2021年度 上期４月⇒９月

【受講申込方法】
◆ 研修の詳細については、当振興会のホームページでご確認いただき、下図の
『研修情報オンライン申込み』より、必要事項を入力のうえ、お申込みください。
ホームページの検索はこちら⇒

広島県シルバーサービス振興会

検 索

【ホームページのトップページ】

クリック

ここをクリック

一般社団法人 広島県シルバーサービス振興会

キャリアパス支援研修のご案内
2021年４月～９月
介護事業所のキャリアパス制度支援を目的とした、有料の研修会です。
この度は、新しい講師３名、新しいテーマを増やして開催します。
必要に応じて、事業所の

Off-JT

としてご活用ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ー

お申込みの流れ

ー

● 広島県シルバーサービス振興会のホームページ『研修オンライン申込み』

より、手順に沿って必要事項を入力し、お申込みください。
申込締切：研修日８日前

（例）受講日：4月15日

→

申込締切：4月7日

● お申込み直後、「受付メール」が届きますので、ご確認ください。

ステップ１

登録いただいたメールアドレスに誤りがある場合は、「受付メール」が

申込

届かず、受講いただけない場合がありますので、お気を付けください。
＊ 定員超過の為、キャンセル待ちになる場合があります。
その際は、「キャンセル待ち」である旨のメールが届きます。
＊ 「キャンセル待ち」の場合、キャンセルが発生し受講可能となった時点で、
電話連絡します。

ステップ２ ● 受講が確定した方には、研修日７日前に「受講券メール」が届きますので
受講券

ステップ３
受講日

ご確認ください。

（例）受講日：4月15日

→

受講券：4月８日

● 「受講券メール」を印刷（両面可）し、健康チェック項目をご記入のうえ

受講料と一緒に受付にご提出ください。
● 受講料は釣銭のいらないよう、現金でお支払いください。

ー

交通手段のお願い

ー

＊研修参加者専用の、無料駐車場はございませんので
公共交通機関、もしくは最寄の有料駐車場をご利用ください。

1

受講料のご案内
振興会法人会員

一般（非会員）
5,000 円

半日コース
1 日コース
半日コース（材料費、備品費等が必要な研修）

6,000 円

3,000 円

6,000 円
7,000 円

１日コース（材料費、備品費等が必要な研修）

※受講料は、特殊な事情により、これによらない場合もございますので、ご了承くだ
さい。
※振興会法人会員とは、法人として「一般社団法人広島県シルバーサービス振興会」
の会員に加入されている法人・事業所の方です。
あくまでも、法人としての会員で、個人会員ではありませんので、お間違えの無い
ようお願いいたします。
※入会については、当振興会のホームページ「会員について」をご覧いただき、詳細
については、電話でお問い合わせください。

介護リーダー養成講座を開講します
「現状を打破し、今よりもっと良い介護現場にしたい！」
そんな思いを持った人たちが集い、共に学び、考え、悩み、助け合い、介護リーダ
ーとしてだけでなく、人間としても成長し、目標を叶える力を身につけるための塾
です。
≪日程≫202１年６月～１１月
202２年３月
≪受講料≫. 当会法人会員
一般（非会員）

各月１回
最終回
21,000 円
42,000 円

≪カリキュラム（予定）≫
︎リーダー版介護技術

〜自立支援と生活行為向上のための理論と専門技術〜

︎ケアをマネジメントする

〜チーム力向上・人財育成〜

　︎□認知症のケア「介護の力で症状をなくす」〜理論と実践方法・事例検討〜
　︎□リスクをマネジメントする 〜リーダーが知っておくべき事故防止と虐待防止の知識〜
　︎□介護現場改善力向上

〜今日よりもっと良い介護現場作りを〜
ａｎｄ ｍｏｒｅ

詳細は本プログラム７頁をご参照ください。

2

キャリアパス支援研修（４月～９月）目次
階層別研修（新人・初任者）
研修番号 会場

日程

曜

時間

21001

広島

4月20日

火

10：00～16：00

21002

福山

4月23日

金

10：00～16：00

21003

広島

4月28日

テーマ

講師

ページ

高柴 廣子

6

河原 大樹

6

河原 大樹

6

テーマ

講師

ページ

“真”介護リーダー塾 2021

ＮＰＯ法人
いい介護
研究会

7

テ－マ

講師

ページ

国清 浩史

7

大曽根 博樹

8

国清 浩史

8

講師

ページ

菅原 道俊

9

国清 浩史

9

新人介護職員のための基礎力向上研修
（接遇、コミュニケーション等）
新人介護職員のための認知症ケア基本研修

水

10：00～16：00

階層別研修（中堅・リーダー）7回シリーズ
研修番号 会場

21004

広島

日程

曜

6月16日

水

7月12日

月

8月24日

火

9月16日

木

10月21日

木

11月25日

木

時間

9：45～16：30

3月上旬

テーマ別研修（２回シリーズ）
研修番号 会場

21005

広島

21006

広島

21007

広島

日程

曜

5月26日

水

6月23日

水

6月9日

水

7月9日

金

7月21日

水

8月19日

木

時間

実践！認知症のケア（前編）
10：00～16：00 ～その人らしさをケアで取り戻す・症状をなくすための理論～
実践！認知症のケア（後編）～実践力向上！事例から学ぶケアの方向性～

10：00～16：00

サービス提供責任者スキルアップ研修（前編）
サービス提供責任者スキルアップ研修（後編）

10：00～16：00

排泄の自立支援（前編）
排泄の自立支援（後編）

テーマ別研修 【5月】11講座
研修番号 会場

日程

曜

時間

テ－マ

21008

福山

5月7日

金

10：00～16：00 現場で活かす、転倒・転落事故防止対策！

21009

広島

5月11日

火

13：30～16：30

21010
21011
21012
21013
21014
21015

広島

5月12日

水

13：30～16：30 学ぶばかりじゃもったいない 研修を効果的に活かす技術

堀中 嶽水

9

広島

5月13日

木

13：30～16：30 介護保険に関連する各種公費負担制度・助成について

西田 英俊

10

福山

5月14日

金

13：30～16：30 エンドオブライフケアで大切なこと

吉岡 孝

10

広島

5月18日

火

13：30～16：30 施設でのハーブの効用と園芸福祉

高松 雅子

10

広島

5月19日

水

14：00～17：00 認知症高齢者の理解と認知症疾患センターの役割

岩崎 庸子

11

広島

5月20日

木

10：00～16：00 現場で活かす、転倒・転落事故防止対策！

菅原 道俊

9

国清 浩史

9

遊びリテーション講座
～遊びと自立支援・生活行為向上の理論と実践～

21016

福山

5月21日

金

遊びリテーション講座
13：30～16：30
～遊びと自立支援・生活行為向上の理論と実践～

21017
21018

広島

5月25日

火

10：00～16：00 クレーム対応術・クレームの発生を防ぐ

広島

5月27日

木

13：30～16：30 エンドオブライフケアで大切なこと

3

森田 ひとみ 11
高橋 浩一

11

【6月】10講座
研修番号 会場

日程

曜

時間

テ－マ

講師

ページ

21019

広島

6月2日

水

10：00～16：00 対人関係を改善する！ アドラー心理学によるアプローチ

堀中 嶽水

12

21020

福山

6月3日

木

10：00～16：00 認知症の人のケアについて理解を深める

常本 浩美

12

21021

広島

6月4日

金

13：30～16：30 介護保険と障害福祉の理解

池本 善典

12

21022

広島

6月10日

木

13：30～16：30 精神疾患の理解とケアのポイント

堀原 俊平

13

21023

福山

6月14日

月

13：30～16：30 知っておきたい薬の知識 ～高齢者と薬～

21024

広島

6月15日

火

10：00～16：00 身体的拘束等によらないケアの実施

21025

広島

6月22日

火

10：00～16：00 部下指導育成のためのコーチング（初任者向け）

森田 ひとみ 14

21026

広島

6月24日

木

9：30～12：30 知っておきたい薬の知識 ～高齢者と薬～

吉田 亜賀子 13

21027

広島

6月24日

木

14：00～17：00 介護職に必要な医療知識

藤井 二郎

14

21028

福山

6月25日

金

10：00～16：00 身体的拘束等によらないケアの実施

森山 由香

13

日程

曜

講師

ページ

吉田 亜賀子 13
森山 由香

13

【7月】 8講座
研修番号 会場

時間

テ－マ

21029

広島

7月2日

金

10：00～16：00 職場を変える 「心理コミュニケーション術」

堀中 嶽水

14

21030

広島

7月6日

火

13：30～16：30 介護に役立つ摂食嚥下障害の理解とリハビリテーション

山本 美絵

15

21031

広島

7月7日

水

10：00～16：00 介護中に緊急事態が発生した時の対処方法

21032

広島

7月13日

火

10：00～16：00 ＩＣＦの視点による自立支援に向けた施設ケアプラン作成講座

21033

福山

7月15日

木

13：30～16：30 介護職が知っておきたい医療知識

21034

広島

7月26日

月

21035

広島

7月27日

21036

福山

7月30日

吉岡 真由美 15
森山 由香

15

徳永 敬

16

13：30～16：30 介護専門職が知っておきたい法令遵守と倫理

西田 英俊

16

火

10：00～16：00 介護安全管理の基礎知識と介護事故防止に備える組織づくり

横山 英典

16

金

10：00～16：00 高齢者虐待を防ぐためにできること

原本 明美

17

4

【8月】10講座
研修番号 会場

日程

曜

時間

テ－マ

講師

ページ

原本 明美

17

堀中 嶽水

17

広島県歯科医師会

17

21037

広島

8月3日

火

10：00～16：00 高齢者虐待を防ぐためにできること

21038

広島

8月4日

水

10：00～16：00

21039

広島

8月5日

木

13：30～16：30 介護現場で活用できる口腔ケアのポイント

21040

広島

8月6日

金

13：30～16：30 参加したくなる会議 ～ファシリテーションの活用術～

赤木 悠起

18

21041

広島

8月18日

水

13：30～16：30 介護現場で押さえておきたい記録のポイント

西村 裕子

18

21042

福山

8月20日

金

10：00～16：00

モチベーションアップ講座
～「げん気・やる気・その気」を作る～

堀中 嶽水

17

21043

広島

8月25日

水

10：00～16：00 通所介護計画書の作成と管理者、生活相談員の役割

水田 透

18

21044

福山

8月26日

木

13：30～16：30 介護現場で活用できる口腔ケアのポイント

広島県歯科医師会

17

21045

広島

8月27日

金

10：00～16：00

高松 雅子

19

21046

広島

8月31日

火

13：30～16：30 高次脳機能障がいの理解と対応

川原 薫

19

日程

曜

講師

ページ

モチベーションアップ講座
～「げん気・やる気・その気」を作る～

介護現場を癒しで爽快に！
アロマセラピー＆ハンドマッサージ

【9月】12講座
研修番号 会場

時間

テ－マ

21047

広島

9月1日

水

10：00～16：00 看取り期の観察ポイントとケア

八木 道子

19

21048

広島

9月2日

木

10：00～16：00 サービス中の事故防止等のリスクマネジメント

森山 由香

20

21049

福山

9月3日

金

13：30～16：30 介護現場で役立つカラーセラピー講座

村田 充子

20

21050

広島

9月7日

火

10：00～16：00 介護職へのハラスメント対応研修

堀中 嶽水

20

21051

広島

9月8日

水

10：00～16：00

竹田 伸也

21

21052

広島

9月9日

木

宮永 正稔

21

21053

広島

9月13日

月

13：30～16：30 認知症ケアの理解と認知症カフェの取り組み

21054

広島

9月14日

火

13：30～16：30

21055

広島

9月15日

水

10：00～16：00 介護に役立つ褥瘡予防・スキンケア

21056

福山

9月24日

金

10：00～16：00

21057

広島

9月29日

水

21058

福山

9月30日

木

対人援助の作法
ー援助の質を確実に高めるコミュニケーションスキル－
災害に強い医療福祉体制を作る
10：00～16：00
～災害時の対応について～

介護現場のレクリエーションとは
～生活にドキドキとワクワクがあるから笑顔になれる～

山根 喜代治 21
吉岡 俊昭

22

須山 真見

22

高松 雅子

19

10：00～16：00 認知症の人のケアについて理解を深める

常本 浩美

12

13：30～16：30 チームで行う認知症ケア

河原 大樹

22

介護現場を癒しで爽快に！
アロマセラピー＆ハンドマッサージ

5

新人介護職員のための基礎力向上研修（接遇、コミュニケーション等）
広島 ２１００１

講師

【日程】４月２０日（火）

10：00～16：00

社会福祉法人東城有栖会

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

監事 高柴 廣子
・介護支援専門員

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

・介護福祉士

振興会法人会員3,000円

・福祉施設士

《カリキュラム》
1．介護職員としての心構え・振り返り
2．組織の中で働く意味、報・連・相

広島県認知症介護指導者

3．介護職としての接遇・コミュニケーション

福祉サービス第三者評価調査者・認証委員

4．グループワーク・職業能力評価基準

新人介護職員のための認知症ケア基本研修
福山 ２１００２

講師

【日程】４月２３日（金）

10：00～16：00

社会福祉法人新生福祉会

【会場】まなびの館ローズコム（受付9:30～）

ケアハウス楽生苑
課長補佐

広島 ２１００３
【日程】４月２８日（水）

10：00～16：00

・介護福祉士

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

・介護支援専門員
・広島県認知症指導者

《受講料》
一般（非会員）6,000円

河原 大樹

／

振興会法人会員3,000円

平成１３年 社会福祉法人新生福祉会入社

《カリキュラム》

デイサービスに７年勤務の後、特別養護老人ホームへ異動。

１．認知症の基礎知識

介護主任として勤務し、平成２６年に相談員となり現在に

２．ＢＰＳＤの理解と対応

至る。

３．事例から学ぶ認知症の理解

平成２５年より広島県認知症指導者としての活動にも携わ
る。

４．パーソンセンタード・ケアについて

6

実践！認知症のケア（前編）～その人らしさをケアで取り戻す・症状をなくすための理論～
実践！認知症のケア（後編）～実践力向上！事例から学ぶケアの方向性～
＊２回シリーズの研修です。１回のみの受講はできませんので、ご了承ください。
広島 ２１００５
【日

程】

【時

間】

【会

場】

講師

第１回 ５月２６日（水）
第２回 ６月２３日（水）
１０：００～１６：００
（受付9:30～）
広島県健康福祉センター

特定非営利活動法人

いい介護研究会
代表理事

国清 浩史

・介護支援専門員

《受講料》

・広島市認知症アドバイザー

一般（非会員）12,000円

／

振興会法人会員6,000円

・介護総合研究所元気の素

＊受講料は、第１回に一括でお支払いいただきます。

認定テクニカルアドバイザー

《カリキュラム》

介護現場で、理論に基づいた「認知症ケア」を実践・

【前編】1．認知機能の理解
2．認知症の方の心理を理解する
3．認知症ケアの目標設定の仕方
4．認知症のケア実践に必要な知識（4原則）
【後編】1．認知機能の維持・改善に必要な要素
2．事例をもとにグループワーク
（ケア目標と方針を立てる）

指導し、これまで多くの認知症による症状をなくし、
生活障害を改善している。認知症の人と「共にある」
を核とする理論と現場での実践を広島県中に広めたい
と活動している。前編では基礎理論を共有し、後編で
は参加者より提出いただいた事例を元にグループワー
クと助言を行います。

“ 真 ” 介護リーダー塾

２０２１

＊７回シリーズの研修です。１回のみの受講はできませんので、ご了承ください。
今、混沌とした介護現場において、現状を打破する力を身につけ、スタッフが「イキイキ」と働ける＝
お年寄りが「イキイキ」としている、そんな介護現場作りができたら・・・
でも、どうしたらいいのだろう？・・・ 多くの人たちが抱く思いです。
そうした思いを抱く人たちが、塾生として、学び、考え、トレーニングを繰り返し、時には宿題をこな
し、やがては仲間と共に切磋琢磨する中で、卒塾の時には、きっと人間としても成長し、思いを実現で
きる自分に出会えるはずです。
これまで受講した多くのメンバーが、自信を手にして介護現場で輝いています！ そして・・・
ＯＢ＆ＯＧ会も結成され、卒塾後もネットワークと学び続ける場があります！
“真” の介護リーダーを養成することを目的とし、シルバーサービス振興会＆いい介護研究会が自信を
持ってお届けする、全７回のスペシャルプログラムです！

広島 ２１００４

講師

【日 程】
第１回 ６月１６日（水）
第２回：7月12日（月）
第５回：10月21日（木）
第３回：8月24日（火）
第６回：11月25日（木）
第４回：9月16日（木）
第７回：3月上旬予定
【時

間】

【会

場】

《受講料》

特定非営利活動法人いい介護研究会
代表理事

【いい介護研究会】とは…

全日程

９：４５～１６：３０
（受付9:15～）
広島県健康福祉センター

2010年5月結成し、昨年10周年を迎えました。
広島県内どこで暮らしても、“いい介護”が受けら
れることを目指しています。介護現場で働く者た
ちの自発的かつ主体的な集まりで、“いい介護”を
それぞれの現場で実践に務めています。
「現場発！」がモットーで、塾は総力をあげて
担当します！
“みんなでいい介護しましょう！”

全７回

一般（非会員）42,000円

／

国清 浩史 ＋ 法人認定講師

振興会法人会員21,000円

＊受講料は、第１回に一括でお支払いいただきます。

《カリキュラム》

◆介護リーダー版介護技術 ～自立支援と生活行為向上のための理論と技術～
◆ケアをマネジメントする ～チームメンバーへの介護技術の指導方法～
◆介護リーダーのための “症状を治す” 認知症のケア ～理論と実践方法・事例検討～
◆リスクをマネジメントする ～リーダーが知っておくべき事故防止と虐待防止～
◆介護リーダーの仕事と業務改善力向上 ～今日よりもっと良い介護現場作りに向けて～
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and more

サービス提供責任者スキルアップ研修（前編・後編）
＊２回シリーズの研修です。１回のみの受講はできませんので、ご了承ください。
広島 ２１００６
【日程】
【時間】
【会場】

講師

第１回

６月９日（水）

第２回

７月９日（金）

サンキ・ウエルビィ株式会社

１０：００～１６：００

事業本部 在宅推進課

（受付9:30～）

課長 大曽根 博樹

広島県健康福祉センター

・介護支援専門員

《受講料》

・介護福祉士

一般（非会員）12,000円

／

振興会法人会員6,000円

・社会福祉士

＊受講料は、第１回に一括でお支払いいただきます。

《カリキュラム》

訪問介護員として入社し、サービス提供責任者・管理者

【前編 ６/９】 基礎知識の習得

をつとめる。

・サービス提供責任者の心得と役割

広島・岡山・山口・島根の訪問介護を含む在宅介護全般

・制度の理解（運営基準・老計１０号など）

サービス関連帳票の作成

を統括した経験をもつ。
”基本なくして応用なし”、前編では、基礎知識の習得を

【後編 ７/９】

目指し、後編では、実践的な演習も行います。

・前編の振り返り
・事例検討（アセスメントのポイント）
・サービス関連帳票の作成のポイント
・今後の訪問介護のあり方について

排泄の自立支援（前編・後編）
＊２回シリーズの研修です。１回のみの受講はできませんので、ご了承ください。
広島 ２１００７
【日程】
【時間】
【会場】

講師

第１回

７月２１日（水）

第２回

８月１９日（木）

特定非営利活動法人
いい介護研究会

１０：００～１６：００
（受付9:30～）

代表理事 国清 浩史

広島県健康福祉センター

・介護支援専門員

・広島市認知症アドバイザー

《受講料》
一般（非会員）12,000円

／

・介護総合研究所元気の素

振興会法人会員6,000円

＊受講料は、第１回に一括でお支払いいただきます。

認定テクニカルアドバイザー

《カリキュラム》
【前編 ７/２１】
１．排泄の自立支援に必要な生理学的知識
①排泄に関する共通知識
②「排便」に関する知識
③「排尿」に関する知識
２．排泄の「アセスメント」と「具体的ケア」
３．実技編Ⅰ ～排泄に適した姿勢と姿勢保持～

「排泄の自立に関する理論と自立支援の介護技
術」を駆使して、特養などで排泄の自立（いわゆ
る“オムツ外し”）を実現してきた。「排泄のケア
（自立支援）＝尊厳」と考え、一人でも多くの方
の排泄行為が守られるよう活動している。また、
自立支援のためのトイレ空間（環境）についても

【後編 ８/１９】
４．実技編Ⅱ ～基本動作の自立支援～
５．実技編Ⅲ ～トイレでの移乗動作の自立支援～
６．実技編Ⅳ
～ベッドからポータブルトイレ等への移乗介助～
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提案している。
今回は、介護職に必要な排泄の基礎理論、自立支
援型介護技術の反復トレーニング等スペシャル
バージョンです！

現場で活かす、転倒・転落事故防止対策！
福山 ２１００８

講師

【日程】５月７日（金）

１０：００～１６：００

ＩＧＬ訪問看護ステーション

【会場】まなびの館ローズコム（受付9:30～）

統括リハビリ主任

広島 ２１０１５

講師

【日程】５月２０日（木）

１０：００～１６：００

《受講料》
／

菅原 道俊

・介護支援専門員
・認定理学療法士（呼吸）
・３学会合同呼吸療法認定士
・福祉用具プランナー
・福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２級

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

一般（非会員）6,000円

理学療法士

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
1．転倒・転落の原因について考えてみよう
2．転倒・転落のリスク評価について考えてみよう
3．転倒・転落の予防対策を立案してみよう

1994年より青梅慶友病院（東京）に勤務。病院で老人
医療に取り組む一方、在宅での訪問リハビリテーショ
ンにも取り組む。2003年より、ＩＧＬ訪問看護ステー
ション（広島市）に勤務し、訪問リハビリテーション

＊ 転倒・転落に対する理解を深め、それぞれ
の職場に応じた評価、防止対策の立案が
できることを目指しましょう

遊びリテーション講座

を続け現在に至る。2015年より、「広島県理学療法士
会」教育局生涯学習部長としても活動中。

～遊びと自立支援・生活行為向上の理論と実践～

広島 ２１００９

講師

【日程】５月１１日（火）

13：30～１６：３０

特定非営利活動法人

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

福山 ２１０１６

講師

【日程】５月２１日（金）

13：30～１６：３０

いい介護研究会
国清 浩史

代表理事

・介護支援専門員

【会場】まなびの館ローズコム（受付13:00～）

・広島市認知症アドバイザー

《受講料》

・介護総合研究所元気の素

一般（非会員）5,000円

／

振興会法人会員3,000円

認定テクニカルアドバイザー

《カリキュラム》
1．遊びリテーションの理論～遊びリテーションって何？
2．生活の基本姿勢と基本動作を確認しよう！
（自立支援の介護技術もやります！）
3．食事・排泄・入浴の自立（生活行為向上）につながる遊び
4．基礎体力（免疫力・抵抗力）の向上につながる遊び
5．まとめ

学ぶばかりじゃもったいない
広島 ２１０１０

「遊びリテーション」の第一人者 ”上野文規” 氏より
直接指導を受け、遊びリテーションの理論と正しい
実践方法の普及に努めている。特養などでの実践を
ベースに、生活行為向上につながる視点での講義と
実技は、毎年多くの方から好評を得ている。

研修を効果的に活かす技術
講師

【日程】５月１２日（水）

ひと創研

１３：３０～１６：３０

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

代表

《受講料》

・心理カウンセラー

一般（非会員）5,000円

／

振興会法人会員3,000円

堀中 嶽水

大手流通勤務の後、事業経営の一方で
経営指導やセミナーを手がけ、2004年
に独立。
「人材育成」や「組織作り」を中心に、
「コミュニケーション」「メンタルヘ
ルス」等、幅広く研修や現場指導を
行う。

《カリキュラム》
1．研修と学びの効果が、なぜ受講者や組織に定着
しないのか
2．「自己成長」と「職場活性」につながるコミュニ
ケーションの極意（術）
3．脳の仕組みを取り入れた「成果を生み出す」コツ
（目標達成術）
4．「行動」を生み出し「継続」につなげるポイント

信条：楽しくなければ研修じゃない！
モットー：むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに
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介護保険に関連する各種公費負担制度・助成について
広島 ２１０１１

講師

【日程】５月１３日（木）

13：30～16：30

オフィスたいよう

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

代表

・特定社会保険労務士

《受講料》
一般（非会員）5,000円

西田 英俊

／

・主任介護支援専門員

振興会法人会員3,000円

・社会福祉士

《カリキュラム》

広島市内の医療法人にて相談員、介護支援専門員、地域

①保険優先公費の一覧

⑤自立支援医療

②難病助成

⑥被爆者助成

も携わる。

③特定医療費

⑦年金制度

独立開業後は、社会保険労務士として福祉関係企業・団

④重度心身障害者医療費

⑧その他

包括支援センター等に従事、介護事業所の設立、運営に

体の顧問や、障害年金の手続きを行うほか、居宅介護支
援事業所を経営し、高齢者のケアプランを作成している。

エンドオブライフケアで大切なこと
福山 ２１０１２

講師

【日程】５月１４日（金）

13：30～16：30

医療法人
よしおかホームクリニック
院長
吉岡 孝

【会場】まなびの館ローズコム（受付13:00～）
《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

・医学博士
・日本外科学会認定登録医
・日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア認定医
・がん治療認定医機構
がん治療認定医
・認知症サポート医

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
これまでの病院・在宅での経験を元に、より
よいエンドオブライフケアについてお話しま
す。

1992年岡山大学卒業，岡山大学第一外科入局。

また、グループワークの時間を設け、参加者

国立岩国病院，国立がんセンター東病院，中国中央病院，広
島市民病院，福山市民病院等での勤務を経て、2017年，在宅

のみなさんと一緒に学びたいと思います。

医療を中心とする「よしおかホームクリニック」開院。

施設でのハーブの効用と園芸福祉
広島 ２１０１３

講師

【日程】５月１８日（火）

１３：３０～１６：３０

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

・NPO法人日本園芸福祉普及協会 理事
・NPO法人ジャパンハーブソサエティー
理事
・一級造園施工管理技士
・英国園芸療法協会 指導員
・アロマセラピスト

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

ＮＰＯ法人緑の風景
理事長
高松 雅子

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

造園会社でガーデンコーディネーターを経て、園芸療法・

1．園芸福祉とは

園芸福祉・ハーブ（植物）に魅せられる。

2．ハーブの効用

2006年 NPO法人緑の風景 設立

3．楽しめるハーブクラフト実習

2004年～2011年 広島国際大学

4．植物でライフアート

広島市緑化推進審議会委員

園芸療法非常勤講師

2007年～2015年 西日本短期大学 園芸福祉非常勤講師
【著書】「植物ライフアート」「園芸福祉入門」
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認知症高齢者の理解と認知症疾患センターの役割
広島 ２１０１４

講師

【日程】５月１９日（水）

１４：００～１７：００

広島市西部認知症疾患

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:30～）

医療センター
センター長

《受講料》

岩崎 庸子

・精神神経学会専門医指導医

一般（非会員）5,000円

／

振興会法人会員3,000円

・老年精神医学会専門医
1989年 広島大学医学部医学科卒業
広島大学医学部附属病院精神科研修医
1991年 県立広島病院 精神神経科研修医
1992年 マツダ株式会社 マツダ病院精神科医師
1993年 国立療養所賀茂病院（現・賀茂精神医療センター）
精神科医師
1996年 医療法人社団更生会 草津病院 精神科医師
2011年 広島市認知症疾患医療センター センター長
2015年 医療法人社団更生会 草津病院 副院長

《カリキュラム》
①認知症総論

②認知症の薬物療法
③認知症疾患医療センターの役割
④認知症の方が治療や介護を
安心して受けることができるために

クレーム対応術・クレームの発生を防ぐ
広島 ２１０１７

講師

【日程】５月２５日（火）

１０：００～１６：００

Ｍｏｒｉｔａキャリアプランニング
代表 森田 ひとみ

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

・国家資格 キャリアコンサルタント

・NPO法人キャリアプロジェクト理事

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

・ワークライフコンサルタント

振興会法人会員3,000円

・文部省認定秘書技能検定１級

《カリキュラム》
1．クレーム発生メカニズムの認識
2．クレーム対応力の強化
3．事例研究から学ぶ

・文部省後援サービス接遇１級

クレームの初期対応がうまくいくか否かで、お互い
が決裂するか信頼関係で結ばれるかに分かれます。
相手の方の怒りの感情への理解から、信頼への糸口
を探ります。なお、クレーム対応時の言葉の選び方、
表現の仕方など具体的な習得を目指します。

官公庁、企業にて接遇マナー、CS研修、ハラスメント・メ
ンタルヘルス研修・コミュニケーション研修、リーダー研
修などを新人から管理職まで階層別に幅広く、ニーズに合
わせてカスタマイズして実施しています。
また、キャリアコンサルタントとして、就職支援や働き方
改革につながるワークライフバランスやキャリアデザイン
研修など、人材育成や女性活躍推進にも力を注いでいます。

エンドオブライフケアで大切なこと
広島 ２１０１８

講師

【日程】５月２７日（木）

１３：３０～１６：３０

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

院長

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
年間２０名以上の在宅看取り・施設看取り
（特別養護老人ホーム、グループホーム、
サービス付き高齢者住宅など）をおこなって
います。
その経験の中から、エンドオブライフに大切
なことを、みなさまと一緒に考えてみたいと
思います。

高橋 浩一

・日本内科学会 総合内科専門医
・日本呼吸器学会 専門医、指導医
・認知症サポート医
・身体障害者福祉法指定医
（呼吸器、肢体不自由）
・広島市自立支援
（精神通院）指定医

《受講料》
一般（非会員）5,000円

医療法人和平会 折口医院

滋賀医科大学卒業。広島大学大学院内科学第二修了（医学博士）。
これまでの勤務先は、JA広島総合病院、JA尾道総合病院など。最
後の勤務先であるJA広島総合病院では、緩和ケアチームのチーム
リーダーをつとめる。聖路加国際病院で緩和ケア研修。癌末期で、
「自宅に帰りたい」と希望される人は多かったが、それに対応
（往診、訪問診療）してくれる開業医が非常に少なかったため、
在宅緩和ケアを担う目的で、平成２０年開業。
平成２４年度 厚生労働省在宅医療連携拠点事業に選ばれた。
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対人関係を改善する！

アドラー心理学によるアプローチ

広島 ２１０１９

講師

【日程】６月２日（水）

１０：００～１６：００

ひと創研

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

代表
《受講料》
一般（非会員）6,000円

堀中 嶽水

・心理カウンセラー
／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

大手流通勤務の後、事業経営の一方で経営指導やセミ
ナーを手がけ、2004年に独立。
「人材育成」や「組織作り」を中心に、「コミュニケー
ション」「メンタルヘルス」等、幅広く研修や現場指導
を行う。
信条：楽しくなければ研修じゃない！
モットー：むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに

1．「アドラー心理学」とは？
・アドラー流「対人関係」の基礎
・「対人関係」悩み解消へのアプローチ
2．タモリさんはアドラー流？
・「タモリ本」から見る 生き方のコツ
3．アドラー流 苦手意識の克服
・３つのＲ（Respect、Reframe、Rapport）
4．アドラー流 コミュニケーション術
・実践！対話や関わり方のポイント

認知症の人のケアについて理解を深める
福山 ２１０２０

講師

【日程】６月３日（木）

1０：０0～１６：００

関西総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校

【会場】まなびの館ローズコム（受付9:30～）

広島 ２１０５７

非常勤講師

講師

【日程】９月２９日（水）

常本 浩美

・認知症介護指導者

1０：０0～１６：００

・作業療法士

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）
《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

11年間リハビリ病院に作業療法士として勤務し、その後、

1．これまでの認知症の人のケアについて振り返り、これ
からの認知症のケアについて、国の認知症施策の最新
情報を交えて考える。
2．認知症の疾患別理解、その人の人となり、その人を取
り巻く環境などを理解し、その人に合ったケアについ
て考える。
3．認知症予防の情報

特養や老健施設などの経験を積み、2003年に厚生労働省
の定める「認知症介護指導者養成研修」を修了しました。
現在は、兵庫県の認知症介護指導者や専門学校で認知症
専門に講師を務めながら、認知症の人のリハビリにも従
事してします。

介護保険と障害福祉の理解
広島 ２１０２１
【日程】６月４日（金）

講師
１３：３０～１６：３０

社会福祉法人大崎福祉会
指定障害福祉サービス事業所
ふれあい工房
所長
池本 善典

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）
《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

振興会法人会員3,000円

・(一社)広島県介護支援専門員協会
理事・大崎上島ブロック長
・広島県介護支援専門員指導者
・社会福祉士
・主任介護支援専門員
・相談支援専門員

《カリキュラム》
１．高齢者福祉と障害者福祉を学ぶ
２．介護保険サービスと障害福祉サービスの比較
３．令和３年度介護保険・
障害福祉サービス改定の概要
４．その他

昭和63年社会福祉法人大崎福祉会入職、特養生活相談員、
在宅介護支援センターＳＷ、事務長等を経て、平成15年よ
り特養大崎荘施設長に就任。施設長と居宅のケアマネを
兼務していたこともあり、施設・居宅双方に関わる。平成
27年より法人内部異動にて、指定障害福祉サービス事業所
ふれあい工房所長。障害者グループホーム、相談支援事業
所等の管理者を兼任。令和２年より法人内のケアマネ事業
所等高齢者の訪問系事業所の事業所長も兼任している。

介護保険サービスに関わる人と障害福祉サービスに
関わる人の連携が、実践できるよう一緒に学びま
しょう。障害者の６５歳問題を共に考え、地域共生
社会の構築を目指しましょう。
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精神疾患の理解とケアのポイント
広島 ２１０２２

講師

【日程】６月１０日（木）

13：30～16：30

医療法人社団和恒会
ふたば病院
看護師長代理 堀原 俊平

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

・精神科認定看護師
（日本精神科看護協会）
・医療安全管理責任者（日本看護協会）
・実習指導者（日本看護協会）
・研修責任者（日本看護協会）
・ＣＶＰＰＰ院内トレーナ

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
①精神科医療の動向。
②精神疾患について。

平成２１年
平成２４年
平成２５年
平成２６年
平成２８年
平成３１年
令和２年

③精神疾患に有用なツール。
④コミュニケーション技術について。
⑤精神科における認知症看護。

知っておきたい薬の知識
福山 ２１０２３

市立看護専門学校卒業。
リスクマネージャー。専任の医療安全管理責任者。
ＣＶＰＰＰ院内トレーナー。
広島県保健師助産師看護師実習指導者。
精神科認定看護師（10領域統合）。
院内教育委員長。
医療安全管理部責任者。研修責任者。

～高齢者と薬～

講師

【日程】６月１４日（月）

13：30～16：30

Ｌａ

【会場】まなびの館ローズコム（受付13:00～）

代表

広島 ２１０２６

Ｖｉｔａ Ｒｏｓａ
吉田 亜賀子

・薬剤師

【日程】６月２４日（木）

9：30～12：30

・産業カウンセラー

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:00～）

・キャリアカウンセラー

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

振興会法人会員3,000円

私立福岡大学薬学部 卒業
Ｌａ Ｖｉｔａ Ｒｏｓａ 設立

《カリキュラム》
①薬が効くしくみ
②高齢者と薬

③高齢者と副作用

公益社団法人広島県薬剤師会 常務理事

④事例紹介

一般社団法人広島市薬剤師会 副会長

身体的拘束等によらないケアの実施
広島 ２１０２４

講師

【日程】６月１５日（火）

10：00～16：00

社会福祉法人三篠会

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

高齢者総合福祉施設ひうな荘

福山 ２１０２８

リハビリ部長

【日程】６月２５日（金）

10：00～16：00

・理学療法士
・介護支援専門員
・（公社）全国老人保健施設協会
介護老人保健施設認定
リスクマネジャー
・ユマニチュード認定
インストラクター

【会場】まなびの館ローズコム（受付9:30～）
《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

森山 由香

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
1．身体拘束禁止の法的位置付けと現状
2．新たに見えてきた拘束の“カタチ”『魔の３ロック』
～言葉による抑制、薬物による抑制、
身体的・物理的抑制～
3．『抑制しないケア』への展開
～転倒に対するケアの工夫と
見守り介護ロボット等の福祉機器の活用～
4．拘束しなかったことで介護事故が起きた場合の
法的責任について

愛媛十全医療学院理学療法学科卒業後、６年間病院勤務の

後、老人福祉施設や在宅、保健・医療サービス等の地域リ
ハビリテーションに関わる。
平成５年より、「社会福祉法人三篠会 高齢者総合福祉施
設ひうな荘」リハビリ部長として勤務。
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部下指導育成のためのコーチング（初任者向け）
広島 ２１０２５

講師

【日程】６月２２日（火）

10：00～16：00

Ｍｏｒｉｔａキャリアプランニング

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

代表 森田 ひとみ

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

・国家資格 キャリアコンサルタント
・NPO法人キャリアプロジェクト理事
・コーチングチャプター運営委員
・Class-Ⅰファシリテーター・メンタル
コーチ・心理セラピスト１級

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
1．コーチングとはなにか
2．部下育成のための傾聴の仕方と重要性
3．部下のタイプに合わせた指導法
4．質問技法

官公庁、企業にて接遇、ＣＳ研修、コミュニケーション

研修など新人から管理職まで幅広い研修を、ニーズに合
わせて実施しています。

「部下の声を聞いているようで聞いていない」こ
とは多々あるようです。部下が『気づき・新たな
自分を発見したり自主的に行動できる』ようにな
る質問技法も学びます。現在の部下へのかかわり
方を振り返り、重要な育成のポイントを掴みます。

また、キャリアコンサルタントとして、大学生から中高
年まで就職支援を実施しており、ワークライフバランス
など、女性活躍推進にも力を注いでいます。

介護職に必要な医療知識
広島 ２１０２７

講師

【日程】６月２４日（木）

14：00～17：00

医療法人社団長寿会

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:30～）

はたのリハビリ整形外科

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

医師

振興会法人会員3,000円

藤井 二郎

・整形外科専門医

《カリキュラム》

高齢者にみられる病気・症状
①運動器疾患（骨粗しょう症

など）

②消化器疾患（嚥下障害、便秘
③呼吸器疾患（誤嚥性肺炎

令和３年４月～

など）

など）

④皮膚疾患（皮脂欠乏、脆弱皮膚
⑤泌尿器疾患（尿失禁、頻尿
⑥脳・神経疾患（脳卒中

昭和６３年
令和３年３月迄

など）

など）

など）

etc…

広島大学整形外科入局
広島県立リハビリテーションセンター
医療センター長
はたのリハビリ整形外科 医師

今まで手術中心で治療に当たってきましたが、今後は地域
医療を頑張ってまいります。
趣味は読書（主に推理小説）、スポーツ観戦（特にｻｯｶｰ）
健康のために、少しずつ体を動かしていかないといけない
と感じています。

職場を変える「心理コミュニケーション術」
広島 ２１０２９
【日程】７月２日（金）

講師
ひと創研

１0：0０～１６：0０

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

代表

《受講料》

・心理カウンセラー

一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

堀中 嶽水

大手流通勤務の後、事業経営の一方で
経営指導やセミナーを手がけ、2004年
に独立。

《カリキュラム》

「人材育成」や「組織作り」を中心に、
「コミュニケーション」「メンタルヘ

～人の心理を活かす３つの秘訣～

ルス」等、幅広く研修や現場指導を

1．「チームを作る」コミュニケーション術

行う。
信条：楽しくなければ研修じゃない！
モットー：むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに

2．「モチベーションを作る」コミュニケーション術
3．「人を活かす」コミュニケーション術

他
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介護に役立つ摂食嚥下障害の理解とリハビリテーション
広島 ２１０３０

講師

【日程】７月６日（火）

13：30～16：30

国家公務員共済組合連合会

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

呉共済病院
摂食嚥下障害看護認定看護師

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

山本 美絵

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

平成１１年

１．嚥下のメカニズム

呉共済病院入職
脳神経外科・整形外科病棟 所属

２．嚥下機能の評価

平成１６年

呉共済病院看護専門学校 看護教員

４．食べるための口腔ケア

平成２０年

摂食嚥下障害看護認定看護師 資格取得

５．姿勢調整と食事形態

平成２１年

脳神経外科・耳鼻科・口腔外科病棟 所属

６．食事介助技術

令和２年４月 呉共済病院看護専門学校 看護教員

３．嚥下障害と認知症

介護中に緊急事態が発生した時の対処方法
広島 ２１０３１

講師

【日程】７月７日（水）

10：00～16：00

緩和ケア認定看護師

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

吉岡 真由美

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

約２０年間 消化器外科、整形外科、泌尿器科、内科を主科
とした中規模病院に勤務し、主に急性期、一般病棟に所属し

１．高齢者の特徴

ていました。

２．急変時の対応の基本

２０１９年在宅療養支援診療所に勤務し、緩和ケア認定看護

３．症状と状態別対応

師資格を取得後、在宅分野に携わっています。

４．事例検討

現在、主にアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の普
及と実践に取り組んでいます。

ＩＣＦの視点による自立支援に向けた施設ケアプラン作成講座
広島 ２１０３２

講師

【日程】７月１３日（火）

10：00～16：00

社会福祉法人三篠会
高齢者総合福祉施設ひうな荘
リハビリ部長
森山 由香

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

・理学療法士
・介護支援専門員
・（公社）全国老人保健施設協会
介護老人保健施設認定
リスクマネジャー
・ユマニチュード認定
インストラクター

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．ＩＣＦとは
２．ＩＣＦの視点による課題分析
３．ＩＣＦ・ストレングスに着目した
ケアプラン作成のポイント
４．まとめ

愛媛十全医療学院理学療法学科卒業後、６年間病院勤務の後、
老人福祉施設や在宅、保健・医療サービス等の地域リハビリ
テーションに関わる。
平成５年より、「社会福祉法人三篠会 高齢者総合福祉施設
ひうな荘」リハビリ部長として勤務。

15

介護職が知っておきたい医療知識
福山 ２１０３３

講師

【日程】７月１５日（木）

13：30～16：30

徳永医院

【会場】まなびの館ローズコム（受付13:00～）

・鞆・田尻・水呑地区
介護支援専門員連絡会議 代表
・福山地区ケアマネジメント研究会
世話人代表
・広島県介護支援専門員協会
福山ブロック会 顧問
・福山市介護認定審査会 委員
・福山市地域包括支援センター
運営協議会 会長

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

院長 徳永 敬

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．高齢者の疾病理解と対処
（高齢者の特徴、骨折、褥瘡、脳血管疾患、

約２０年間、地域の医療、保健、福祉の関係者が自由に参
加し、高齢者の生活状況に関する具体例に基づき対応を検
討する「定期カンファレンス」を開催。
2000年には、「福山地区ケアマネジメント研究会」を設立。
世話人代表を務め、高齢者介護に関わるスタッフの定例会
や多職種の交流会を開くなど、顔が見える関係作りや情報
共有を進めており、高齢者が住み馴れた地域で暮らせるよ
う支えている。

心疾患、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病、脱水、
意識障害）
２．介護と医療の連携
（事例を通して医療職との連携の取り方を学ぶ）

介護専門職が知っておきたい法令遵守と倫理
広島 ２１０３４

講師

【日程】７月２６日（月）

13：30～16：30

オフィスたいよう

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

代表

西田 英俊

・特定社会保険労務士

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

・主任介護支援専門員

振興会法人会員3,000円

・社会福祉士

《カリキュラム》

広島市内の医療法人にて相談員、介護支援専門員、地域

・介護現場における順守すべき法令とは

包括支援センター等に従事し、介護事業所の設立、運営

・個人情報と特定個人情報

にも携わる。

・トラブル発生時における留意点

独立開業後は、社会保険労務士として福祉関係企業・団
体の顧問や障害年金の手続きを行うほか、居宅介護支援

・その他

事業所を経営し、高齢者のケアプランを作成している。

介護安全管理の基礎知識と介護事故防止に備える組織づくり
広島 ２１０３５

講師

【日程】７月２７日（火）

10：00～16：00

一般社団法人広島県シルバーサービス振興会

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

常務理事

・地域密着型サービス外部評価機関 責任者・外部評価員

《受講料》
一般（非会員）6,000円

横山 英典

／

・福祉サービス第三者評価機関 責任者

振興会法人会員3,000円

・生活支援コーディネーター養成指導者 中央研修終了

《カリキュラム》

・広島市生活支援体制整備 市域協議体構成員

１．介護事故とは（概論）
２．リスクマネジメントの考え方

急性期医療機関での医療安全管理（医療事故）実務担当を

３．リスクマネジメントの運用

経て、平成２０年より、介護事業の経営・教育研修・介護

① 報告制度

安全管理を担当。

② 安全管理委員会の有効な運用とは

現状をふまえた目標設定のお手伝いをいたします。

③ 安全対策（事故防止策）のモニタリング
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高齢者虐待を防ぐためにできること
福山 ２１０３６

講師

【日程】７月３０日（金）

１０：００～１６：００

オフィス陽だまり

【会場】まなびの館ローズコム（受付9:30～）

広島 ２１０３７

講師

【日程】８月３日（火）

原本 明美

代表

１０：００～１６：００

・社会福祉士
・介護福祉士

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

・介護支援専門員

《受講料》

・相談支援専門員

一般（非会員）6,000円

／

・認知症ケア専門士

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

健康保険組合にて、保健・医療業務に従事。

・「これって虐待？」 高齢者虐待とは
・「虐待を発見したら？ その対応
・「虐待を防ぐためにできる事は？」

平成１４年 訪問介護事業所・通所介護事業所開設

＊事例を通して高齢者虐待について理解を深めましょう。

オレンジライン」代表としても、活動している。

モチベーションアップ講座

現在は、「オフィス陽だまり」を開設し、成年後見や
専門学校非常勤講師、「巡回型認知症カフェ 海田町

～「げん気・やる気・その気」を作る～

広島 ２１０３８

講師

【日程】８月４日（水）

１０：００～１６：００

ひと創研

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

福山 ２１０４２

講師

【日程】８月２０日（金）

１０：００～１６：００

【会場】県民文化センターふくやま（受付9:30～）

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．あなたの「モチベーションパターン」を探しだす
２．「脳の仕組み」とモチベーション
３．「自己効力感」と「自己有用感」
４．「行動できない、続かない」を解決する
５．やる気を左右する「目標アプローチ法」 他

堀中 嶽水

・心理カウンセラー
大手流通勤務の後、事業経営の一方で
経営指導やセミナーを手がけ、2004年
に独立。
「人材育成」や「組織作り」を中心に、
「コミュニケーション」「メンタルヘ
ルス」等、幅広く研修や現場指導を
行う。

《受講料》
一般（非会員）6,000円

代表

信条：楽しくなければ研修じゃない！
モットー：むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに

介護現場で活用できる口腔ケアのポイント
広島 ２１０３９

講師

【日程】８月５日（木）

13：30～１６：３０

一般社団法人広島県歯科医師会

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

会員
講師

福山 ２１０４４
【日程】８月２６日（木）

13：30～１６：３０

歯科医師

【会場】まなびの館ローズコム（受付13:00～）
《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

講師が決まり次第、当振興会ホームページで
お知らせいたします。

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．口腔ケアの目的
２．口腔ケア時の姿勢・体位
３．口腔内の状況に合わせた歯ブラシ選びや効果的な
清掃法、舌苔や口臭のケア方法
４．口腔体操のポイント など

広島県シルバーサービス振興会

＊明日からすぐ活用できる知識と手法を、基本から習得できる内容です。
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検索

参加したくなる会議

～ファシリテーションの活用術～

広島 ２１０４０

講師

【日程】８月６日（金）

13：30～16：30

メイジュコミュニケーション

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

代表 赤木 悠起
・マインドフルネス瞑想協会認定講師

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

・こども食堂「きんちゃいごはん」主宰

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
広島エフエム放送で１５年ラジオ制作に携わり、退職後、

多くの時間をさく会議やミーティング。

コーチング、ファシリテーション、心理学などを学ぶ。

参加する意味があると感じられること、

現在は、流通、サービス業、官公庁などの企業研修や、

成果があがること、さらに楽しいこと。

パーソナルコーチをする傍ら、ライフワークとして、

そんな会議のあり方やスキルを学びましょう。

子育てや女性の活躍支援に力を注いでいる。

介護現場で押さえておきたい記録のポイント
広島 ２１０４１

講師

【日程】８月１８日（水）

13：30～16：30

特別養護老人ホーム輝き

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

西村 裕子

主任相談員
・介護福祉士

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

振興会法人会員3,000円

・介護支援専門員
・広島市認知症アドバイザー

《カリキュラム》
なぜ、記録が必要なのか？

保育士として１０年余り務めたのち、介護福祉士の資格を
取得し、特別養護老人ホーム輝きに設立準備から携わる。

記録の目的、意義、役割などを確認し、個人
ワーク、グループワークを通して、様々な場面
に応じた、現場で役立つ記録のルールやポイン
トを学んでいきます。

現在は、特別養護老人ホームの主任相談員として勤務しつ
つ、認知症アドバイザー、人材育成等の外部講師も務めて
いる。

通所介護計画書の作成と管理者、生活相談員の役割
広島 ２１０４３

講師

【日程】８月２５日（水）

10：00～16：00

サンキ・ウエルビィ株式会社

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

事業統轄部 申請管理課

《受講料》
一般（非会員）6,000円

統轄課長
／

振興会法人会員3,000円

水田 透

・介護支援専門員

《カリキュラム》

・介護福祉士
・都老研 介護予防主任運動指導員

＊計画書作成に携わる方（管理者、生活相談員、介護

法人では事業所の指定申請に関わる業務を担当してい

職員、看護職員、機能訓練指導員等）向けの内容です。

ます。

健全な運営のためには、介護保険法や加算要件とその

１．加算算定と法令順守について

ための実務について、職員全員が理解して運営するこ

２．通所介護計画の作成について

とが必要だと考えます。

３．モニタリング評価について

通所介護計画書を通して、法令順守と作成のポイント

４．通所介護計画の作成（グループワーク）

を確認していきましょう。
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介護現場を癒しで爽快に！

アロマセラピー＆ハンドマッサージ

広島 ２１０４５

講師

【日程】８月２７日（金）

１０：００～１６：００

ＮＰＯ法人緑の風景

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

理事長

福山 ２１０５６

講師

【日程】９月２４日（金）

１０：００～１６：００

《受講料》
／

・NPO法人日本園芸福祉普及協会 理事
・NPO法人ジャパンハーブソサエティー
理事
・一級造園施工管理技士
・英国園芸療法協会 指導員
・アロマセラピスト

【会場】県民文化センターふくやま（受付9:30～）

一般（非会員）7,000円

高松 雅子

振興会法人会員3,000円

造園会社でガーデンコーディネーターを経て、園芸療法・

《カリキュラム》
１．アロマセラピーとは
２．介護現場での香りの使い方
３．香りの効用
４．アロママッサージオイルの作り方
５．香りの手浴、足浴方法
６．アロマハンドマッサージの方法

園芸福祉・ハーブ（植物）に魅せられる。
2006年 NPO法人緑の風景 設立
2004年～2011年 広島国際大学

園芸療法非常勤講師

2007年～2015年 西日本短期大学 園芸福祉非常勤講師
広島市緑化推進審議会委員
【著書】「植物ライフアート」「園芸福祉入門」

高次脳機能障がいの理解と対応
広島 ２１０４６

講師

【日程】８月３１日（火）

13：30～16：30

福山リハビリテーション病院

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

作業療法士

・（一社）広島県作業療法士会

《受講料》
一般（非会員）5,000円

川原 薫

／

副会長
・専門作業療法士
（高次脳機能障がい）

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

広島市立舟入高等学校・国立犀潟療養所付属リハビリ

１．「高次脳機能障がい」を知っていますか？

テーション学院（新潟）を卒業し、国立療養所畑賀病院

２．「高次脳機能障がい」の診断と症状

（現在安芸市民病院）・広島市民病院・呉医療センター

３．症状に応じた介護スタッフ対応のポイント

付属リハビリテーション病院・安岡病院（下関市）・広

４．「高次脳機能障がい」と「認知症」の違い

ビリテーション病院に勤務。

島県立障がい者リハビリテーションセンター・福山リハ
2019年1月 第47回読売新聞医療功労賞受賞

看取り期の観察ポイントとケア
広島 ２１０４７

講師

【日程】９月１日（水）

10：00～16：00

社会福祉法人サンシャイン
特別養護老人ホーム
サンシャイン南蟹屋
緩和ケア認定看護師 八木 道子

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）
《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

・緩和ケア認定看護師
・ELNECーJコアカリキュラム指導者

１．緩和ケア、エンド・オブ・ライフケア
２．がんの治療のながれと心のケア

平成２３年に緩和ケア認定看護師資格を取得しました。

３．意思決定支援：ＡＣＰ（人生会議）、人生の最終

緩和ケア病棟や訪問看護を経験し、令和元年から特別養

段階における医療・ケアの決定プログラムに関する

護老人ホームで勤務しています。高齢者や認知症の方の

ガイドラインについて

質の高い看取りや、日常生活を支えるケアの提供を目指

もしものための話し合い もしバナゲーム
４．臨死期のケア・看取りの支援・エンゼルケア

しています。
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サービス中の事故防止等のリスクマネジメント
広島 ２１０４８

講師

【日程】９月２日（木）

10：00～16：00

社会福祉法人三篠会
高齢者総合福祉施設ひうな荘
リハビリ部長
森山 由香

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

・理学療法士
・介護支援専門員
・（公社）全国老人保健施設協会
介護老人保健施設認定
リスクマネジャー
・ユマニチュード認定
インストラクター

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．リスクマネジメントの概要
２．リスクマネジメントの具体的方法

愛媛十全医療学院理学療法学科卒業、６年間病院勤務の後、

３．事故防止の対応策

老人福祉施設や在宅、保健・医療サービス等の地域リハビ

４．苦情とリスクマネジメント

リテーションに関わる。

５．リスクマネジメントから

平成５年より、「社会福祉法人三篠会 高齢者総合福祉施

クオリティーマネジメントへ

設ひうな荘」リハビリ部長として勤務。

介護現場で役立つカラーセラピー講座
福山 ２１０４９
【日程】９月３日（金）

講師
13：30～16：30

メンタリングルームＭ＊Smile

【会場】まなびの館ローズコム（受付13:00～）

・米国NLP🄬協会認定
マスタープラクティショナー・コーチ
・FLAX公認 カラーメンタリスト🄬
・歯科衛生士

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

村田 充子

代表

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

歯科衛生士として勤務していた頃から、仕事上のスキル

１．人間関係の悩み、コミュニケーションの軋みと

アップのため心理学を学び始め、後に介護生活を経て、

いった問題を、色の力を手がかりにひもとく

よりその重要性を認識し、研鑽を積んできました。

２．潜在意識にフォーカスして、楽に人と関われる

色彩心理は、分かりやすく誰にも応用しやすいことで、

方法を身につけるためのサポート

ストレス要因の人間関係の改善において、皆様の一助に

３．言語化がうまくできない対人関係をスムーズに

なると思っております。

介護職へのハラスメント対応研修
広島 ２１０５０
【日程】９月７日（火）

講師
ひと創研

１０：００～１６：００

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

代表

《受講料》

・心理カウンセラー

一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

堀中 嶽水

大手流通勤務の後、事業経営の一方で
経営指導やセミナーを手がけ、2004年
に独立。
「人材育成」や「組織作り」を中心に、
「コミュニケーション」「メンタルヘ
ルス」等、幅広く研修や現場指導を
行う。

《カリキュラム》
１．ハラスメントとは
２．ハラスメントの発生原因と予防
・ハラスメント発生３つの原因
・ハラスメント予防２つのアプローチ
３．職場でのハラスメント対策
・職場コミュニケーションの改善
・叱り方や褒め方のコツ
・ストレスを減らすコツ
他

信条：楽しくなければ研修じゃない！
モットー：むずかしいことをやさしく
やさしいことをふかく
ふかいことをゆかいに
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対人援助の作法

ー援助の質を確実に高めるコミュニケーションスキルー

広島 ２１０５１

講師

【日程】９月８日（水）

10：00～16：00

鳥取大学大学院医学系研究科
臨床心理学専攻
准教授 竹田 伸也

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

・公認心理師
・臨床心理士
・日本老年精神医学会上級専門心理士
・日本認知・行動療法学会専門行動療法士

《受講料》
一般（非会員）6,000円

／

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．相手が変化への入口に立つためのコミュニ
ケーションスキル
信頼関係を築くための非言語コミュニケーション

２．相手が変化への入口に立つまてのコミュニ
ケーションスキル
信頼関係を築くための需要と共感のスキル

香川県丸亀市生まれ。鳥取大学大学院医学系研究科医学専攻
博士課程修了。
鳥取生協病院、広島国際大学心理科学部講師、鳥取大学大学
院医学系研究科講師を経て、現職。医学博士。日本老年精神
医学会評議員、日本認知症予防学会代議員等を務める。「生
きづらさを抱えた人が、生まれてきてよかったと思える社会
の実現」を臨床研究者として最も大切にしたい価値に掲げ、
全国の仲間と協同しながら研究や教育、執筆、講演等を行っ
ている。

３．相手に質問するときのスキル

ホームページ：https://researchmap.jp/takedas

災害に強い医療福祉体制を作る
広島 ２１０５２

～災害時の対応について～

講師

【日程】９月９日（木）

10：00～16：00

一般財団法人日本防火防災協会

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

防火・防災管理講師

《受講料》

宮永 正稔

一般（非会員）6,000円

／

・救急救命士（応急手当指導者）
・防災士
・自衛消防総合訓練指導員
・消防設備士

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．福祉施設の防災・減災について
＊新型コロナウイルス感染症の防止対策を
踏まえた防火・防災対策
＊災害被害想定とハザードマップ
＊消防用設備の取り扱い
２．福祉施設の防災・減災ワークショップ
＊災害時、あなたの行動は？(自然災害の教訓等)
＊災害死ゼロを目指す「マイタイムライン」
３．大切な命を守る救出方法、救命処置について
＊実技

平成２４年３月に広島市消防局を退職し、(一財)広島市総合防災
センター防災指導員として法定講習、子ども、町内会・自主防
災会への防災指導、病院、社会福祉施設、ホテル、旅館等の訓
練指導などを担当していました。
現在は、(一財)日本防火防災協会の防火・防災訓練者講師として
中国地方の講習を担当しています。また、自主防災アドバイ
ザーとして県内外の自主防災組織の育成指導、さらに福山大学
非常勤講師として学生に対する防災教育にも尽力しています。

認知症ケアの理解と認知症カフェの取り組み
広島 ２１０５３

講師

【日程】９月１３日（月）

13：30～16：30

社会福祉法人創絆福祉会
理事
山根 喜代治

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）
《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

・NPO法人いい介護研究会 特別講師
・全国テクニカルアドバイザー
・介護支援専門員
・広島県認知症介護アドバイザー

振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》
１．認知症の理解
２．認知症カフェとは
３．一番大切なこと
４．開設支援した４つの町の６箇所のカフェ
５.それぞれの活動状況と課題

高齢者の主体性を引き出す《生活リハビリ》の普及のため、
全国各地で指導・講演をするとともに、平成１０年に新設
された特別養護老人ホームの施設長として行った「寝たき
りゼロ」「オムツ使用者ゼロ」「機械浴使用者ゼロ」や、
小集団でスタッフも一緒に食事するケアは、グループホー
ムやユニットケアの誕生に大きな影響を与えた。
施設長や大学講師などを務めつつ、市町での講演、事業所
での研修、コンサルタントの他、認知症カフェの立上げ支
援など多くの地域活動にも関与してきた。
広島県職員を対象とした人権研修は、西部（広島、廿日市、
呉）北部（三次、庄原）を担当した。
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介護現場のレクリエーションとは

～生活にドキドキとワクワクがあるから笑顔になれる～

広島 ２１０５４

講師

【日程】９月１４日（火）

13：30～16：30

トリニティカレッジ

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

広島医療福祉専門学校
介護福祉学科

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

学科長 吉岡 俊昭

振興会法人会員3,000円

・広島県介護福祉士会 会長

《カリキュラム》
私たちの生活の中には、ドキドキやワクワクが
たくさんあります。
ゲームをすることや歌を歌うことも楽しいを作る
手段の１つですが、利用者の生活に心の変化を作
り出すことも、介護職の大切な役割の一つです。
生活を豊かに楽しくするためのレクリエーション
を、考え方と実践を通して学びましょう。

介護現場は毎日何が起こるか分からない。だから面白い。
こんな面白い仕事ができる私たちは、本当に幸せ者だと
感じています。
私たちが出会う多くの人たちが、「あなたに出会えてよ
かった」そう思ってもらえるようなプロフェッショナル
でありたいと思っています。

介護に役立つ褥瘡予防・スキンケア
広島 ２１０５５

講師

【日程】９月１５日（水）

10：00～16：00

広島市医師会運営

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

安芸市民病院
皮膚・排泄ケア特定認定看護師

《受講料》
一般（非会員）7,000円

須山 真見
／

振興会法人会員3,000円

・皮膚・排泄ケア認定看護師
・創傷管理関連特定行為研修修了

《カリキュラム》

入職後、巨大褥瘡を保有する患者を受け持った。患者は、

１．褥瘡の基礎知識

褥瘡が治癒遅延状態であり苦痛を伴っていた。看護の力で

２．褥瘡予防の為の基礎知識

褥瘡の治癒促進、発生予防ケアをしたいと考え、皮膚・排
泄ケア認定看護師を取得した。その後、褥瘡治癒阻害要因

（スキンケアを含む）

を適切な時期に除去しなければ、早期治癒は望めないと考

３．褥瘡予防の実際

え、創傷管理関連特定行為研修を修了し、現在に至る。

チームで行う認知症ケア
福山 ２１０５８

講師

【日程】９月３０日（木）

13：30～16：30

社会福祉法人新生福祉会
ケアハウス楽生苑
課長補佐
河原 大樹

【会場】福山市内（受付13:00～）
＊４月上旬に決まり次第、ホームページでお知らせいたします。
広島県シルバーサービス振興会

・介護福祉士
・介護支援専門員
・広島県認知症指導者

検索

《受講料》
一般（非会員）5,000円

／

平成１３年に社会福祉法人新生医福祉会へ入社。

振興会法人会員3,000円

デイサービスで７年勤務後、特別養護老人ホームへ異動。

《カリキュラム》

介護主任として勤務し、平成２６年に相談員となり現在
１．チームについて
に至る。
２．リーダーの役割

平成２５年より、広島県認知症指導者としての活動にも

３．チームで行うパーソンセンタード・ケア

携わる。
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住所：広島市南区皆実町一丁目6-29

住所：福山市東桜町1-21

住所：福山市霞町一丁目10-1

