由香 氏 

講演③楠元寛之 氏
くす　もと  ひろ   ゆき

もり  やま　 ゆ　  か

 た　  の　 うえ　ゆう　 じ

社会福祉法人野の花会 法人本部 理学療法士 

（広島市）社会福祉法人三篠会 介護老人保健施設ひうな荘 リハビリ部長
ニーズ・シーズ連携協調協議会プロジェクトコーディネーター

鹿児島県高齢者生き生き推進課 介護保険室長補佐兼事業者指導係長

楠元講師

講　師

廣野 拓 氏
ひろ　  の　　　 たく

鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会
会長

L-2 スキルアップセミナー

身寄りがなく、家族による支援を受けられない人達が、
医療同意、介護サービス利用、住居契約等の場面で排除
されるという『身寄り』問題が今起きています。単身高
齢世帯の割合が全国1位の当県では、高齢単身世帯の増
加に伴い、問題の広まりと深刻化が予想されます。『身
寄り』問題に関する最新情報、法的知識の整理、権利擁
護に必要な視点をお伝えし、2020年4月民法改正へ向
け理解しておくポイントについても触れる講座です。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（土）

「『身寄り』不在による
 問題への対応とこれから」

講　師

西野 浩朗 氏
にし　　の　　　 ひろ　あき

公益社団法人 鹿児島県社会福祉士会
権利擁護委員会 委員長

L-3 権利擁護講座

自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重され
ること、つまり人生を尊厳をもって過ごすということは、
介護の必要の有無に関わらず誰もが望むことです。しか
し現実には、家族や親族などが高齢者の人権を侵害する
『高齢者虐待』が問題となっています。高齢者虐待を防
ぐためにはどのような対策が必要か？介護者を追い詰
めないためには何が必要なのか？この講座では経験豊
かな講師が実際の事例を示しながら解説します。

３階 中研修室 第２３階 中研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（土）

「高齢者の虐待と
 権利擁護を考える」

講　師

梛木 春幸 氏
な　　  ぎ　　  しゅん　こう

株式会社 樹楽 代表取締役
食育日本料理家

L-1 特別教養セミナー

講師の画期的なアイデアと技術で開発された「桜島灰干し
弁当」は九州駅弁大会グランプリで準優勝、2015年には
TV番組「ガイヤの夜明け」でも取り上げられ大きな話題と
なりました。現在もフランス日本大使公邸で日本料理の講
義・実演を定期的に行うなど、国内のみならず海外でも注目
される料理家です。この講座では、食材の宝庫である鹿児
島の食の魅力や、知って得する和食のマナー・常識について
学びます。食に興味を持つ全ての人にお薦めの特別講座！

３階 中研修室 第２ ３階 中研修室 第２ 
10:00 ～11:30

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（土）

「世界に誇れる鹿児島の食文化
 ～食の大切さと知っておくべき常識～」

講　師

片田 梨惠 氏
かた　  だ　　　  り　　 え

Miracle Heart 代表
カラーセラピスト、メイクアナリスト
日本カラーコーディネーター協会認定講師
看護師

K-2 モティベーションアップセミナー

カラーセラピーは色の持つ不思議な力を利用して心の
癒しを目指すものです。自分に合う色を知れば、仕事も
プライベートも、より彩のある楽しい日常生活に出来る
かもしれません。この講座では、今話題の講師が、セミ
ナー参加者の一人ひとりの簡易カラー診断をして、「そ
の人の色」を教えてくれます。人気講座につき、お申し
込みはお早めに！

３階 中研修室 第１３階 中研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

30
名様

要
予
約10/5

（土）

「色の持つ不思議なチカラ～自分の
色を知って充実の日々を送ろう！～」

参加費500円講　師

上原 紀子 氏
うえ　 はら　　  のり　  こ

公益社団法人鹿児島県歯科衛生士会会員
認定歯科衛生士
（口腔機能・居宅療養管理指導分野）

K-1 口腔ケア対策講座

要介護高齢者にとって口腔ケアは安全を確保するために
とても重要です。高齢者の口腔機能の維持と口腔衛生
を支援するために年齢とともに変化する口腔について
知っていただき、「誤嚥性肺炎」「口腔乾燥」「口腔機能
の低下」を予防するためのケア方法をご紹介。経験豊か
な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。

３階 中研修室 第１３階 中研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

50
名様

要
予
約10/5

（土）

「口腔機能の変化に
合わせた口腔ケアと支援」

講師 戸田 博之 氏
と　　 だ　　　 ひろ　 ゆき

医療法人平和会 ひさまつクリニック
理学療法士

J-1

J-2
J-3

鹿児島県訪問リハビリテーション研究会 公開講座

鹿児島県訪問リハビリテーション研究会主催の特別公開講座です。セラピスト会員に限らず、職種問わずどなたでも参
加できます。各講座とも30名限定ですので、お申し込みはお早めに！

３階 大研修室 第２３階 大研修室 第２
【J-1】9:35～10:35 【J-2】10:45～12:15 【J-3】13:05～14:35

定 員

30
名様

要
予
約10/5

（土）

「訪問リハビリテーション導入における諸制度の理解
～現場でよくある質問にお答えします～」
「在宅医療・介護のリスク管理の考え方について」
「最新の住宅改修と福祉用具の活用法」

参加費500円

講師 久松 憲明 氏
ひさ　 まつ　　  のり　 あき

医療法人平和会 ひさまつクリニック
院長/医師

参加費500円

福祉用具の日2019/
福祉機器展 & セミナー
inかごしま

快護生活フェス!

2日目

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!

２
階

３
階

４
階

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00【10月5日土】

9:00～17:30　最新福祉機器の展示・体験会大ホール
展示ロビー

中ホール

介護実習・
普及センター
展示場

大研修室
第１

大研修室
第２

中研修室
第１

中研修室
第２

大研修室
第３

大研修室
第４

テーマ

H-3

講　師
参加費500円

講演①「介護保険制度における福祉用具サービスのあり方と
 介護現場における効果的な介護ロボットの活用」
講演②「地域包括ケアシステムの推進～これからの地域づくり戦略～」

未曾有の少子高齢化を迎えた日本は今後、医療・介護ニーズが急速に増加し、一方で社会保障の支え手（現役
世代）は急速に減少していきます。そういう環境下で国は今後、地域包括ケアシステムをどのような戦略で推
進・実現していくのか？制度そして介護サービスをどのように展開させていくのか？この講演会では、厚労省
の高齢者支援、地域包括ケアシステム推進を担当する講師に、これからの施策・方向性について解説頂き、
2021年報酬改定に対応するヒントにしたいと思います。介護サービスに関わる全ての皆さんは必聴です！

厚労省 特別講演会

２階 中ホール
①15:00～16:00
②16:00～17:00

10/5
（土）

定 員

200
名様

要
予
約

講演①長倉 寿子 氏
なが　 くら　　  ひさ　   こ

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
福祉用具・住宅改修指導官
介護ロボット開発・普及推進室 室長補佐

講演②平嶋 由人 氏
ひら　 しま　　  よし　　と

厚生労働省 老健局 振興課
地域包括ケア推進係 係長

ターミナルケア対策講座

「看取りに取り組みたいけど漠然とした不安や怖さがある」「自分たちの看取り支援は対象者
にとって、本当によかったか？」と日々、模索しながらの実践ではないでしょうか？この講座で
は、ターミナルケアの核となるACP（意思決定支援）と看取りに必要な医療的知識とマネジメ
ントを中心に、実践に活かすために必要な援助的関係（どのようなことを観察し、伝えれば良
いのか）についてお伝えします。看取り支援の本質を理解し、多職種協働を目指しましょう！

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「尊厳を守る看取り支援」

講　師

金子 美千代 氏
かね　  こ　　　  み　　 ち 　　よ

元 鹿児島大学 医学部 保健学科　島嶼・地域ナース育成センター 特任講師
一般社団法人 日本訪問看護認定看護師協議会 理事

参加費500円

I-2

人財育成講座

加速する人口減少時代の医療・介護の将来を考えればこそ、残された時間を理解し、自法人
のあるべき未来の姿を目標設定しなければならない。それに向けた項目をいつまでに行わ
なければならないかなどを創造できるヒントをお伝えします！2040年からの生き残りを
見据えた組織強化の手法とその具体策など管理職と、管理職を目指す皆さんは必聴です。

３階 中研修室 第１３階 中研修室 第１
15:15 ～16:45

定 員

50
名様

要
予
約

10/5
（土）

「『2040年：多元的社会における地域包括
ケアシステム』から読み解く人材育成の進め方」

講　師

山下 美貴子 氏
やま　 した　　　み　　 き 　　こ

らしさサポート株式会社 代表取締役
福祉・介護・医療経営戦略コンサルタント

参加費500円

K-3 鹿児島県介護福祉士会特別セミナー

急激に高齢化が進む我が国にとって、介護福祉士の役割は重要で期待も益々高まっています。超高
齢社会を支えていくためには、より高い専門性と豊かな人間性を兼ね備えた人材の育成が不可
欠。平成29年度、厚生労働省における今後の介護福祉士の在り方についての報告書がまとめら
れ、新たな介護福祉士像が示されました。多様化するニーズと共に、担い手も多様化する我が国に
おける介護福祉士の未来について、制度動向を踏まえながら皆さんと一緒に考えるセミナーです。

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「介護の魅力と専門性を考える」

講　師

石本 淳也 氏
いし　 もと　　じゅん　 や

一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長
（公益社団法人 日本介護福祉士会 会長）

M-3 ふくせん特別セミナー

国が進める地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担う福祉用具サービス。30
年改定では、利用者に対する「複数提案」、ケアマネジャーに対する「サービス計画
書の交付」が義務付けられ、いよいよ福祉用具専門相談員が専門性を発揮できる時
代となりました。この講座では、現在の福祉用具サービスの課題は何か、国に求めら
れている事は何かなど、次期制度改正に向けて準備しておくべき事を学びます。

４階 大研修室 第４ ４階 大研修室 第４ 
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「これからの福祉用具サービスに期待
されること～次期制度改正に向けて～」

講　師

岩元 文雄 氏
いわ　 もと　　  ふみ　  お

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

非会員1,000円

N-1

褥瘡ケア対策セミナー

褥瘡ケアの基本は、ともすれば「傷の処置」ばかりに追われてしまう事もあります。しかし、褥瘡は、その
方の生活の中でできてしまうものなので、生活全体のアセスメントと、生活の中でのキュアとケアが必
要となります。また、チームで取り組む際には、チーム全員が、褥瘡ケアの基礎やそのケアの根拠を理解
して患者さんやご利用者さんに関わらなければ改善出来ません。ここでは、既にご存知の話も含め、基
礎的なところをお話しします。看護師はもちろん、医療・介護に携わる皆さんにお薦めのセミナー！

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「褥瘡ケアを基礎から学ぼう！」

講　師

種子田 美穂子 氏
た　　 ね　　 だ　　 　 み　　 ほ　　 こ

NPO法人 日本コンチネンス協会 九州支部 副支部長
コンチネンスアドバイザー、看護師

参加費500円

I-3医療・介護連携講座（認知症）

認知症の方は、今自分がおかれている状況がわからない「不安という苦痛」を24時間体験してい
ますが、それを言葉で表現することが苦手です。その結果BPSD（行動心理徴候）で苦痛を表現
します。BPSDとして訴えられる「苦痛」を医療と介護が共に理解することで、個人の尊厳が保た
れ「尊厳を持って最後まで自分らしく」という人生の目標が開けるのです。事例を通じて共に考え
てみましょう。ケアマネジャーはもちろん医療・介護に携わる皆さんにお薦めの講座です。

３階 大研修室 第１３階 大研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約

10/5
（土）

「尊厳を持って最後まで自分らしく～認知症の方が
    体験する苦痛を『医療・介護』で共に理解する～」

講　師

古城 裕喜 氏
こ　  じょう　　 ゆう　  き

オフィス藤田有限会社 代表取締役
NPO介護島県介護支援専門員協議会 理事
看護師/主任介護支援専門員

参加費500円

I-1

講　師

種子田 美穂子 氏
た 　  ね　　だ　　   み　　ほ　　こ

M-1 排泄ケア対策講座

気持ち良い排便ケアは、「出し過ぎず、できるだけ便の
性状を整える」が基本となります。薬剤を使用するだけ
でなく、その人の身体の中で何が起こっているのかアセ
スメントし、根拠に基づくチームケアを実践、「薬剤でど
うやって便を出すのか、止めるのか」だけでなく、その人
の生活に寄り添った気持ち良い排便ケアを提案したい
と思います。

４階 大研修室 第３４階 大研修室 第３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

NPO法人 日本コンチネンス協会
九州支部 副支部長
コンチネンスアドバイザー
看護師

「できるだけ薬剤に頼らない気持ち良い排便ケア
 ～明日からチームで取り組めるアセスメントとケア～」

講師 湯脇 稔 氏
ゆ　　わき　　 みのる

株式会社カクイックス ウィング 作業療法士

参加費500円

「健康長寿社会と神経難病患者の在宅療養支援」
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、人工呼吸器の使用判断、
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、ケアマネージャーなど特に
専門職の皆さんは必聴です！

４階 大研修室 第４ ４階 大研修室 第４ 
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

講　師

福永 秀敏 氏
ふく  なが　　ひで　とし

鹿児島県重症難病ネットワーク協議会 会長
鹿児島県難病相談・支援センター 所長
前 鹿児島共済会 南風病院 院長

N-3 難病支援対策セミナー

参加費500円

「失敗しない、迷わない認知症の介護のために
～介護の現場で遭遇しやすい認知症ケアのポイント～」
2025年には65歳以上の約5人に1人
を占める見込みの認知症高齢者。認知
症の人を支える専門職が、認知症の種
類・症状を正しく理解して、スムーズか
つ適切にケアすることが重要です。こ
のセミナーでは認知症を熟知した専門
医師に、「迷わない」効果的なケアや家
族への適切なアドバイスポイントなど
を学びます。医療・介護に関わる皆さ
んは必聴です！

４階 大研修室 第４ ４階 大研修室 第４ 
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（土）

講　師

猪鹿倉 忠彦 氏
い　　が　 くら　  ただ　ひこ

医療法人猪鹿倉会 パールランド病院 院長
医学博士、日本認知症学会専門医
日本老年精神医学学会専門医、認知症サポート医

N-2 認知症ケア対策講座

参加費500円

J-1 J-2 J-3

H-1 H-2 H-3

I-1 I-2 I-3

J-1 J-2 J-3

K-1 K-2 K-3

L-1 L-2 L-3

M-1 M-2 M-3

N-1 N-2 N-3

10:00～11:30
介護支援専門員協会鹿児島

特別シンポジウム
「みんなで語ろう人生会議（ACP）
～意思決定支援介護支援専門員に

何ができるのか～」

12:30～14:00
東京五輪応援企画

世界で戦うトップ・パラアスリート対談
「乗り越えてきた壁と、 
限りなき可能性への挑戦」
上與那原寛和 氏 ・ 是友京介 氏

15:00～17:00
厚労省特別講演会

講演①「介護保険制度における福祉用具サービスのあり方と
介護現場における効果的な介護ロボットの活用」

講師/長倉寿子氏
講演②「地域包括ケアシステムの推進～これからの地域づくり戦略～」

講師/平嶋由人 氏

10:30～12:00
医療・介護連携講座（認知症）

「尊厳を持って最後まで自分らしく
～認知症の方が体験する苦痛を
『医療・介護』で共に理解する～」

講師/古城裕喜 氏

9:35～10:35
鹿児島県訪問リハビリテーション
研究会公開講座

「訪問リハビリテーション
導入における諸制度の理解」
講師/戸田博之 氏

10:45～12:15
鹿児島県訪問リハビリテーション研究会公開講座

「在宅医療・介護の
リスク管理の考え方について」

講師/久松憲明 氏

13:05～14:35
鹿児島県訪問リハビリテーション研究会公開講座

「最新の住宅改修と
福祉用具の活用法」
講師/湯脇稔 氏

13:00～14:30
ターミナルケア対策講座

「尊厳を守る看取り支援」
講師/金子美千代 氏

15:15～16:45
褥瘡ケア対策セミナー

「褥瘡ケアを基礎から学ぼう！」
講師/種子田美穂子 氏

10:30～12:00
口腔ケア対策講座

「口腔機能の変化に合わせた
口腔ケアと支援」
講師/上原紀子 氏 

13:00～14:30
モティベーションアップセミナー
「色の持つ不思議なチカラ
～自分の色を知って

充実の日々を送ろう！～」
講師/片田梨惠 氏

15:15～16:45
人財育成講座

「『2040年：多元的社会における
地域包括ケアシステム』から
読み解く人材育成の進め方」

講師/山下美貴子 氏

10:00～11:30
特別教養セミナー

「世界に誇れる鹿児島の食文化
～食の大切さと知っておくべき常識～」

講師/梛木春幸 氏

12:30～14:00
スキルアップセミナー

「『身寄り』不在による問題への
対応とこれから」
講師/廣野拓 氏

15:00～16:30
権利擁護講座 

「高齢者の虐待と権利擁護を考える」
講師/西野浩朗 氏

10:00～11:30
排泄ケア対策講座

「できるだけ薬剤に頼らない
気持ち良い排便ケア～明日からチームで
取り組めるアセスメントとケア～」

講師/種子田美穂子 氏

12:20～14:10
介護ロボット鹿児島フォーラム
「鹿児島県の取り組みと、 

介護現場における介護ロボットの活用」
講師/田之上勇二氏、森山由香 氏、楠元寛之 氏 

15:00～16:30
鹿児島県介護福祉士会 特別セミナー
「介護の魅力と専門性を考える」

講師/石本淳也 氏

10:30～12:00
ふくせん特別セミナー

「これからの福祉用具サービスに
期待されること

～次期制度改正に向けて～」
講師/岩元文雄 氏

13:00～14:30
認知症ケア対策講座

「失敗しない、迷わない認知症の
介護のために～介護の現場で
遭遇しやすい認知症ケアのポイント～」

講師/猪鹿倉忠彦 氏

15:15～16:45
難病支援対策セミナー
「健康長寿社会と

神経難病患者の在宅療養支援」
講師/福永秀敏 氏



FAX送信先 099-204-0003
【福祉用具の日2019/福祉機器展＆セミナーinかごしま】セミナー参加申込書
下記申込み欄に記入、希望セミナーの参加申込欄に○印をしてFAX又はインターネットで申込み下さい。
お申込みは先着順となり、定員となり次第締め切らせて頂きます。※お申込みの最終締切は９月30日とさせて頂きます。

≪個人情報の取扱について≫
※取得致しました個人情報は、本セミナーに関連したご案内と情報提供を行うために必要な範囲内においてのみ利用させて頂きます。

担 当 印

メールアドレス（※受付番号を順次お送りしますので、FAX、メールアドレスのない方は、ご住所をご記入ください。）

職種に○印をして下さい 医師  ・  薬剤師  ・   看護師  ・  セラピスト  ・   介護職  ・  ケアマネージャー  ・  SW（MSW）  ・  施設職員  ・  福祉用具  ・  行政  ・  学生  ・  一般

希望します

参加希望者名 事業所名/ご勤務先名 市町村名 ご連絡先（TEL） ご連絡先（FAX）

今後、セミナーや展示会のご案内をご希望の方はチェックを入れてください。

キ
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リ
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リ
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リ

インターネットでの
お申し込みはこちら
http://bit.ly/2NV93EE

鹿児島市山下町14-50会場のご案内

福祉機器メーカー・商社63社による

南九州最大規模の展示会!

鹿児島市谷山港1-2-7㈱カクイックスウィング内福祉用具の日2019
イベント開催事務局　

〒891-0131

099-204-0003
お問い
合わせ先 099-261-4114TEL
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護
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ス
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【事務局】

今話題の
介護ロボットも数多く展示！！

かごしま県民交流センター

※会場に駐車場はございますが、できるだけ公共交通
　機関をご利用頂きますようお願い致します。
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西郷隆盛像
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市立美術館
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鹿児島市役所
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朝日通電停 市役所前電停 水族館口電停

かごしま県民
交流センター

セラ602
駐車場

介護ロボット鹿児島フォーラム併催

ベッド
介護ロボット

パラマウントベッド株式会社
シーホネンス株式会社
フランスベッド株式会社
株式会社プラッツ
メイワ医科工業株式会社

床ずれ防止用具　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社ケープ
株式会社タイカ
株式会社モルテン
株式会社カクイックス

入浴・排泄用品
介護ロボット

アロン化成株式会社
パナソニック エイジフリー株式会社
アイ・ソネックス株式会社
ＴＯＴＯ九州販売株式会社
ユニ・チャーム株式会社
大王製紙株式会社
日本製紙クレシア株式会社

リフト

明電興産株式会社
株式会社ミクニ ライフ＆オート
株式会社モリトー
株式会社いうら
株式会社コムラ製作所

車いす
介護ロボット

日進医療器株式会社
株式会社松永製作所
株式会社カワムラサイクル
株式会社ミキ
ラックヘルスケア株式会社
株式会社スズキ自販鹿児島
熊本ヤマハ株式会社
アビリティーズ・ケアネット株式会社
株式会社ユーキ・トレーディング
株式会社加地

生活用品
コミュニケーション機器

介護ロボット

ピジョンタヒラ株式会社
九州エンゼル株式会社
徳武産業株式会社
アサヒシューズ株式会社
ミズノ株式会社
株式会社豊通オールライフ
株式会社ウェルファン
山形屋商事株式会社
株式会社ケアマックスコーポレーション

義肢・装具 株式会社中礼義肢製作所 スロープ ケアメディックス株式会社
株式会社シコク

歩行器
シルバーカー
介護ロボット

株式会社イーストアイ
株式会社竹虎
株式会社幸和製作所
ウィズワン株式会社
株式会社島製作所
株式会社星光医療器製作所

通信機器
介護ロボット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社テクノスジャパン
株式会社バイオシルバー
ハカルプラス株式会社
積水ホームテクノ株式会社

住環境改善用品

矢崎化工株式会社
株式会社山口安製作所
クマリフト株式会社
DIPPER ホクメイ株式会社

食器・自助具 九セラ株式会社

栄養補助食品 ネスレ日本株式会社

補聴器 ワイデックス株式会社

感染症予防製品 株式会社サラヤ
介護技術ブース ナチュラルハートフルケアネットワーク

リハビリ機器 酒井医療株式会社
（順不同）



FAX送信先 099-204-0003
【福祉用具の日2019/福祉機器展＆セミナーinかごしま】セミナー参加申込書
下記申込み欄に記入、希望セミナーの参加申込欄に○印をしてFAX又はインターネットで申込み下さい。
お申込みは先着順となり、定員となり次第締め切らせて頂きます。※お申込みの最終締切は９月30日とさせて頂きます。

≪個人情報の取扱について≫
※取得致しました個人情報は、本セミナーに関連したご案内と情報提供を行うために必要な範囲内においてのみ利用させて頂きます。

担 当 印

メールアドレス（※受付番号を順次お送りしますので、FAX、メールアドレスのない方は、ご住所をご記入ください。）

職種に○印をして下さい 医師  ・  薬剤師  ・   看護師  ・  セラピスト  ・   介護職  ・  ケアマネージャー  ・  SW（MSW）  ・  施設職員  ・  福祉用具  ・  行政  ・  学生  ・  一般

希望します

参加希望者名 事業所名/ご勤務先名 市町村名 ご連絡先（TEL） ご連絡先（FAX）

今後、セミナーや展示会のご案内をご希望の方はチェックを入れてください。
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インターネットでの
お申し込みはこちら
http://bit.ly/2NV93EE

開催日 会　場 時　間 タイトル 講師氏名 所属／役職 参加申込（○印）

10/4　
（金）

A-1 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」

内田 正剛 氏 株式会社くますま 次長
一般社団法人 熊本県作業療法士会 会長

A-2 12：45～14：15
特別講演会

「介護保険制度と在宅介護のゆくえ
～2021年介護報酬改定に向けて～」

服部 万里子 氏 株式会社 服部メディカル研究所 代表取締役
一般社団法人 日本ケアマネジメント学会 理事（将来計画委員会長）

A-3 15：00～17：00
ノーリフティングケア講演会

「安全に安心して働ける職場づくりに向けて
～高知県の取り組みと成功事例に学ぶ～」

下元 佳子 氏
生き活きサポートセンターうぇるば高知 代表

一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク 代表理事
一般社団法人日本ノーリフト協会 理事

B-1 10：30～12：00
ターミナルケア対策講座

「『最期まで生ききる』ことを支える
～ACPってなに？どうあることが意思決定？～」

柳田 千草 氏 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

B-2 12：45～14：15
人生サバイバルセミナー

「挑戦し続ける心～人生で大切な仕事と
ライフワークについて～」

古木 圭介 氏 鹿児島県観光プロデューサー
NPO法人鹿児島グルメ都市企画（屋台村）理事長

B-3 15：00～16：30
認知症ケア対策講座

「認知症という病気が我々に
伝えようとしている事とは」

黒野 明日嗣 氏 公益財団法人 慈愛会 いづろ今村病院 院長 

C-1 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！」 藤崎 えり子 氏 公益社団法人

認知症の人と家族の会 鹿児島県支部 代表

C-2 12：30～14：00
スキルアップセミナー

「障がいのある方が介護保険になった時、
何が変わるのか～福祉用具を中心に～」

松野 浩二 氏 福岡市障がい者基幹相談支援センター 理学療法士

C-3 15：00～16：30
スキルアップセミナー

「よい自己決定を促すための
コミュニケーションを考えよう」

古城 順子 氏
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

D-1 10：30～12：00
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～」

岡部 巌 氏 サラヤ株式会社 メディカル事業本部 学術部

D-2 13：00～14：30
鹿児島県作業療法士協会特別セミナー

「福祉用具や家のものを活用した
自立支援と暮らし方」

田之上 友彦 氏 一般社団法人 鹿児島県作業療法士協会 理事
リハシップあい隈之城 管理者 

D-3 15：15～16：45
整理収納対策セミナー

「環境を整えて、居心地のいい空間を！
～職場と家庭に活かせる整理収納術～」

遠藤 陽子 氏
allday today代表

整理収納アドバイザー2級認定講師
整理収納アドバイザー１級、整理収納教育士

E-1 10：00～11：30
摂食・嚥下障害対策セミナー

「誤嚥は何故起こる？
そのメカニズムと誤嚥防止支援について」

松尾 康弘 氏 一般社団法人 鹿児島県言語聴覚士会 理事
鹿児島医療技術専門学校 言語聴覚療法学科 副学科長 

E-2 12:30～14：00
ライフプランニング講座

「家族で考える介護、相続、お金のこと
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

籾木 杏由美 氏
ソニー生命保険株式会社

鹿児島ライフプランナーセンター第１支社
ライフプランナー／ファイナンシャルプランナー

E-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～」

福元 直子 氏 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

F-1 10：30～12：00
接遇・マナー向上講座

「生きた言葉でコミュニケーション
～医療・福祉の現場で心がけたい接遇～」

中村 朋美 氏 office 中村朋美 代表/フリーアナウンサー

F-2 13：00～14：30 クレーム対策講座
「弁護士に学ぶクレーム予防法と対処法」 桃木野 聡 氏 桃木野総合法律事務所 代表 弁護士、

弁理士、米国ニューヨーク州弁護士

F-3 15：15～16：45
ケアマネジメント向上セミナー

「疾患別アプローチによる
ケアマネジメント標準化の視点について」

大峯 伸一 氏 地域密着型特別養護老人ホームわかば 施設長
一般社団法人 宮崎県介護支援専門員協会 副会長

G-1 9：30～12：30 介護技術実技講座
「明日から使える腰痛予防対策～移乗動作～」 ナチュラルハートフルケアネットワーク鹿児島

鹿児島市山下町14-50会場のご案内

福祉機器メーカー・商社63社による

南九州最大規模の展示会!

鹿児島市谷山港1-2-7㈱カクイックスウィング内福祉用具の日2019
イベント開催事務局　

〒891-0131

099-204-0003
お問い
合わせ先 099-261-4114TEL

快

護
生活フェ

ス
！

福

祉
用具
の日2019

Welfare equipment
Exhibition &
Seminar

【事務局】

今話題の
介護ロボットも数多く展示！！
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※会場に駐車場はございますが、できるだけ公共交通
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介護ロボット鹿児島フォーラム併催
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≪個人情報の取扱について≫
※取得致しました個人情報は、本セミナーに関連したご案内と情報提供を行うために必要な範囲内においてのみ利用させて頂きます。

担 当 印
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FAX送信先 099-204-0003
【福祉用具の日2019/福祉機器展＆セミナーinかごしま】セミナー参加申込書
下記申込み欄に記入、希望セミナーの参加申込欄に○印をしてFAX又はインターネットで申込み下さい。
お申込みは先着順となり、定員となり次第締め切らせて頂きます。※お申込みの最終締切は９月30日とさせて頂きます。

メールアドレス（※受付番号を順次お送りしますので、FAX、メールアドレスのない方は、ご住所をご記入ください。）

職種に○印をして下さい 医師  ・  薬剤師  ・   看護師  ・  セラピスト  ・   介護職  ・  ケアマネージャー  ・  SW（MSW）  ・  施設職員  ・  福祉用具  ・  行政  ・  学生  ・  一般

希望します

参加希望者名 事業所名/ご勤務先名 市町村名 ご連絡先（TEL） ご連絡先（FAX）

今後、セミナーや展示会のご案内をご希望の方はチェックを入れてください。

インターネットでの
お申し込みはこちら
http://bit.ly/2NV93EE

開催日 会　場 時　間 タイトル 講師氏名 所属／役職 参加申込（○印）

10/5　
（土）

H-1 10：00～11：30
介護支援専門員協会鹿児島 特別シンポジウム

「みんなで語ろう人生会議（ACP）
～意思決定支援、介護支援専門員に何ができるのか～」

（座長） 阿久根 平氏                                                                                        NPO法人 介護支援専門員協会鹿児島
常務理事

H-2 12：30～14：00
東京五輪応援企画

世界で戦うトップ・パラアスリート対談
「乗り越えてきた壁と、限りなき可能性への挑戦」

上與那原 寛和 氏
是友 京介 氏

SMBC日興証券株式会社
日進医療器株式会社

H-3
15：00～16：00

　　　　　　　　　厚労省 特別講演会①
「介護保険制度における福祉用具サービスのあり方と

介護現場における効果的な介護ロボットの活用」
長倉 寿子 氏

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
福祉用具・住宅改修指導官

介護ロボット開発・普及推進室 室長補佐

16：00～17：00 厚労省 特別講演会②
「地域包括ケアシステムの推進～これからの地域づくり戦略～」 平嶋 由人 氏 厚生労働省 老健局 振興課

地域包括ケア推進係 係長

I-1 10：30～12：00
医療・介護連携講座（認知症）

「尊厳を持って最後まで自分らしく
～認知症の方が体験する苦痛を『医療・介護』で共に理解する～」

古城 裕喜 氏
オフィス藤田有限会社 代表取締役

NPO介護島県介護支援専門員協議会 理事
看護師/主任介護支援専門員

I-2 13：00～14：30 ターミナルケア対策講座
「尊厳を守る看取り支援」 金子 美千代 氏 元 鹿児島大学 医学部 保健学科 島嶼・地域ナース育成センター 特任講師

一般社団法人 日本訪問看護認定看護師協議会 理事

I-3 15：15～16：45 褥瘡ケア対策セミナー
「褥瘡ケアを基礎から学ぼう！」 種子田 美穂子 氏

NPO法人 日本コンチネンス協会 九州支部 副支部長
コンチネンスアドバイザー

看護師

J-1 9：35～10：35
鹿児島県訪問リハビリテーション研究会 公開講座講演①

「訪問リハビリテーション導入における諸制度の理解
～現場でよくある質問にお答えします～」

戸田 博之 氏 医療法人平和会 ひさまつクリニック
理学療法士

J-2 10：45～12：15 鹿児島県訪問リハビリテーション研究会 公開講座講演②
「在宅医療・介護のリスク管理の考え方について」

久松 憲明 氏 医療法人平和会 ひさまつクリニック
院長/医師

J-3 13：05～14：35 鹿児島県訪問リハビリテーション研究会公開講座講演③
「最新の住宅改修と福祉用具の活用法」

湯脇 稔 氏 株式会社カクイックス ウィング 作業療法士

K-1 10：30～12：00 口腔ケア対策講座
「口腔機能の変化に合わせた口腔ケアと支援」 上原 紀子 氏 公益社団法人 鹿児島県歯科衛生士会会員 認定歯科衛生士

（口腔機能・居宅療養管理指導分野）

K-2 13：00～14：30
モティベーションアップセミナー
「色の持つ不思議なチカラ

～自分の色を知って充実の日々を送ろう！～」
片田 梨惠 氏

Miracle Heart 代表
カラーセラピスト、メイクアナリスト

日本カラーコーディネーター協会認定講師、看護師

K-3 15：15～16：45
人財育成講座

「『2040年：多元的社会における
地域包括ケアシステム』から読み解く人材育成の進め方

山下 美貴子 氏 らしさサポート株式会社 代表取締役
福祉・介護・医療経営戦略コンサルタント

L-1 10：00～11：30
特別教養セミナー

「世界に誇れる鹿児島の食文化
～食の大切さと知っておくべき常識～」

梛木 春幸 氏 株式会社 樹楽 代表取締役
食育日本料理家

L-2 12：30～14：00 スキルアップセミナー
「『身寄り』不在による問題への対応とこれから」 廣野 拓 氏 鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会 会長

L-3 15：00～16：30 権利擁護講座
「高齢者の虐待と権利擁護を考える」 西野 浩朗 氏 公益社団法人 鹿児島県社会福祉士会

権利擁護委員会 委員長

M-1 10：00～11：30
排泄ケア対策講座

「できるだけ薬剤に頼らない気持ち良い排便ケア
～明日からチームで取り組めるアセスメントとケア～」

種子田 美穂子 氏
NPO法人 日本コンチネンス協会 九州支部 副支部長

コンチネンスアドバイザー
看護師

M-2 12：20～14：10
介護ロボット鹿児島フォーラム

「鹿児島県の取り組みと、介護現場における
介護ロボットの活用」

講演①田之上勇二 氏
講演②森山由香 氏
講演③楠元寛之 氏 

①鹿児島県高齢者生き生き推進課 介護保険室長補佐兼事業者指導係長
②（広島市）社会福祉法人三篠会 介護老人保健施設ひうな荘 リハビリ部長 
　ニーズ・シーズ連携協調協議会プロジェクトコーディネーター
③社会福祉法人野の花会 法人本部 理学療法士

M-3 15：00～16：30 鹿児島県介護福祉士会特別セミナー
「介護の魅力と専門性を考える」 石本 淳也 氏 一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長

（公益社団法人 日本介護福祉士会 会長）

N-1 10：30～12：00
ふくせん特別セミナー

「これからの福祉用具サービスに期待されること～次
期制度改正に向けて～」

岩元 文雄 氏 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

N-2 13：00～14：30
認知症ケア対策講座

「失敗しない、迷わない認知症の介護のために
～介護の現場で遭遇しやすい認知症ケアのポイント～」

猪鹿倉 忠彦 氏
医療法人猪鹿倉会 パールランド病院 院長

医学博士、日本認知症学会専門医
日本老年精神医学学会専門医、認知症サポート医

N-3 15：15～16：45 難病支援対策セミナー
「健康長寿社会と神経難病患者の在宅療養支援」 福永 秀敏 氏

鹿児島県重症難病ネットワーク協議会 会長
鹿児島県難病相談・支援センター 所長

前 鹿児島共済会 南風病院 院長

参加費500円

H-3は2講演で参加費500円

参加費500円

参加費500円

参加費500円

参加費500円

参加費500円

参加費500円

参加費500円

参加費500円

非会員1,000円

参加費500円

参加費500円


