快護生活フェス！オンライン特別セミナー 協賛企業
※各社の最新福祉機器・介護ロボット製品を動画で紹介させて頂きます。
株式会社ケープ

床ずれ防止用具

フランスベッド株式会社

ベッド
介護ロボット

アロン化成株式会社
入浴・排泄用品
介護ロボット

シーホネンス株式会社

パナソニック エイジフリー
株式会社

株式会社プラッツ
日進医療器株式会社
株式会社松永製作所

車いす

株式会社ミキ
株式会社イーストアイ

歩行器

移動用リフト
介護ロボット

アイ・ソネックス株式会社

生活用品・介護ロボット

ピジョン タヒラ株式会社
株式会社テクノスジャパン

センサー
通信機器
介護ロボット

株式会社幸和製作所

住環境改善用品

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！

パラマウントベッド株式会社

矢崎化工株式会社

株式会社バイオシルバー
ハカルプラス株式会社
（順不同）

お申し込み・視聴方法

2021年

2/12

❷

❸

❹

QRコードを読み取り、
申込をする

申込完了通知を
お送りします

開催が近づいてきたら
視聴用URLとパスワードをお送りします

開催当日
開会時間前になったら

〈受信

サンプル

スマートフォン 等 のカメラ
で読み取ると「お申込ペー
ジ」が開きます。

▲

お申し込みは
こちらのQRコードから
アクセス
インターネットでの
お申し込みはこちら
https://bit.ly/3nkbpu9

お申込み後24時間以内に
申込完了メールが届かない
場合は、下記お問い合わせ
先へご連絡ください。

快護生活

フェス史上 初 !

申し込み手順は裏面をご覧ください

❶

スキャンするコードを見つけてください

介護ロボット鹿児島フォーラム併催

オンライン開催!

事前申込締切

プログラム全編をオンラインで開催します。
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からご参加いただけます。

知って得する 情報満載！

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。

フェス！
オンライン特別セミナー
from かごしま
2021年

2/23

㈷

9：50〜18：00
（入退室自由）

〈受信

URLを
タップ

視聴用URLとパスワードのご案内です

視聴用URLとパスワードのご案内です

視聴用URL
https://www.000000000

視聴用URL
https://www.000000000

パスワード
000000000

パスワード
0000000000000

こちらのメールは当日まで
保管しておいてください。

URL から視 聴ページへ
アクセ スし、パ スワード を
入力し、
視聴開始できます。

視聴にあたっての注意事項

・開会時間までに余裕をもってアクセスいただくことをおすすめいたします。
・通信環境が良い状態でご視聴ください。
・インターネット回線の突発的なトラブルによる講演の一時中断の可能性があることをご了承ください。
・お客様のインターネット環境に伴う閲覧の不具合に関しては当方は責任を負いかねます。

Specia l Webi na r f rom Kagosh i ma
（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
主 催： 鹿児島県社会福祉協議会

お問い
合わせ先

【福祉用具の日イベント開催事務局】

〒891- 0131 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

099-204-0003

Welfare equipment
Exhibition & Seminar

協

力： 全国福祉用具専門相談員協会 鹿児島県ブロック

後

援： 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、鹿児島県介護支援専門員協議会、介護支援専門員協会鹿児島、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、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、鹿児島県精
神保健福祉士協会、鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会、鹿児島県ホームヘルパー協会、認知症の人と家族の会、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、MBC南日本放送、KTS鹿児島テレビ、KKB鹿児島放送、KYT鹿児島読売テ
レビ、
（順不同）

［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

快護生活フェス!
︽タイムスケジュール︾

9:00

10:00
9:50

11:00

テーマ

12:00

❶10:00〜11:00

11:00〜11:30

❷11:30〜12:30

ふくせん特別セミナー

最新福祉機器・
介護ロボットを
動画でご紹介！

認知症ケア対策講座

開会 「2021年介護保険制度改正と
福祉用具サービスの未来」

オンライン特別セミナー fromかごしま

「認知症という病気の本当の
意味〜試される私たち〜」

講師／岩元 文雄 氏

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 !
13:00
12:30〜14:00

最新福祉機器・介護ロボットを
動画でご紹介！

講師／黒野 明日嗣 氏

❶10：00〜11：00

15:00
❸14:00〜15:00
感染症対策講座

「クラスターを発生させない
ための新 型コロナウイルス
感染対策」

16:00

2/23 ㈷
17:00

15:00〜16:00

18:00

❹16:00〜18:00

最新福祉機器・

介護ロボット鹿児島フォーラム

閉会

「鹿児島県の取り組みと介護現場における
介護ロボットの導入・活用事例」

介護ロボットを

動画でご紹介！

講師／岡元 富義 氏、
吉満 孝二 氏、楠元 寛之 氏

講師／西 順一郎 氏

❸14：00〜15：00

●ふくせん特別セミナー

●感染症対策講座

「クラスターを発生させないための
新型コロナウイルス感染対策」

「2021年介護保険制度改正と
福祉用具サービスの未来」
講

14:00

2021年

師

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

いわ

もと

ふみ

お

岩元 文雄 氏

講

師

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 微生物学分野 教授
鹿児島大学病院 感染制御部長
鹿児島感染制御ネットワーク 代表世話人

にし

じゅん いち

ろう

西 順一郎 氏

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。前回の改定では、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

収束に向かうどころか、全国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症。各法人が感染予防対策を講じて

談員が専門性を発揮できる時代となりました。そして間近に控えた 2021 年改正。福祉用具サービスはどう変

いるにもかかわらず、未だに全国の企業や病院・高齢者施設内でのクラスター発生が数多く確認されています。

わるのか、課題は何か、国に求められている事は何かなど、改正に向けて準備しておくべき事を学びます。

なぜクラスターは発生するのか？どうすれば防げるのか？現在までの研究で判明した特徴・性質はどのようなも
のなのか？感染症研究の第一人者に、ウイルスの特徴や、組織内でクラスターを発生させないための対策につい
て学ぶ必聴の講座です！

❹16：00〜18：00
❷11：30〜12：30

●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 導入・活用事例」

●認知症ケア対策講座

講演❶

「認知症という病気の本当の意味
〜試される私たち〜」
講

師

公益財団法人 慈愛会 いづろ今村病院 院長
日本神経学会 神経内科専門医

くろ

の

あ

講演❷

鹿児島県くらし保健福祉部
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
お か もと

す

つぐ

黒野 明日嗣 氏

とみ よし

岡元 富義 氏

講演❸

鹿児島大学 医学部保健学科
作業療法学専攻 助教
認定作業療法士・博士
（保健学）

社会福祉法人 野の花会
法人本部
理学療法士・博士
（医療福祉学）

よし みつ

くす もと

こう

じ

吉満 孝二 氏

ひろ ゆ き

楠元 寛之 氏

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

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

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

で、都度、相手の気持ちを推し量る必要があり、私たちは日々、その力量を試されているとも言えます。この講

の取組や介護ロボットを導入する必要性と意義、実際の施設導入による活用状況・効果などを各講師に説明・報

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

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です！

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！

介護ロボット鹿児島フォーラム併催

介護ロボット展示・体験会 も実施 いたします

鹿児島県介護実習・普及センター（かごしま県民交流センター内）鹿児島市山下町14-50

9：30〜17：30

