
≪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

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

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
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