
福祉用具の日2018/
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

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

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２
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「認知症の基本を学ぼう！」

講　師

山﨑 正博 氏
やま　さき　  まさ　 ひろ

介護老人保健施設アメニティ国分/理学療法士
公益社団法人 鹿児島県理学療法士協会 会員

C-3 シーティングセミナー

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理学療法士が、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。

３階 大研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「高齢者の座位姿勢評価と
 車椅子シーティングを学ぶ」

E-3 対人力向上セミナー

あなたは周りの人を笑顔にしていますか？全国で41,000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？？ほめる達人
になれば、家庭が変わり、職場が変わります。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３
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「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
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

「神経難病患者の在宅療養支援について」
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！

３階 大研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

講　師

大窪 隆一 氏
おお　くぼ 　 りゅう いち

一般社団法人 藤元メディカルシステム
藤元総合病院 神経内科 部長

B-2 神経難病対策セミナー

A-1
「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。

コーディネーター

内田 正剛 氏
うち　 だ　　 せい　ごう

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

福祉用具/住宅改修導入・公開事例検討会 A-3 特別講演会　
「制度改正から半年が経過して
　～これからのケアマネジメントに求められること～」
2018年度報酬改定から半年が過ぎようとしています。介
護・医療のダブル改定はその連携を促す内容が多く盛り込
まれていて、その連携の要がケアマネジャー。大きく見直
された「退院・退所加算」、新設された「ターミナルケアマ
ネジメント加算」「特定事業所加算（Ⅳ）など、医療との連
携を促そうとする国の意図が見えます。一方で、管理者を
主任ケアマネジャーに限定するなど、「人材育成」と「質の
向上」が要求されている改定内容とも言えます。この講演
会では日本介護支援専門員協会会長に、これからのケアマ
ネジメントに何が求められているのか、次期改定までに準
備すべきことは何か、そのポイントを解説して頂きます。

２階 中ホール
15:15 ～16:45

定 員

200
名様

要
予
約10/5

（金）

柴口 里則 氏
しば  ぐち　　さと　のり

一般社団法人 日本介護支援専門員協会 会長

E-1 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～」
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３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

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

「認知症ケアは対人関係の集大成」
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ですが、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１
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（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

「多死社会におけるエンドオブライフ・ケア
　　　　  ～その人らしい意思決定を支援する～ 」
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・ケアマネージャーはもちろん、在宅
介護に関わる全ての皆さんは必聴です！

３階 大研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

講　師

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

B-1 ターミナルケア対策講座

「子孫から見た西郷隆盛」
今年は明治維新150周年。幕末から明治初期にひと際
人気が高かった「維新の三傑」の一人が西郷隆盛。彼な
くしては、薩長同盟、江戸の無血開城は成功していな
かったと言われています。現在、NHKの大河ドラマで
「西郷(せご)どん」が放映中ですが、維新という大事業
を成し遂げ、明治天皇にも信頼されたという豊かな人間
性を併せ持つ英雄に、今ますます注目が集まっていま
す。この講演では、西郷隆盛のひ孫である隆夫氏に、子
孫の立場から、西郷隆盛とその子孫について家族の中
で伝えられている内容を、隆夫氏と父親とのエピソード
を交えてお話頂きます。全ての皆さん必聴の講演！

４階 大研修室 第４
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

講　師

西郷 隆夫 氏
さい　ごう　  たか　 お

株式会社ナンシュウ 代表取締役

F-3 明治維新150周年記念 特別講演会

C-2 労務管理セミナー

労働基準法、労働契約法、育児介護休業法などの法律で、職場の「働きやすさ」を追求するしくみをお
伝えします。また介護・福祉事業には、処遇改善加算（キャリアパス）といった国の制度を活用し、「働
きがいのある」職場へ変化することもできます。法律と制度をうまく活用して、職員がいきいきと働き
続ける職場環境を一緒に考えてみませんか？特に管理者、管理者を目指す皆さんには必聴の講座です。

３階 大研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「コンプライアンスの視点から働きやすさ、
　　  働きがいのある職場づくりを考える」

講　師

三輪 全子 氏
み　　 わ　　　 たけ　  こ

社会保険労務士法人 EMagency 代表
鹿児島県社会保険労務士会 副会長

D-3 特別教養セミナー

日本でも食事と共にワインを楽しむ文化が浸透し、国別消費量は現在、世界第16位にランキングされています。ワインは堅苦しいも
のではなく、生活を豊かにしてくれるエッセンス。日々の食卓、お客様との会食など、様々な「食」のシーンに潤いを与えてくれます。
「もうちょっとワインの事を知りたい、美味しいワインの選び方や料理との相性を学びたい」と思っている皆さんへ、全国でも高名な
シニアソムリエがワインの楽しみ方を分かりやすく解説します。あなたも豊かなワインライフへの一歩を踏み出してみませんか？

３階 中研修室 第２
15:15 ～16:45

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（金）

「素敵にワインライフ！
 　　～もっと知りたいワイン学～」

講　師

大薗 博隆 氏
おお　 ぞの　　  ひろ　 たか

ブラッスリーヴァンダンジュ オーナーソムリエ
日本ソムリエ協会認定 シニアソムリエ

講　師

海尾 美年子 氏
うみ　  お　　　み　　ね　  こ

特定非営利活動法人NPO福祉用具ネット
理事/理学療法士

D-1 特別セミナー

「動かす介助」から、動きを「引き出す介助」へ。多くの援助者が患者の
動きをサポートする時に、動きを引き出すことが大切と思いながらも、ど
うすればよいか混乱します。キネステティクスは人の動きの本質を6つの
視点にまとめ、だれもが人の動きを効果的に支援する時に便利な道具とな
ります。この概念を利用した福祉用具の提案とはどのようなものか？福岡
県を中心に活躍する経験豊富なセラピストの発想は正に目からウロコ！

３階 中研修室 第２
10:30 ～12:00

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（金）

「キネステティクス技術を
活用した福祉用具提案力の向上」

講　師

池田 由里子 氏
いけ　 だ　　　ゆ　　り　  こ

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

D-2 住環境改善対策講座

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？

３階 中研修室 第２
13:00 ～14:30

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（金）

「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

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鹿児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

E-2 スキルアップ講座

この講座では、糖尿病や脳梗塞、高血圧、狭心症や骨折など、高齢者の方
によくある疾患や症状を学びます。介護の現場にある医療的な疑問や不
安に応え、その原因や治療法、観察の視点などを共有します。介護職員の
方が本人や家族、介護の同僚とともに疾患と向き合い、よりその方らしい
最期の時まで、医療従事者とどのように連携をとるのか、ご一緒に考えま
しょう。ケアマネジャー・介護職の皆さんのためのスキルアップセミナー！

４階 大研修室 第３
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「介護現場で使える医学知識
～根拠を知ってケアに自信をつけよう～」

講　師

今田 有紀 氏
いま　 だ　　　ゆ　　き 

サラヤ株式会社 メディカル事業本部
学術部

F-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、感染症対策の基礎と模
擬吐物を使った吐物の処理方法などについて学びましょう。

４階 大研修室 第４
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（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

熊原 正徳 氏
くま　 はら　   まさ　のり

株式会社ホテル京セラ
チーフ・コンシェルジュ

F-2 クレーム対策講座

クレームが発生するのは「お客様の期待と提供サービスにギャップが発生した時」。一
生懸命やっていたはずなのに、「何が原因でクレームになったのかよくわからない」な
ど、業種に関係なく多くの皆さんが直面する問題です。クレーム発生後の対処について
は様々なノウハウがあり、「クレーム対応研修」なども数多く開催されていますが、予防
に焦点を当てたセミナーは意外と少ない。本講座では、長年有名ホテルの教育担当とし
て活躍されている講師に、クレームを起こさないための要素とは何かを学びます。

４階 大研修室 第４
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「クレームを起こさないために」

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
13:30 ～16:30

定 員

30
名様

要
予
約10/5

（金）

「明日から実践できる腰痛予防対策と
　  持ち上げない・抱え上げない介護技術」

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

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5日金】

9:30～17:30　最新福祉機器の展示・体験会

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

12:45～14:30
特別講演会

「介護保険制度と在宅介護のゆくえ」
講師/服部万里子 氏

13:00～14:30
神経難病対策セミナー
「神経難病患者の

在宅療養支援について」　
講師/大窪隆一 氏

15:15～16:45
認知症ケア対策講座

「認知症ケアは対人関係の集大成」
講師/黒野明日嗣 氏

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/山﨑正博 氏

15:15～16:45
特別教養セミナー

「素敵にワインライフ！
～もっと知りたいワイン学～」　

講師/大薗博隆 氏

10:30～12:00
ターミナルケア対策講座

「多死社会におけるエンドオブライフ・ケア
～その人らしい意思決定を支援する～」

講師/柳田千草 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

13:30～16:30
介護技術実技講座

「 明日から実践できる腰痛予防対策と
持ち上げない・抱え上げない介護技術」

講師/ナチュラルハートフルケアネットワーク鹿児島

15:15～16:45
明治維新150周年記念 特別講演会
「子孫から見た西郷隆盛」

講師/西郷隆夫 氏

13:00～14:30
クレーム対策講座

「クレームを起こさないために」
講師/熊原正徳 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/今田有紀 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

12:30～14:00
労務管理セミナー

「コンプライアンスの視点から働きやすさ、
働きがいのある職場づくりを考える」

講師/三輪全子 氏

15:15～16:45
特別講演会

「制度改正から半年が経過して
～これからのケアマネジメントに求められること～」

講師/柴口里則 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

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

A-1

B-1

C-1

10:30～12:00
特別セミナー

「キネステティクス技術を活用した
福祉用具提案力の向上」
講師/海尾美年子氏

12:30～14:00
スキルアップ講座

「介護現場で使える医学知識
～根拠を知ってケアに自信をつけよう～」

講師/古城裕喜 氏

10:00～11:30
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
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 氏

E-1

F-1

D-1 D-2

E-2

F-2

G-1

F-3

E-3

D-3

B-2 B-3

A-2 A-3

C-2 C-3

２階 中ホール
10：00～12：00

10/5
（金）

定 員

200
名様

要
予
約

テーマ

講　師 参加費500円 講　師 参加費500円



福祉用具の日2018/
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

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

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２
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「認知症の基本を学ぼう！」

講　師

山﨑 正博 氏
やま　さき　  まさ　 ひろ

介護老人保健施設アメニティ国分/理学療法士
公益社団法人 鹿児島県理学療法士協会 会員

C-3 シーティングセミナー

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理学療法士が、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。

３階 大研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「高齢者の座位姿勢評価と
 車椅子シーティングを学ぶ」

E-3 対人力向上セミナー

あなたは周りの人を笑顔にしていますか？全国で41,000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？？ほめる達人
になれば、家庭が変わり、職場が変わります。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３
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「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
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

「神経難病患者の在宅療養支援について」
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！

３階 大研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

講　師

大窪 隆一 氏
おお　くぼ 　 りゅう いち

一般社団法人 藤元メディカルシステム
藤元総合病院 神経内科 部長

B-2 神経難病対策セミナー

A-1
「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。

コーディネーター

内田 正剛 氏
うち　 だ　　 せい　ごう

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

福祉用具/住宅改修導入・公開事例検討会 A-3 特別講演会　
「制度改正から半年が経過して
　～これからのケアマネジメントに求められること～」
2018年度報酬改定から半年が過ぎようとしています。介
護・医療のダブル改定はその連携を促す内容が多く盛り込
まれていて、その連携の要がケアマネジャー。大きく見直
された「退院・退所加算」、新設された「ターミナルケアマ
ネジメント加算」「特定事業所加算（Ⅳ）など、医療との連
携を促そうとする国の意図が見えます。一方で、管理者を
主任ケアマネジャーに限定するなど、「人材育成」と「質の
向上」が要求されている改定内容とも言えます。この講演
会では日本介護支援専門員協会会長に、これからのケアマ
ネジメントに何が求められているのか、次期改定までに準
備すべきことは何か、そのポイントを解説して頂きます。

２階 中ホール
15:15 ～16:45

定 員

200
名様

要
予
約10/5

（金）

柴口 里則 氏
しば  ぐち　　さと　のり

一般社団法人 日本介護支援専門員協会 会長

E-1 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～」
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３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

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

「認知症ケアは対人関係の集大成」
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ですが、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１
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（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

「多死社会におけるエンドオブライフ・ケア
　　　　  ～その人らしい意思決定を支援する～ 」
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・ケアマネージャーはもちろん、在宅
介護に関わる全ての皆さんは必聴です！

３階 大研修室 第１
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

講　師

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

B-1 ターミナルケア対策講座

「子孫から見た西郷隆盛」
今年は明治維新150周年。幕末から明治初期にひと際
人気が高かった「維新の三傑」の一人が西郷隆盛。彼な
くしては、薩長同盟、江戸の無血開城は成功していな
かったと言われています。現在、NHKの大河ドラマで
「西郷(せご)どん」が放映中ですが、維新という大事業
を成し遂げ、明治天皇にも信頼されたという豊かな人間
性を併せ持つ英雄に、今ますます注目が集まっていま
す。この講演では、西郷隆盛のひ孫である隆夫氏に、子
孫の立場から、西郷隆盛とその子孫について家族の中
で伝えられている内容を、隆夫氏と父親とのエピソード
を交えてお話頂きます。全ての皆さん必聴の講演！

４階 大研修室 第４
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

講　師

西郷 隆夫 氏
さい　ごう　  たか　 お

株式会社ナンシュウ 代表取締役

F-3 明治維新150周年記念 特別講演会

C-2 労務管理セミナー

労働基準法、労働契約法、育児介護休業法などの法律で、職場の「働きやすさ」を追求するしくみをお
伝えします。また介護・福祉事業には、処遇改善加算（キャリアパス）といった国の制度を活用し、「働
きがいのある」職場へ変化することもできます。法律と制度をうまく活用して、職員がいきいきと働き
続ける職場環境を一緒に考えてみませんか？特に管理者、管理者を目指す皆さんには必聴の講座です。

３階 大研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「コンプライアンスの視点から働きやすさ、
　　  働きがいのある職場づくりを考える」

講　師

三輪 全子 氏
み　　 わ　　　 たけ　  こ

社会保険労務士法人 EMagency 代表
鹿児島県社会保険労務士会 副会長

D-3 特別教養セミナー

日本でも食事と共にワインを楽しむ文化が浸透し、国別消費量は現在、世界第16位にランキングされています。ワインは堅苦しいも
のではなく、生活を豊かにしてくれるエッセンス。日々の食卓、お客様との会食など、様々な「食」のシーンに潤いを与えてくれます。
「もうちょっとワインの事を知りたい、美味しいワインの選び方や料理との相性を学びたい」と思っている皆さんへ、全国でも高名な
シニアソムリエがワインの楽しみ方を分かりやすく解説します。あなたも豊かなワインライフへの一歩を踏み出してみませんか？

３階 中研修室 第２
15:15 ～16:45

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（金）

「素敵にワインライフ！
 　　～もっと知りたいワイン学～」

講　師

大薗 博隆 氏
おお　 ぞの　　  ひろ　 たか

ブラッスリーヴァンダンジュ オーナーソムリエ
日本ソムリエ協会認定 シニアソムリエ

講　師

海尾 美年子 氏
うみ　  お　　　み　　ね　  こ

特定非営利活動法人NPO福祉用具ネット
理事/理学療法士

D-1 特別セミナー

「動かす介助」から、動きを「引き出す介助」へ。多くの援助者が患者の
動きをサポートする時に、動きを引き出すことが大切と思いながらも、ど
うすればよいか混乱します。キネステティクスは人の動きの本質を6つの
視点にまとめ、だれもが人の動きを効果的に支援する時に便利な道具とな
ります。この概念を利用した福祉用具の提案とはどのようなものか？福岡
県を中心に活躍する経験豊富なセラピストの発想は正に目からウロコ！

３階 中研修室 第２
10:30 ～12:00

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（金）

「キネステティクス技術を
活用した福祉用具提案力の向上」

講　師

池田 由里子 氏
いけ　 だ　　　ゆ　　り　  こ

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

D-2 住環境改善対策講座

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？

３階 中研修室 第２
13:00 ～14:30

定 員

60
名様

要
予
約10/5

（金）

「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

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鹿児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

E-2 スキルアップ講座

この講座では、糖尿病や脳梗塞、高血圧、狭心症や骨折など、高齢者の方
によくある疾患や症状を学びます。介護の現場にある医療的な疑問や不
安に応え、その原因や治療法、観察の視点などを共有します。介護職員の
方が本人や家族、介護の同僚とともに疾患と向き合い、よりその方らしい
最期の時まで、医療従事者とどのように連携をとるのか、ご一緒に考えま
しょう。ケアマネジャー・介護職の皆さんのためのスキルアップセミナー！

４階 大研修室 第３
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「介護現場で使える医学知識
～根拠を知ってケアに自信をつけよう～」

講　師

今田 有紀 氏
いま　 だ　　　ゆ　　き 

サラヤ株式会社 メディカル事業本部
学術部

F-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、感染症対策の基礎と模
擬吐物を使った吐物の処理方法などについて学びましょう。

４階 大研修室 第４
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（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

熊原 正徳 氏
くま　 はら　   まさ　のり

株式会社ホテル京セラ
チーフ・コンシェルジュ

F-2 クレーム対策講座

クレームが発生するのは「お客様の期待と提供サービスにギャップが発生した時」。一
生懸命やっていたはずなのに、「何が原因でクレームになったのかよくわからない」な
ど、業種に関係なく多くの皆さんが直面する問題です。クレーム発生後の対処について
は様々なノウハウがあり、「クレーム対応研修」なども数多く開催されていますが、予防
に焦点を当てたセミナーは意外と少ない。本講座では、長年有名ホテルの教育担当とし
て活躍されている講師に、クレームを起こさないための要素とは何かを学びます。

４階 大研修室 第４
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/5

（金）

「クレームを起こさないために」

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
13:30 ～16:30

定 員

30
名様

要
予
約10/5

（金）

「明日から実践できる腰痛予防対策と
　  持ち上げない・抱え上げない介護技術」

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

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5日金】

9:30～17:30　最新福祉機器の展示・体験会

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

12:45～14:30
特別講演会

「介護保険制度と在宅介護のゆくえ」
講師/服部万里子 氏

13:00～14:30
神経難病対策セミナー
「神経難病患者の

在宅療養支援について」　
講師/大窪隆一 氏

15:15～16:45
認知症ケア対策講座

「認知症ケアは対人関係の集大成」
講師/黒野明日嗣 氏

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/山﨑正博 氏

15:15～16:45
特別教養セミナー

「素敵にワインライフ！
～もっと知りたいワイン学～」　

講師/大薗博隆 氏

10:30～12:00
ターミナルケア対策講座

「多死社会におけるエンドオブライフ・ケア
～その人らしい意思決定を支援する～」

講師/柳田千草 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

13:30～16:30
介護技術実技講座

「 明日から実践できる腰痛予防対策と
持ち上げない・抱え上げない介護技術」

講師/ナチュラルハートフルケアネットワーク鹿児島

15:15～16:45
明治維新150周年記念 特別講演会
「子孫から見た西郷隆盛」

講師/西郷隆夫 氏

13:00～14:30
クレーム対策講座

「クレームを起こさないために」
講師/熊原正徳 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/今田有紀 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

12:30～14:00
労務管理セミナー

「コンプライアンスの視点から働きやすさ、
働きがいのある職場づくりを考える」

講師/三輪全子 氏

15:15～16:45
特別講演会

「制度改正から半年が経過して
～これからのケアマネジメントに求められること～」

講師/柴口里則 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

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

A-1

B-1

C-1

10:30～12:00
特別セミナー

「キネステティクス技術を活用した
福祉用具提案力の向上」
講師/海尾美年子氏

12:30～14:00
スキルアップ講座

「介護現場で使える医学知識
～根拠を知ってケアに自信をつけよう～」

講師/古城裕喜 氏

10:00～11:30
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
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 氏

E-1

F-1

D-1 D-2

E-2

F-2

G-1

F-3

E-3

D-3

B-2 B-3

A-2 A-3

C-2 C-3

２階 中ホール
10：00～12：00

10/5
（金）

定 員

200
名様

要
予
約

テーマ

講　師 参加費500円 講　師 参加費500円



講　師

原口 裕未 氏
はら　ぐち　　ひろ　 み

氣粧院 主宰
化粧療法士

J-1 美メイク講座

「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！

３階 中研修室 第１
10:00 ～12:00

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

新村 美恵 氏
しん　むら　　 み　　 え

公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院/歯科衛生士
公益社団法人 鹿児島県歯科衛生士会 会員

J-3 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１
15:15 ～16:45

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

「口腔機能の変化に
合わせた口腔ケアと支援」

J-2 特別講座

生れてきた以上、誰しも2人の親がいます。結婚している人は、夫婦ふたりに親は4人。そんな親の介護が始まると、「自分の
生活はどうなるの？」「介護費用はいくらかかるの？」と不安になる人はとても多いと思います。若い時には、自分も親も「介
護のことなんて先の事」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るのです。この
講座では、お金に関する人生設計のプロが、「介護から相続まで」のお金の話を中心に、必ず役立つ情報をお伝えします。

３階 中研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

「介護とお金に関すること
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講　師

籾木 杏由美 氏
もみ　　き　　　 あ　　 ゆ　　 み

ソニー生命保険株式会社 鹿児島支社
ファイナンシャルプランナー

H-3 褥瘡対策セミナー　
「褥瘡予防における身体にやさしいポジショニング
～身体の構造から考えるポジショニング技術の基本～」
今やポジショニングという言葉は、医療介護スタッフ以外のご
家族も使っています。誰でもが日常的に何気に行うことのでき
る技術です。しかし、その反面、身体に大きな影響を与えてし
まう技術であることも意識してほしいのです。このセミナーで
は、関東・甲信越地方を中心に活躍される褥瘡対策のプロが、
実演を交えて「自分が行ったポジショニングが本当に褥瘡対
策として効果を発揮しているのか？身体にどんな影響を及ぼ
しているのか？」をアドバイスします。また、ポジショニングを
実施する際の評価やポイントの基本も知っていただける内容
です。看護職・セラピストの皆さんはもちろん、医療・介護に
携わる全ての皆さんにお薦めする必見のセミナー！

２階 中ホール
15:00 ～16:50

定 員

200
名様

要
予
約10/6

（土）

近藤 龍雄 氏
こん　どう　  たつ　 お

飯田市立病院 訪問看護ステーション/理学療法士
日本褥瘡学会認定師
日本褥瘡学会関東甲信越地方 世話人

H-1 介護支援専門員協会鹿児島　特別シンポジウム
「改定後の医療介護連携を掘り下げる！
～病院・施設の特性を知り、効果的な連携を図る～」
平成30年介護報酬改定は、方針と
して「医療職との連携」をより一層
推進することに主眼が置かれてお
り、入退院時に係る加算の見直し
やターミナルケアマネジメント加
算が新設されました。中重度者等
を在宅で支援するため、多職種と
の連携強化が一層求められていま
す。医療機関の特性を知り、予後予
測を見立てる視点について解説し
ます。

２階 中ホール
10:00 ～11:30

定 員

200
名様

要
予
約10/6

（土）

M-2 人財育成講座

2040年には団塊の世代が90歳になります。世界に類を見ない我が国の少子高齢化を考えると、支えられないほどに介護職
は不足することになり、その事実を理解した上で介護福祉に携わるリーダーは環境整備を進めておかなければなりません。近
い未来を見据えて何を学べば良いのか？どのようなマネジメントが必要なのか？必要な経営的目線、職場風土の作り方など、知
識豊かな講師がこれからのリーダー像についてアドバイスします。管理者、そして管理者を目指す皆さんは必聴です！

４階 大研修室 第４
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

「地域包括ケア研究会報告書2040年モデル
　　　　　から読み解く『リーダーの役割』」

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

M-3「ふくせん」制度改正対策セミナー

福祉用具サービスの2018年制度改正において、貸与価格の見える化を推進する目的で10月からスタートする「全国平均
価格の公表」と「上限価格制」。この新制度のポイントは何か？私たちがこの制度に対応するためには、どのような書式を
使い、どのように表現すれば良いのか？これからの福祉用具サービスには何が求められてくるのか？など、「ふくせん」理事
長でもある講師がそのポイントを解説します。福祉用具専門相談員はもちろん、ケアマネジャーの皆さんも必聴です。

４階 大研修室 第４
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

「福祉用具貸与、全国平均価格公表・上限価格制への
                           対応と福祉用具サービスの今後」

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

講　師

熊倉 真理 氏
くま　くら　　  ま　　り

K-1 摂食・嚥下障害対策講座

高齢化が進む中で、口から安全に食べることを支援することの重要性が、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生じる飲み込みの障害が生じることがあり
ます。高齢者が健やかに長く過ごしていくために、私たちには何ができるのでしょう
か。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。

３階 中研修室 第２
10:00 ～11:30

定 員

60
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

田平 隆行 氏
た　  びら　　たか　ゆき

国立大学法人 鹿児島大学医学部 保健学科
作業療法学専攻 教授

K-2 鹿児島県作業療法士協会 特別セミナー　

私たちの生活行為は、病気や老化による心身機能の低下や生活上の悪
習慣、対人関係の悪化、生活環境の変化などによって、その遂行が阻害
される場合があります。そのような生活行為障害が理解出来ないと福祉
用具や介護ロボットの適応と限界が見えません。このセミナーでは「認
知症の方への支援」に焦点を当てて、生活行為障害とその工程分析をし
たうえで、環境調整と介護ロボットの介入ポイントをアドバイスします。

３階 中研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

60
名様

要
予
約10/6

（土）

「認知症の生活行為障害に対する
環境調整と介護ロボット支援について」

講　師

大嘉田 さとみ 氏
おお　 か　 だ

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

K-3 排泄ケア特別講座

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。

３階 中研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

60
名様

要
予
約10/6

（土）

「オムツフィッターが選ぶ
紙おむつと正しい装着法」

講　師

成  美智代 氏
なり　　　  み　　ち　　よ

社会医療法人 天陽会中央病院
感染管理室 看護師長
感染管理認定看護師

L-3 感染症対策講座

今年も感染症が流行する季節が近付いてきます。患者様や医
療・介護従事者だけでなく、施設において全ての人を守るた
めにも感染症とその対処法を学ぶ事は重要です。ここでは経
験豊富な認定看護師である講師が、主な感染症についての必
要な知識と、集団感染を防ぐためのポイントについてアドバ
イスします。特に病院・施設スタッフの皆さんは必聴です。

４階 大研修室 第３
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

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-1 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。

４階 大研修室 第３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

「高齢者の虐待と権利擁護を考える」「すぐに美顔に変えられる！
～誰でもできる美メイクのコツ～」

社会医療法人 緑泉会 米盛病院リハビリテーション課
一般社団法人 鹿児島県言語聴覚士会 会員
摂食嚥下領域認定言語聴覚士

「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
　　　　　　　　　～口から安全に食べていただくために～」

「施設における感染症対策
～準備できていますか？あなたの施設～」

講　師

松尾 光晴 氏
まつ　 お　　 みつ　はる

パナソニック エイジフリー株式会社
ケアプロダクツ事業部 営業企画部 部長

N-1 ナチュラルハートフル
ケアネットワーク特別セミナー

このセミナーでは、四肢に障がいのある方のための電子機器の利用方法と、その操作
のための各種入力スイッチについて、定番商品から最新機器までご紹介します。皆さ
んが「使いたい」と思っている呼出コールから会話・家電操作など生活に必要な機器、
パソコン・iPadの操作方法まで、様々な機器を比較しながら解説します。そして、手が
不自由な方が機器を足や頬、瞬き等で操作するための入力スイッチの種類と使用方法
についてもご紹介。普段見る機会の少ない機器類をぜひこの機会に体感して下さい！

５階 絵画制作室
10:30 ～12:30

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

「手の不自由な方、お話しが困難な方のための
支援機器の世界～定番から最新機器まで～」

参加費500円

参加費500円 非会員 参加費1,000円

福祉用具の日2018/
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!

I-1

講　師 参加費500円

「介護保険制度改正とこれからの介護サービスに
求められること～福祉用具・介護ロボットを中心に～」

今年4月に施行された介護保険制度改正。「地域包括ケアシステムの深化・推進」と「介護保険制度
の持続性確保」をテーマに、国は今後、制度そして介護サービスをどのように展開させていこうとし
ているのか？今年10月にスタートする「全国平均価格の公表」「レンタル価格の上限価格制」など
福祉用具サービスの改定内容はケアマネジメントにどのように影響するのか？期待されている介護
ロボット普及推進計画は？などについて、国の高齢者支援を担当する講師に解説して頂きます。ケア
マネージャー・福祉用具専門相談員はもちろん、介護サービスに関わる皆さんは必聴です。

平嶋 由人 氏
ひら　しま　　よし　 と

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
福祉用具・住宅改修・介護ロボット係長

特別講演会

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6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

中研修室
第１

中研修室
第2

大研修室
第3

大研修室
第4

絵画
制作室

３階
大研修室 第１
10:30 ～12:00

テーマ

10:00～11:30
介護支援専門員協会鹿児島

特別シンポジウム
「改定後の医療介護連携を掘り下げる！

～病院・施設の特性を知り、効果的な連携を図る～ 」
講師/介護支援専門員協会鹿児島

12:30～14:10
特別講演会

「前向きに生きるために」　
講師/バーバラ植村 氏

 13:00～14:30
介護ロボット活用セミナー

「施設における介護ロボット
活用法と実際」　
講師/森山由香 氏

15:15～16:45
ターミナルケア対策講座

「多職種で取り組む看取り支援」
講師/金子美千代 氏　

10:30～12:00
特別講演会

「介護保険制度改正と
これからの介護サービスに求められること
～福祉用具・介護ロボットを中心に～」

講師/平嶋由人 氏

10:00～12:00
美メイク講座

「すぐに美顔に変えられる！
～誰でもできる美メイクのコツ～」

講師/原口裕未 氏

10:30～12:30
ナチュラルハートフルケアネットワーク特別セミナー
「手の不自由な方、お話が困難な方の

ための支援機器の世界
～定番から最新機器まで～」

講師/松尾光晴 氏

15:15～16:45
「ふくせん」制度改正対策セミナー

「福祉用具貸与、全国平均価格公表・
上限価格制への対応と
福祉用具サービスの今後」

講師/岩元文雄 氏

13:00～14:30
人財育成講座

「地域包括ケア研究会報告書
2040年モデルから読み解く『リーダーの役割』」

講師/山下美貴子 氏

10:30～12:00
認知症ケア対策講座

「認知症の方と共有できる目標に導く
ICFの考え方～その方らしい余生のために～」

講師/古城順子 氏

15:00～16:30
感染症対策講座

「施設における感染症対策
～準備できていますか？
あなたの施設～」
講師/成 美智代 氏

13:00～14:30
特別講座

「介護とお金に関すること
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講師/籾木杏由美 氏

15:00～16:50
褥瘡対策セミナー

「褥瘡予防における身体にやさしいポジショニング
～身体の構造から考えるポジショニング技術の基本～」　

講師/近藤龍雄 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

H-1

J-1

10:00～11:30
摂食・嚥下障害対策講座

「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
～口から安全に食べていただくために～」

講師/熊倉真理 氏

12:30～14:00
認知症ケア対策講座

「認知症ケアの思考プロセスを
視える化しよう」
講師/増田登賜隆 氏

10:00～11:30
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

12:30～14:00
鹿児島県作業療法士協会 特別セミナー

「認知症の生活行為障害に対する
環境調整と介護ロボット支援について」

講師/田平隆行 氏

N-1

H-2 H-3

J-2 15:15～16:45
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/新村美恵 氏

J-3

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 氏

I-2 I-3I-1

K-2 K-3K-1

L-1 L-2 L-3

講　師 参加費1,000円

「施設における介護ロボット活用法と実際」
超高齢化が進む中、ますます介護の人材不足が深刻化する
昨今ですが、介護業務の効率化や高齢者の自立支援を促
進するとして、今、介護ロボットやICT（情報通信技術）が大
きな注目を集めています。そして、介護ロボットの普及を推
進するために、今年度も多くの自治体で「介護ロボット導入
支援事業（補助金）」をはじめとする多くの制度が実施さ
れています。このセミナーでは、ロボット導入の成功モデル
施設として、国内からはもちろん、海外からも注目されてい
る介護老人保健施設（広島県）の担当者が、導入実績とそ
の活用法、効果などを詳細に解説します。特に施設関係
者、福祉用具関係者には聞き逃せないセミナーです！

３階 大研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

森山 由香 氏
もり　やま　　 ゆ     か

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

I-2 介護ロボット活用セミナー

参加費500円

「多職種で取り組む看取り支援」
「看取りに取り組みたいけど自信がない。漠然
とした不安や怖さがある。何かあったらどうしよ
う…」また「自分たちの看取り支援は対象者に
とって、本当によかったのだろうか？」とご家族
同様に、ケアスタッフも日々、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（看取り支援）の核となるACP（意思決
定支援）と看取りに必要なケアスタッフの医療的
知識とマネジメントを中心に、日々の実践に活か
せるポイントをお伝えします。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１
15:15 ～16:45

定 員

 100
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

金子 美千代 氏
かね　 こ　　　み　　ち　　よ

鹿児島大学 医学部
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 ターミナルケア対策講座

参加費500円

「認知症ケアの思考プロセスを視える化しよう」
認知症の症状はさまざまですが、ケアのプロセス
はとてもシンプル。基本的なプロセスに基づけ
ば、結果的に周辺症状へのケアや多職種連携につ
ながっていきます。しかし、目の前の利用者は待っ
たなしで、勢いや限られた人・情報でケアをしがち
になります。結果的に場当たり的な対応で終わっ
てしまうケースや、良かれと思ってやったことが、
実は本人のためになっていなかった等のケースが
少なくありません。この講座では、経験豊かな認
知症介護の指導者が、多忙な介護現場でも活用で
きる認知症ケアの考え方についてご提案します。

4階 大研修室 第３
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

増田 登賜隆 氏
ます　 だ　　  と　　し　  たか

ハーモニーライフサポート 代表
宮崎県認知症介護指導者     

L-2 認知症ケア対策講座

講　師 参加費500円

M-1
「認知症の方と共有できる目標に導くICFの考え方
　　　　　　　　～その方らしい余生のために～」
2025年には認知症患者が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、出来なかったりするこ
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。

４階 大研修室 第４
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

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

認知症ケア対策講座

10/6
（土）

定 員

100
名様

要
予
約

講　師 参加費500円

コーディネーター

シンポジスト
宇治野 由美子 氏
う   じ   の　   ゆ   み   こ

阿久根 平 氏　 　 上釜 孝 氏
上峯 雄二 氏　 　 豊留 里美 氏

あ   く   ね  たいら　　　　　 うえ がま  たかし

うえみね　ゆう じ　　　　　　 とよどめ   さと  み

NPO法人 介護支援専門員協会 鹿児島

M-3M-1 M-2



講　師

原口 裕未 氏
はら　ぐち　　ひろ　 み

氣粧院 主宰
化粧療法士

J-1 美メイク講座

「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！

３階 中研修室 第１
10:00 ～12:00

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

新村 美恵 氏
しん　むら　　 み　　 え

公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院/歯科衛生士
公益社団法人 鹿児島県歯科衛生士会 会員

J-3 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１
15:15 ～16:45

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

「口腔機能の変化に
合わせた口腔ケアと支援」

J-2 特別講座

生れてきた以上、誰しも2人の親がいます。結婚している人は、夫婦ふたりに親は4人。そんな親の介護が始まると、「自分の
生活はどうなるの？」「介護費用はいくらかかるの？」と不安になる人はとても多いと思います。若い時には、自分も親も「介
護のことなんて先の事」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るのです。この
講座では、お金に関する人生設計のプロが、「介護から相続まで」のお金の話を中心に、必ず役立つ情報をお伝えします。

３階 中研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

「介護とお金に関すること
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講　師

籾木 杏由美 氏
もみ　　き　　　 あ　　 ゆ　　 み

ソニー生命保険株式会社 鹿児島支社
ファイナンシャルプランナー

H-3 褥瘡対策セミナー　
「褥瘡予防における身体にやさしいポジショニング
～身体の構造から考えるポジショニング技術の基本～」
今やポジショニングという言葉は、医療介護スタッフ以外のご
家族も使っています。誰でもが日常的に何気に行うことのでき
る技術です。しかし、その反面、身体に大きな影響を与えてし
まう技術であることも意識してほしいのです。このセミナーで
は、関東・甲信越地方を中心に活躍される褥瘡対策のプロが、
実演を交えて「自分が行ったポジショニングが本当に褥瘡対
策として効果を発揮しているのか？身体にどんな影響を及ぼ
しているのか？」をアドバイスします。また、ポジショニングを
実施する際の評価やポイントの基本も知っていただける内容
です。看護職・セラピストの皆さんはもちろん、医療・介護に
携わる全ての皆さんにお薦めする必見のセミナー！

２階 中ホール
15:00 ～16:50

定 員

200
名様

要
予
約10/6

（土）

近藤 龍雄 氏
こん　どう　  たつ　 お

飯田市立病院 訪問看護ステーション/理学療法士
日本褥瘡学会認定師
日本褥瘡学会関東甲信越地方 世話人

H-1 介護支援専門員協会鹿児島　特別シンポジウム
「改定後の医療介護連携を掘り下げる！
～病院・施設の特性を知り、効果的な連携を図る～」
平成30年介護報酬改定は、方針と
して「医療職との連携」をより一層
推進することに主眼が置かれてお
り、入退院時に係る加算の見直し
やターミナルケアマネジメント加
算が新設されました。中重度者等
を在宅で支援するため、多職種と
の連携強化が一層求められていま
す。医療機関の特性を知り、予後予
測を見立てる視点について解説し
ます。

２階 中ホール
10:00 ～11:30

定 員

200
名様

要
予
約10/6

（土）

M-2 人財育成講座

2040年には団塊の世代が90歳になります。世界に類を見ない我が国の少子高齢化を考えると、支えられないほどに介護職
は不足することになり、その事実を理解した上で介護福祉に携わるリーダーは環境整備を進めておかなければなりません。近
い未来を見据えて何を学べば良いのか？どのようなマネジメントが必要なのか？必要な経営的目線、職場風土の作り方など、知
識豊かな講師がこれからのリーダー像についてアドバイスします。管理者、そして管理者を目指す皆さんは必聴です！

４階 大研修室 第４
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

「地域包括ケア研究会報告書2040年モデル
　　　　　から読み解く『リーダーの役割』」

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

M-3「ふくせん」制度改正対策セミナー

福祉用具サービスの2018年制度改正において、貸与価格の見える化を推進する目的で10月からスタートする「全国平均
価格の公表」と「上限価格制」。この新制度のポイントは何か？私たちがこの制度に対応するためには、どのような書式を
使い、どのように表現すれば良いのか？これからの福祉用具サービスには何が求められてくるのか？など、「ふくせん」理事
長でもある講師がそのポイントを解説します。福祉用具専門相談員はもちろん、ケアマネジャーの皆さんも必聴です。

４階 大研修室 第４
15:15 ～16:45

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

「福祉用具貸与、全国平均価格公表・上限価格制への
                           対応と福祉用具サービスの今後」

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

講　師

熊倉 真理 氏
くま　くら　　  ま　　り

K-1 摂食・嚥下障害対策講座

高齢化が進む中で、口から安全に食べることを支援することの重要性が、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生じる飲み込みの障害が生じることがあり
ます。高齢者が健やかに長く過ごしていくために、私たちには何ができるのでしょう
か。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。

３階 中研修室 第２
10:00 ～11:30

定 員

60
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

田平 隆行 氏
た　  びら　　たか　ゆき

国立大学法人 鹿児島大学医学部 保健学科
作業療法学専攻 教授

K-2 鹿児島県作業療法士協会 特別セミナー　

私たちの生活行為は、病気や老化による心身機能の低下や生活上の悪
習慣、対人関係の悪化、生活環境の変化などによって、その遂行が阻害
される場合があります。そのような生活行為障害が理解出来ないと福祉
用具や介護ロボットの適応と限界が見えません。このセミナーでは「認
知症の方への支援」に焦点を当てて、生活行為障害とその工程分析をし
たうえで、環境調整と介護ロボットの介入ポイントをアドバイスします。

３階 中研修室 第２
12:30 ～14:00

定 員

60
名様

要
予
約10/6

（土）

「認知症の生活行為障害に対する
環境調整と介護ロボット支援について」

講　師

大嘉田 さとみ 氏
おお　 か　 だ

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

K-3 排泄ケア特別講座

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。

３階 中研修室 第２
15:00 ～16:30

定 員

60
名様

要
予
約10/6

（土）

「オムツフィッターが選ぶ
紙おむつと正しい装着法」

講　師

成  美智代 氏
なり　　　  み　　ち　　よ

社会医療法人 天陽会中央病院
感染管理室 看護師長
感染管理認定看護師

L-3 感染症対策講座

今年も感染症が流行する季節が近付いてきます。患者様や医
療・介護従事者だけでなく、施設において全ての人を守るた
めにも感染症とその対処法を学ぶ事は重要です。ここでは経
験豊富な認定看護師である講師が、主な感染症についての必
要な知識と、集団感染を防ぐためのポイントについてアドバ
イスします。特に病院・施設スタッフの皆さんは必聴です。

４階 大研修室 第３
15:00 ～16:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

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-1 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。

４階 大研修室 第３
10:00 ～11:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

「高齢者の虐待と権利擁護を考える」「すぐに美顔に変えられる！
～誰でもできる美メイクのコツ～」

社会医療法人 緑泉会 米盛病院リハビリテーション課
一般社団法人 鹿児島県言語聴覚士会 会員
摂食嚥下領域認定言語聴覚士

「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
　　　　　　　　　～口から安全に食べていただくために～」

「施設における感染症対策
～準備できていますか？あなたの施設～」

講　師

松尾 光晴 氏
まつ　 お　　 みつ　はる

パナソニック エイジフリー株式会社
ケアプロダクツ事業部 営業企画部 部長

N-1 ナチュラルハートフル
ケアネットワーク特別セミナー

このセミナーでは、四肢に障がいのある方のための電子機器の利用方法と、その操作
のための各種入力スイッチについて、定番商品から最新機器までご紹介します。皆さ
んが「使いたい」と思っている呼出コールから会話・家電操作など生活に必要な機器、
パソコン・iPadの操作方法まで、様々な機器を比較しながら解説します。そして、手が
不自由な方が機器を足や頬、瞬き等で操作するための入力スイッチの種類と使用方法
についてもご紹介。普段見る機会の少ない機器類をぜひこの機会に体感して下さい！

５階 絵画制作室
10:30 ～12:30

定 員

50
名様

要
予
約10/6

（土）

「手の不自由な方、お話しが困難な方のための
支援機器の世界～定番から最新機器まで～」

参加費500円

参加費500円 非会員 参加費1,000円

福祉用具の日2018/
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!

I-1

講　師 参加費500円

「介護保険制度改正とこれからの介護サービスに
求められること～福祉用具・介護ロボットを中心に～」

今年4月に施行された介護保険制度改正。「地域包括ケアシステムの深化・推進」と「介護保険制度
の持続性確保」をテーマに、国は今後、制度そして介護サービスをどのように展開させていこうとし
ているのか？今年10月にスタートする「全国平均価格の公表」「レンタル価格の上限価格制」など
福祉用具サービスの改定内容はケアマネジメントにどのように影響するのか？期待されている介護
ロボット普及推進計画は？などについて、国の高齢者支援を担当する講師に解説して頂きます。ケア
マネージャー・福祉用具専門相談員はもちろん、介護サービスに関わる皆さんは必聴です。

平嶋 由人 氏
ひら　しま　　よし　 と

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
福祉用具・住宅改修・介護ロボット係長

特別講演会

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6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

中研修室
第１

中研修室
第2

大研修室
第3

大研修室
第4

絵画
制作室

３階
大研修室 第１
10:30 ～12:00

テーマ

10:00～11:30
介護支援専門員協会鹿児島

特別シンポジウム
「改定後の医療介護連携を掘り下げる！

～病院・施設の特性を知り、効果的な連携を図る～ 」
講師/介護支援専門員協会鹿児島

12:30～14:10
特別講演会

「前向きに生きるために」　
講師/バーバラ植村 氏

 13:00～14:30
介護ロボット活用セミナー

「施設における介護ロボット
活用法と実際」　
講師/森山由香 氏

15:15～16:45
ターミナルケア対策講座

「多職種で取り組む看取り支援」
講師/金子美千代 氏　

10:30～12:00
特別講演会

「介護保険制度改正と
これからの介護サービスに求められること
～福祉用具・介護ロボットを中心に～」

講師/平嶋由人 氏

10:00～12:00
美メイク講座

「すぐに美顔に変えられる！
～誰でもできる美メイクのコツ～」

講師/原口裕未 氏

10:30～12:30
ナチュラルハートフルケアネットワーク特別セミナー
「手の不自由な方、お話が困難な方の

ための支援機器の世界
～定番から最新機器まで～」

講師/松尾光晴 氏

15:15～16:45
「ふくせん」制度改正対策セミナー

「福祉用具貸与、全国平均価格公表・
上限価格制への対応と
福祉用具サービスの今後」

講師/岩元文雄 氏

13:00～14:30
人財育成講座

「地域包括ケア研究会報告書
2040年モデルから読み解く『リーダーの役割』」

講師/山下美貴子 氏

10:30～12:00
認知症ケア対策講座

「認知症の方と共有できる目標に導く
ICFの考え方～その方らしい余生のために～」

講師/古城順子 氏

15:00～16:30
感染症対策講座

「施設における感染症対策
～準備できていますか？
あなたの施設～」
講師/成 美智代 氏

13:00～14:30
特別講座

「介護とお金に関すること
～介護におけるリスク、そして終活まで～」

講師/籾木杏由美 氏

15:00～16:50
褥瘡対策セミナー

「褥瘡予防における身体にやさしいポジショニング
～身体の構造から考えるポジショニング技術の基本～」　

講師/近藤龍雄 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

H-1

J-1

10:00～11:30
摂食・嚥下障害対策講座

「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
～口から安全に食べていただくために～」

講師/熊倉真理 氏

12:30～14:00
認知症ケア対策講座

「認知症ケアの思考プロセスを
視える化しよう」
講師/増田登賜隆 氏

10:00～11:30
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

12:30～14:00
鹿児島県作業療法士協会 特別セミナー

「認知症の生活行為障害に対する
環境調整と介護ロボット支援について」

講師/田平隆行 氏

N-1

H-2 H-3

J-2 15:15～16:45
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/新村美恵 氏

J-3

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 氏

I-2 I-3I-1

K-2 K-3K-1

L-1 L-2 L-3

講　師 参加費1,000円

「施設における介護ロボット活用法と実際」
超高齢化が進む中、ますます介護の人材不足が深刻化する
昨今ですが、介護業務の効率化や高齢者の自立支援を促
進するとして、今、介護ロボットやICT（情報通信技術）が大
きな注目を集めています。そして、介護ロボットの普及を推
進するために、今年度も多くの自治体で「介護ロボット導入
支援事業（補助金）」をはじめとする多くの制度が実施さ
れています。このセミナーでは、ロボット導入の成功モデル
施設として、国内からはもちろん、海外からも注目されてい
る介護老人保健施設（広島県）の担当者が、導入実績とそ
の活用法、効果などを詳細に解説します。特に施設関係
者、福祉用具関係者には聞き逃せないセミナーです！

３階 大研修室 第１
13:00 ～14:30

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

森山 由香 氏
もり　やま　　 ゆ     か

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

I-2 介護ロボット活用セミナー

参加費500円

「多職種で取り組む看取り支援」
「看取りに取り組みたいけど自信がない。漠然
とした不安や怖さがある。何かあったらどうしよ
う…」また「自分たちの看取り支援は対象者に
とって、本当によかったのだろうか？」とご家族
同様に、ケアスタッフも日々、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（看取り支援）の核となるACP（意思決
定支援）と看取りに必要なケアスタッフの医療的
知識とマネジメントを中心に、日々の実践に活か
せるポイントをお伝えします。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１
15:15 ～16:45

定 員

 100
名様

要
予
約10/6

（土）

講　師

金子 美千代 氏
かね　 こ　　　み　　ち　　よ

鹿児島大学 医学部
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 ターミナルケア対策講座

参加費500円

「認知症ケアの思考プロセスを視える化しよう」
認知症の症状はさまざまですが、ケアのプロセス
はとてもシンプル。基本的なプロセスに基づけ
ば、結果的に周辺症状へのケアや多職種連携につ
ながっていきます。しかし、目の前の利用者は待っ
たなしで、勢いや限られた人・情報でケアをしがち
になります。結果的に場当たり的な対応で終わっ
てしまうケースや、良かれと思ってやったことが、
実は本人のためになっていなかった等のケースが
少なくありません。この講座では、経験豊かな認
知症介護の指導者が、多忙な介護現場でも活用で
きる認知症ケアの考え方についてご提案します。

4階 大研修室 第３
12:30 ～14:00

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

増田 登賜隆 氏
ます　 だ　　  と　　し　  たか

ハーモニーライフサポート 代表
宮崎県認知症介護指導者     

L-2 認知症ケア対策講座

講　師 参加費500円

M-1
「認知症の方と共有できる目標に導くICFの考え方
　　　　　　　　～その方らしい余生のために～」
2025年には認知症患者が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、出来なかったりするこ
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。

４階 大研修室 第４
10:30 ～12:00

定 員

100
名様

要
予
約10/6

（土）

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

認知症ケア対策講座

10/6
（土）

定 員

100
名様

要
予
約

講　師 参加費500円

コーディネーター

シンポジスト
宇治野 由美子 氏
う   じ   の　   ゆ   み   こ

阿久根 平 氏　 　 上釜 孝 氏
上峯 雄二 氏　 　 豊留 里美 氏

あ   く   ね  たいら　　　　　 うえ がま  たかし

うえみね　ゆう じ　　　　　　 とよどめ   さと  み

NPO法人 介護支援専門員協会 鹿児島

M-3M-1 M-2


