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第4回ひろしま自立支援介護研究会

介護保険制度において求められている自立支援の促進。

ただし、自立支援は、“手段”であって、単なる“目標”であってはなら

ないと思います。

そこで…、今年は…

真の自立支援とは何か？

を真摯に考えて参りたいと思います。

皆様のご参加をお待ちしております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日時：2021 年 10 月 15 日金 13：00 〜 16：30

zoom にて開催！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年は、“Re-start”を合言葉に！

例年とは、ガラリと変わって…

詳しくは次頁をご覧ください。

主　催

一般社団法人  広島県シルバーサービス振興会

特定非営利活動法人  いい介護研究会
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介護現場からの提言 13：10 〜 14：10

真の自立支援を追い求めて　～事例から学ぶ～

　国清　浩史　（特定非営利活動法人いい介護研究会　代表理事）

特別講演 14：10 〜 15：40

自立支援の本質を考える

～ 2021 年、介護保険報酬改訂から見えてくるもの～

　上野　文規　（介護総合研究所元気の素　代表・自立支援介護コンセプター）

パネルディスカッション 15：40 〜 16：20

「自立支援型介護は新ステージへ！」

～自立支援は“手段”であって、“目標”ではない～
《ゲストパネリスト》　上野　文規
《パネリスト》　　　　国清　浩史
《コーディネーター》　横山　英典　（広島県シルバーサービス振興会　常務理事）

《受講料》

振興会法人会員：3,000円	　一般（会員外）：5,000円
〈注〉受講料は事前振込です。

《お申込み》

●	ホームページのトップページから「研修情報オンライン申込み」→「オンラインライブ研修」

　→「第 4回ひろしま自立支援介護研究会」をクリックし必要事項を入力し、送信ください。

●申込みを受付後、振込先口座をご案内しますので、指定期日までに必ずお振込を済ませてください。

　（振込手数料はお申込者でご負担いただきます。）

●なお、一度お振込いただきました受講料は、一切返金できませんので予めご了承ください。

【お問い合わせ】
一般社団法人  広島県シルバーサービス振興会  事務局

☎ 082・254・9699

広島県シルバーサービス振興会 検索
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令和3年度　広島県地域医療介護総合確保事業

新人介護職員合同研修会
広島県内の介護事業所に勤務している、実務経験がおおむね 3年未満の介護職員を対象に、福祉・

介護人材の確保、育成、定着促進の一環として、基本的視点の習得を目的とします。原則として、

3回通して受講出来る介護職員が対象です。

講　師

　特定非営利活動法人いい介護研究会
　　代表理事　　　国清　浩史　　　理事　　　　角本　伸志
　　副代表理事　　田中　功一　　　認定講師　　宮前　紀子
　　　＊事情により、講師が変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

【テーマ】 第 1 回「介護の目標と基本的な考え方」
	 ・チーム（組織）論　　・高齢者虐待（身体拘束）防止に向けて

	 ・新人職員に必要な「5S」と「報・連・相」のスキル　・介護総論

	 第 2 回「自立支援の介護技術」
	 ・座位の知識と支援方法　　・移乗に自立に向けた支援方法

	 ・立ち上がりのアプローチと支援方法　　・介護職員の腰痛防止に必要なこと

	 第 3 回「認知症のケア」
	 ・認知機能とは何か？　　・認知症のケア 4原則

	 ・認知症の人の心理的理解　　・認知症のケア実践型グループワーク

定員 開催 日程 時間 会場

広 島 30名
第 1回 9月 6日（月）

10：00〜 16：00 広島県健康福祉センター第 2回 11月 4日（木）
第 3回 1月 25日（火）

廿日市 18名
第 1回 10月 14日（木）

10：00〜 16：00 廿日市商工会議所第 2回 12月 17日（金）
第 3回 2月予定 未定

三 次 18名
第 1回 9月 28日（火）

10：00〜 16：00
三次市民ホールきりり

第 2回 11月 30日（火） 三次市福祉保健センター
第 3回 2月予定 未定

東広島 18名
第 1回 10月 6日（水）

10：00〜 16：00
東広島商工会議所

第 2回 12月 3日（金） 未定第 3回 1月 18日（火）

呉 18名
第 1回 10月 29日（金）

10：00〜 16：00 ビュー・ポートくれ第 2回 12月 22日（水）
第 3回 2月予定 未定

福 山 30名
第 1回 9月 21日（火）

10：00〜 16：00 県民文化センターふくやま第 2回 11月 8日（月）
第 3回 1月 11日（火）

【申込締切】	 各会場とも、第 1回研修日の 8日前までの先着順です。（定員になり次第、締切）
【申込方法】	 広島県シルバーサービス振興会ホームページ「研修情報オンライン申込み」からお申込ください。
 http://www.hiroshima-silver.or.jp
【注意事項】	 ＊ 3回通しての研修内容の為、1回ごとのお申込は出来ません。
	 ＊日程、会場が未決定の箇所は、決まり次第、ホームページに掲載します。
	 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンライン研修に変更し、内容を変更する場合がございます。

主催・お問合せ：一般社団法人広島県シルバーサービス振興会　　☎ 082 − 254 − 9699

受
講
料
無
料
！
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令和3年度　広島県地域医療介護総合確保事業

中堅・管理職員合同研修会
広島県内の介護事業所の中核職員を対象に、管理者の補佐あるいは次期管理者を養成するミドルマネ

ジメント研修を実施し、組織運営の強化を図り、一層の介護人材育成・定着を促進します。原則とし

て、4回通して受講できる方が対象です。

【テーマ】 第 1 回　「人が育つ、活力ある組織づくりのリーダー論」
	 　　　　　講師：社会福祉法人創絆福祉会　　理事　山根　喜代治

 第 2 回　「活力ある組織づくりのリーダーシップ」
	 　　　　　講師：社会福祉法人創絆福祉会　　理事　山根　喜代治

 第 3 回　「ストレスケアとメンタルヘルスマネジメント」
	 　　　　　講師：ひと総研　　代表　堀中　嶽水

 第 4 回　「管理者が知っておきたい労働法規と働き方改革について」
	 　　　　　講師：岡崎社会保険労務士事務所　　所長　岡崎　晃

定員 開催 日程 時間 会場

広 島 26名

第 1回 9月 27日（月）

10:00 〜 16:00
広島県健康福祉センター第 2回 11月 16日（火）

第 3回 1月 20日（木）

第 4回 2月 25日（金） zoomを使用したオンライン

三 次 15名

第 1回 10月 8日（金）

10:00 〜 16:00
三次市福祉保健センター第 2回 12月 7日（火）

第 3回 1月 28日（金）

第 4回 2月 25日（金） zoomを使用したオンライン

呉 15名

第 1回 10月 12日（火）

10:00 〜 16:00
ビュー・ポートくれ第 2回 12月 13日（月）

第 3回 1月 13日（木）

第 4回 2月 25日（金） zoomを使用したオンライン

福 山 28名

第 1回 9月 22日（水）

10:00 〜 16:00
県民文化センターふくやま第 2回 11月 12日（金）

第 3回 1月 7日（金）

第 4回 2月 25日（金） zoomを使用したオンライン

【申込締切】	 各会場とも、第 1回研修日の 8日前までの先着順です。（定員になり次第、締切）
【申込方法】	 広島県シルバーサービス振興会ホームページ「研修情報オンライン申込み」からお申込ください。
 http://www.hiroshima-silver.or.jp
【注意事項】	 ＊ 4回通しての研修の為、1回ごとのお申込は出来ません。
	 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンライン研修に変更し、内容を変更する場合がございます。
	 ＊第 4回（2／ 25）は、オンライン受講可能な、事業所又は自宅等で受講してください。

主催・お問合せ：一般社団法人広島県シルバーサービス振興会　　☎ 082 − 254 − 9699

受
講
料
無
料
！
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令和3年度 出前講座（研修講師謝金・交通費助成）

◆特例措置で大変使いやすくなりました

◆リモート研修も助成対象です

◆外部講師を招いての研修は、是非この助成措置のご活用を！

【助成概要】
介護事業所が実施する集合研修に対して、講師料・講師交通費を助成

《助成要件 1（令和 3 年度特例措置！）》

①小規模事業所（※ 1）単独、または小規模事業所を含む複数の事業所 が合同で実施する集合研修。

　（法人数・事業所数は問わない）

②小規模事業所職員が 3名以上参加し、受講者数 10名以上が見込まれるもの。

《助成要件 2》

① 3 法人以上でユニットを形成のうえ企画提案されたもの。

② 5 施設・事業所以上が参加し、1 ユニット当たり 30 名以上の介護職員が受講 することが

　見込まれるもの。

③受講者のうち、小規模事業所職員（※ 1）の参加が 1/3 以上見込まれる。

※1　小規模事業所は、職員数 30名以下の事業者とします

《助成額》

　講師謝金　　　上限　20,000 円

　講師交通費　　上限　　8,000 円

《備考》

①年度内 3回迄助成措置を利用できます。

②年間 100 講座の予算で受け付け中ですので、申し込みが 100 講座に達し次第受付は終了します。

③詳細は、（一社）広島県シルバーサービス振興会ホームページの「お知らせ欄（4月 6日付）」で

ご確認ください。
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キャリアパス支援研修のご案内【2021年10月〜2022年3月】

【会場での研修】

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 4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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お申込みの流れ

ステップ 1

申　込

●	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：1月 15日→申込締切：1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。

　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

受講券

7 日前

●	受講が確定した方には、研修日 7日前に「受講券メール」が届きますのでご

確認ください。　（例）受講日：1月 15日　→　受講券：1月 8日

ステップ 3

受講日当日

●	「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。

交通手段のお願い
＊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。
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キャリアパス支援研修のご案内【2021年10月〜2022年3月】

【オンラインライブ研修（ZOOM使用）】
当振興会では、2021 年 10 月より ZOOMを使用したオンラインライブ研修を実施いたします。

〔オンラインライブ研修とは〕・・・ウェブ会議システム（Zoom）を使用し、ご自宅や事業所等から

インターネットを通して、リアルタイムで受講できる研修のことです。eラーニングとは違い、講義

を聴くだけではなく、通常の講義と同じように講師に質問することも可能です。

●オンラインライブ研修のメリット

　①会場までの移動の必要がなく、効率的な時間の活用ができます

　②感染症による、感染リスクが軽減されます

　③会場での研修より、気軽に質問を行うことができます

お申込みの流れ

ステップ 1

申　込

●	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』

→『オンラインライブ研修』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 10日前　（例）受講日：1月 15日→申込締切：1月 5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。

　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

受講料振込

●	受講が確定した方には、「受講料納入案内メール」が届きますので期日までに

指定の口座に受講料をお振込みください。

＊	振込手数料は受講者負担とさせていただきます。

ステップ 3

視聴アドレス送付

3 日前

●	研修開催日の 3日前に、視聴アドレス、ID、パスコード等を記載した「視聴

案内メール」が、登録した「視聴用メールアドレス」に届きます。

●	研修資料のアドレスも届きますので、印刷等を行い、ご準備ください。

ステップ 4

研修受講当日

●	インターネットに接続し、視聴アドレス等をご入力ください。

　研修開始 30分前から接続できます。



8

オンラインライブ研修受講にあたっての留意事項

①	受講のためのインターネットの接続環境や、パソコンまたはタブレット、スピーカー等、必要

な機器は各自でご準備ください。

②	受講者 1人につき、1台のパソコンまたはタブレットでご受講ください。

③	通信料は、受講者の負担となります。

④	パソコン、タブレット等の操作方法や設定に関する質問については回答できません。必ず購入

先等に問い合わせください。

⑤	ドメイン指定でメールの受信設定をされている方は、当振興会からのメールを受信できるよう

に設定ください。（メールアドレス：kenshu@hiroshima-silver.or.jp）

⑥	オンラインライブ研修受講用の、視聴アドレス、ID、パスコード、研修資料は研修の 3日前に、

申込に記載の「視聴用メールアドレス」に通知いたします。

⑦	配信される映像や資料について、録画、録音、複製は禁止いたします。

⑧	法令違反、研修の妨害、他の受講者を不快にさせる行動等があった場合、主催者の判断で、オ

ンライン接続を切断することがあります。

⑨	受講者のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツ

の中段、速度低下障害、停止等が生じた場合、当振興会は一切責任を負いません。

⑩	受講料納入後は、理由の如何を問わず、返金いたしません。

⑪	受講者は、視聴用アドレス、ID及びパスコードが第三者に漏洩しないよう管理し、視聴用ア

ドレス、ID及びパスコードが第三者に漏洩してしまった場合は、直ちにその旨を当振興会に

連絡するものとします。

⑫	受講者の操作により、誤ってデータの消失・破壊等の事態が発生しても、当振興会は一切の責

任を負わないものとします。

上記の留意事項以外ににも、研修申込ページにある「オンラインライブ研修受講規約」をご確認、

同意のうえ、お申込みください。また、申込後に届く各種メール本文もご確認ください。

初めてZOOMを使用する場合、視聴アドレス入力後の操作について
初めてZOOMを使用する場合の操作方法や視聴アドレス入力後の操作等について、当振興会ホーム

ページに掲載いたしますので、ご確認ください。

【掲載先】	 当振興会ホームページのトップページ右上→重要「大切なお知らせ」

	 　→ 2021 年度キャリアパス支援研修（下期 10月〜 3月）のご案内

	 　【オンラインライブ研修開始】欄に掲載



【10 月】
研修番号 会 場 カメラ マイク 日　程 時　間 テーマ 講　師 ページ

21059 広島 － － 10月５日㈫ 13：30～ 16：30 施設でのハ –ブの効用と園芸福祉 高松　雅子 11

21060 オンライン 10月13日㈬ 10：00～ 15：00 介護職員が知っておきたいリスクマネジメント 久保田秀樹 11

21061 オンライン ○ ○ 10月15日㈮ 13：00～ 16：30 第 4 回　ひろしま自立支援介護研究会 1・2

21062 オンライン × × 10月19日㈫ 13：30～ 16：30 介護職員が留意すべきハラスメントの理解 西田　英俊 11

21063 広島 － － 10月22日㈮ 13：30～ 16：30 明日から使える利用者のためのフットケア 山本香百合 12

21064 広島 － － 10月26日㈫ 13：30～ 16：30 認知症を抱えた人の視点から排泄ケアを考える
〜認知症からおむつのことまで〜 浜田きよ子 12

21065 オンライン × × 10月27日㈬ 13：30～ 16：30 介護職が知っておきたい薬学知識 吉田亜賀子 12

　

【11月】
研修番号 会 場 カメラ マイク 日　程 時　間 テーマ 講　師 ページ

21066 オンライン ○ ○ 11月５日㈮ 10：00～ 15：00 虐待防止研修 原本　明美 13

21067 オンライン × × 11月11日㈭ 13：30～ 16：30 エンドオブライフケアで必要なこと 髙橋　浩一 13

21068 オンライン ○ ○ 11月17日㈬ 13：30～ 16：30 業務継続計画（BCP）策定の基礎 津森　正裕 13

21069 オンライン ○ ○ 11月24日㈬ 13：30～ 16：30 介護職が知っておきたい口腔ケアのポイント 先家　道子 14

21070 福山 － － 11月26日㈮
10：00～ 16：00 介護現場における感染防止対策・感染管理 山根　啓幸 14

21071 広島 － － 11月30日㈫

　

【12 月】
研修番号 会 場 カメラ マイク 日　程 時　間 テーマ 講　師 ページ

21072 オンライン × × 12月２日㈭ 13：30～ 16：30 精神疾患の理解とケアのポイント 一瀬　哲也 14

21073 福山 － － 12月９日㈭
10：00～ 16：00 利用者と介護者に心地よい介護技術 安藤　祐介 15

21074 広島 － － 12月10日㈮

21075 オンライン × × 12月21日㈫ 13：30～ 16：30 介護施設における管理栄養士の役割と栄養ケアマネジメントの理解 西村　圭織 15

21076 オンライン × × 12月23日㈭ 14：00～ 16：00 介護保険に関連する各種公費負担制度・助成の理解 西田　英俊 15

　

【 1 月】
研修番号 会 場 カメラ マイク 日　程 時　間 テーマ 講　師 ページ

21077 オンライン ○ ○ １月14日㈮ 13：30～ 16：30 介護職が知っておきたい記録のポイント 西村　裕子 16

21078 オンライン ○ × １月19日㈬ 13：30～ 16：30 現場で活かす、転倒・転落事故防止対策 菅原　道俊 16

21079 オンライン ○ ○ １月21日㈮ 10：00～ 15：00 部下指導育成のためのコ－チング 森田ひとみ 16

21080 広島 － － １月27日㈭
10：00～ 16：00 全介助の介護技術 吉岡　俊昭 17

21081 福山 － － １月31日㈪

目次 CONTENTS
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【 2 月】
研修番号 会 場 カメラ マイク 日　程 時　間 テーマ 講　師 ページ

21082 オンライン ○ × ２月３日㈭ 13：30～ 16：30 訪問介護事業所の管理者とサ責の役割 大曽根博樹 17

21083 広島 － － ２月７日㈪ 10：00～ 16：00 状態・活動別のシ－ティング基本技術講座 香川　　寛 17

21084 オンライン ○ ○ ２月９日㈬ 13：30～ 16：30 チ－ムで行う認知症ケア 里村　佳子 18

21085 オンライン ○ × ２月10日㈭ 10：00～ 15：00 腰痛予防・改善のために知っておきたい知識 菅原　道俊 18

21086 オンライン ○ × ２月15日㈫ 13：30～ 16：30 高次脳機能障がいの理解と対応 川原　　薫 18

21087 オンライン ○ ○ ２月22日㈫ 10：00～ 15：00 アンガ－マネジメントを活用した上手な叱り方 堀中　嶽水 19

21088 福山 － － ２月28日㈪ 10：00～ 16：00 状態・活動別のシ－ティング基本技術講座 香川　　寛 17

【 3 月】
研修番号 会 場 カメラ マイク 日　程 時　間 テーマ 講　師 ページ

21089 広島 － － ３月２日㈬ 13：30～ 16：30 利用者とともにスッキリ！ヨガ体操でリラックス 須山　文子 19

21090 広島 － － ３月７日㈪ 13：30～ 16：30 脳の活性化と筋力維持向上のためのレクリエ－ション 奥田　祐子 19

21091 オンライン ○ × ３月15日㈫ 13：30～ 16：30 身体拘束廃止　〜身体拘束によらない事故防止を目指して〜 原本　明美 20

21092 オンライン ○ ○ ３月17日㈭ 13：30～ 16：30 介護保険制度の現状と 2025 年を見据えた運営課題 杉本　浩章 20

21093 オンライン ○ × ３月23日㈬ 14：00～ 16：00 自立支援促進の理解　〜自立支援の考え方と取り組み〜 国清　浩史 20

カメラ・マイクについて
＊カメラ、マイク欄に○印があるオンライン研修は、受講されるにあたって、ウェブカメラ、マイク が必要です。パソコンに内蔵
されている場合も、事前に動作確認をお願いいたします。

受講料のご案内

振興会法人会員 一般（非会員）

半日

3,000 円

5,000 円

1日 6,000 円

1日
（材料費、備品費等が必要な研修）

7,000 円

＊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。
＊会場（広島、福山）、オンラインとも、同じ金額です。
＊【支払】　
　　●会　　　場：研修当日の受付時、現金でお支払ください。
　　●オンライン：事前振込の為、別途お知らせいたします。
＊【振興会法人会員とは】
　「一般社団法人広島県シルバーサービス振興会」の法人会員が運営する、法人、事業所に所属する方です。
　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、お間違いないようお願いいたします。
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講 師

オンライン

広島市内の医療法人にて相談員、介護支援専門員、地域包括支援セ
ンター等に従事、介護事業所の設立、運営にも携わる。
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、居宅介護支援事業所を経営し、高齢者
のケアプランを作成している。

オフィスたいよう
代表　西田　英俊
・特定社会保険労務士
・主任介護支援専門員
・社会福祉士

日  程  10月19日（火）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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

・ハラスメントをめぐる社会の動向

・ハラスメントの種類

・ハラスメントの実例

介護職員が留意すべきハラスメントの理解21062

講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

平成元年から、相談員としてたくさんの利用者、ご家族と関わる中で、
悩み続けてきたのが「リスクマネジメント」です。眠れない日もありま
したが、全老健のリスクマネジャーの取得や各種経験の中から培って
きたことをお伝えしたいと思います。

医療法人杏仁会
介護老人保健施設三恵苑
事務長　久保田　秀樹
・社会福祉士
・主任介護支援専門員
・（一社）広島県介護支援専門員協会　副会長
・介護老人保健施設　リスクマネジャー

日  程  10月13日（水）10:00～ 15:00

接  続  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

1　リスクマネジメントとは

2　事例を通して身近にあるリスクを考える

3　さあ、あなたはその事故にどう対応しますか

4　リスクマネジャーの役割

介護職員が知っておきたいリスクマネジメント21060

講 師

園芸療法・園芸福祉～施設での花やハーブの効用～

広島 21059

日  程  2021年10月5日（火）13:30～ 16:30

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）6,000円／振興会法人会員3,000円

カリキュラム

1．園芸療法・園芸福祉とは
2．ハーブの効用
3．花やハーブを使ったクラフト実習
4．植物でライフアート

造園会社でガーデンコーディネーターを経て、園芸療法・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」

NPO法人緑の風景
理事長　高松　雅子
・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　広島東支部長
・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
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講 師

オンライン

私立福岡大学薬学部　卒業
La Vita Rosa　設立
公益社団法人広島県薬剤師会　常務理事
一般社団法人広島市薬剤師会　副会長

La Vita Rosa
代表　吉田　亜賀子
・薬剤師
・産業カウンセラー
・キャリアカウンセラー

日  程  10月27日（水）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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薬が効くしくみ

②高齢者と薬

③高齢者と副作用

④事例紹介

介護職が知っておきたい薬学知識21065

講 師

高齢者施設での勉強会を長年続け、排泄用具の情報館を設立して排
泄ケアの相談を受けています。また排泄ケアのスペシャリストを養成す
る「おむつフィッター研修」やおむつについての学び「おむつ検定」も
行っています。日本認知症ケア学会読売認知症ケア賞奨励賞、京都新
聞福祉賞を受賞しました。主な著に「おむつトラブル110番」「排泄ケ
アが暮らしを変える」他多数。

高齢生活研究所
排泄用具の情報館むつき庵
所長　浜田　きよ子

広島 21064

日  程  10月26日（火）13:30～ 16:30（受付13:00～）

会  場  広島県健康福祉センター

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

・自分の身体・ケアを受ける方の身体を守る

・認知症という疾病、それに伴う排泄障害を事例とともに考える
・排泄のメカニズムのおさらい
・トイレ環境やおむつについて
・自身のまとめとしての事例から考える排泄ケア

認知症を抱えた人の視点から排泄ケアを考える
～認知症からおむつのことまで～

講 師

2003年より高齢者介護施設にて訪問フットケア開始
高齢者介護施設・県立病院緩和病棟等での経験をもとに2012年より
介護施設職員（看護師・介護スタッフ）対象のフットケア講習開始
2015年「ナーシングフットケアNIKO」を創設
『いつも…にこやかに　いつまでも…穏やかに
あるくしあわせ』をモットーに高齢者介護に対応したフットケアを提供

ナーシングフットケアNIKO
代表　山本　香百合
・JTFA認定フットケア衛生管理士
・IMF認定フットケアワーカー／ミリオラピスト
・AKK認定インソリストインストラクター
・RAJA認定プロフェッショナル・リフレクソロジスト
・フットデザイニスト　日本フットケア技術協会会員

広島 21063

日  程  10月22日（金）13:30～ 16:30（受付13:00～）

会  場  広島県健康福祉センター

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．効果的なフットケアをするために学ぶ応用講座

　＊浮腫み・歩行（すり足）編

2．実技講座　爪のケア・皮膚ケア（かゆみ）

【持参物】①フェイスタオル2枚②ニッパー（使用していれば）

明日から使える利用者のためのフットケア
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講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

1950年　山口県生まれ。
損害保険会社でリスクマネジメント部門等を経験後、関連のコンサル
ティング会社で、約300企業の安全活動（交通安全、労働安全衛生、
介護事故防止、BCP等）を支援。平成27年4月に現在のコンサルティ
ング会社を設立。中国地方を中心に、地場企業の社員研修の実施や、
地域における安全対策への取組みを支援。また、平成29年から警備
会社ALSOKと協業し、企業防災活動（防災マニュアル作成、図上訓
練等）を実施。

瀬戸内コンサルティング株式会社
代表取締役　津森　正裕
・防災士
・交通心理士
・広島県自主防災アドバイザー
・中小企業119（旧ミラサポ）専門家
・中央災害防止協会　OSHMS評価員

日  程  11月17日（水）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．企業・事業所のリスクと対策、緊急時の対策
2．BCPの基礎知識
～感染症BCPと自然災害BCP～
3．BCP策定のポイント
4．緊急時対応ワークショップ
5．ALSOKがご提供するBCPソリューションサービス

業務継続計画（BCP）策定の基礎21068

講 師

オンライン

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。

医療法人和平会 折口医院
院長　髙橋　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

日  程  11月11日（木）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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

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）を行って

います。その経験の中から、みなさまと一緒に考えてみたいと

思います。

エンドオブライフケアで必要なこと21067

講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

健康保険組合にて、保健・医療業務に従事。
平成14年　訪問介護事業所・通所介護事業所開設
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　オレンジライン」代表としても活動し
ている。

オフィス陽だまり
代表　原本　明美
・社会福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・相談支援専門員
・認知症ケア専門士

日  程  11月5日（金）10:00～ 15:00

接  続  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

・「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（演習）

・「虐待を防ぐためにできる事は？」

事例を通して「情報」や「推測される問題」を整理しながら、高

齢者虐待について考えましょう。

虐待防止研修21066
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講 師

オンライン

府中みくまり病院にて20年勤務。認定看護師取得後、副師長としてう
つ病・認知症の病棟を立ち上げ。退職後、エトワール西条病院にて看
護部長補佐を行う。現在、スーパー救急にて従事。非常勤として看護
学校2校の講師、研修会等の講師をしている。

医療法人せのがわ 瀬野川病院
係長　一瀬　哲也
・精神科認定看護師
・実習指導者

日  程  12月2日（木）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．精神科障碍者の理解・関わり

2．コミュニケーション技法

3．認知症患者への関わり

4．まとめ

精神疾患の理解とケアのポイント21072

講 師

2010年より、庄原赤十字病院で専従の院内感染管理者として感染管
理業務に従事。併せて、備北地域感染症専門部会，ひろしま感染症ネッ
トワーク，各研究会等の活動を通して、北部地域，広島県内の感染防
止対策・感染管理の推進を図り、様々な感染症から地域・県民の皆さ
まをお守りするため、日夜尽力しております。

総合病院庄原赤十字病院
感染制御室 院内感染管理者
感染危機管理 ･教育課長　山根　啓幸
・看護師
・感染管理認定看護師
・NPO法人広島感染症ネットワーク　理事
　　　　　　　　　　　感染制御部　副部長
・広島県感染症医療支援チーム

福山 21070
日  程  11月26日（金）10:00～ 16:00（受付13:00～）
会  場  広島県民文化センターふくやま

広島 21071
日  程  11月30日（火）10:00～ 16:00（受付13:00～）
会  場  広島県健康福祉センター

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

現在大きな社会問題となっている新型コロナウイルス感染症
や、感染性胃腸炎等の感染防止対策・感染管理，意見交換・情
報共有を通して、感染症・耐性菌に備えるための知識・技術を
共に学びましょう！

介護現場における感染防止対策・感染管理

講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

広島大学歯学部附属歯科衛生士学校卒業。広島三菱病院歯科口腔外
科、一般の開業医を経て、大野浦病院に歯科衛生士として勤務。
【現在の業務内容】
・回復期、医療療養型病床の入院患者の口腔健康管理
・グループホーム、サ高住、通所リハビリの利用者の口腔健康管理
・スタッフ（看護師、介護士、リハビリ）への口腔ケア指導
・地域の介護予防教室や通いの場での口腔に関する講師
・施設職員や一般の方への口腔に関する講座

医療法人社団明和会 大野浦病院
歯科衛生士　先家　道子
・広島県歯科衛生士会　理事
・認定歯科衛生士（在宅療養指導）
・認定歯科衛生士（口腔機能管理）

日  程  11月24日（水）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．口腔機能の基礎知識

2．口腔ケアの効果

3．体験してみよう！①嚥下障害②スポンジブラシ

4．口腔ケアの方法

5．口腔ケアが難しいケース

介護職が知っておきたい口腔ケアのポイント21069
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講 師

オンライン

広島市内の医療法人にて相談員、介護支援専門員、地域包括支援セ
ンター等に従事、介護事業所の設立、運営にも携わる。
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、居宅介護支援事業所を経営し、高齢者
のケアプランを作成している。

オフィスたいよう
代表　西田　英俊

・特定社会保険労務士
・主任介護支援専門員
・社会福祉士

日  程  12月23日（木）14:00～ 16:00

接  続  13:30～

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

③特定医療費　　　　　　⑦年金制度

④重度心身障害者医療費　⑧その他

介護保険に関連する各種公費負担制度・助成の理解21076

講 師

オンライン

県立広島大学大学院総合学術研究科卒業。
有料老人ホーム、介護老人保健施設、急性期病院の管理栄養士として
高齢者の栄養管理に携わる。

公益社団法人広島県栄養士会
管理栄養士　西村　圭織

・介護支援専門員
・認定管理栄養士［臨床栄養分野］
・摂食・嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士
・在宅訪問管理栄養士
・特定保健指導担当管理栄養士

日  程  12月21日（火）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．施設での管理栄養士の役割

2．高齢者の食事・栄養に関する基本的な理解

　　（低栄養、サルコペニア、摂食嚥下障害、栄養素、食事形態など）

3．栄養ケアアセスメントの考え方と栄養ケア計画の作成について

4．2021年度介護報酬改定（栄養関連）の概要

介護施設における管理栄養士の役割と栄養ケアマネジメントの理解21075

講 師

著書『利用者に心地よい介護技術／中央法規出版』
YouTubeで「あなたの介護応援しています！」をテーマに動画を配信
中。登録者2万名、総再生数400万回を超えるチャンネルに成長して
いる。
施設内では認知症がある利用者47名の生活リハビリを担当。
施設外では講演・執筆・動画撮影にパワーを注ぎ現役で活動している。

医療法人社団正心会
介護老人保健施設ケアセンターゆうゆう
認知症フロア専属　作業療法士　安藤　祐介
・作業療法士
・介護教育系YouTuber

福山 21073
日  程  12月9日（木）10:00～ 16:00（受付9:30～）
会  場  学びの館　ローズコム

広島 21074
日  程  12月10日（金）10:00～ 16:00（受付9:30～）
会  場  広島県健康福祉センター

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．入浴拒否が和らぐ！重度認知症がある人への声かけ術
2．腰を守る！小刻み＆直前の動きを生かした移乗介助テク
3．不穏な人も落ち着く！プロが365日やってる気配り3選
4．体が突っ張る利用者にオススメしたい「掌返し」の小ワザ
5．言葉がなくても通じ合える！五感を生かした心地よい関わり方
※新型コロナ感染状況により身体的接触を伴う実技を減らすなど内容を変更する可
能性があります。

利用者と介護者に心地よい介護技術
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講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

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、コミュニケーションを中心として幅広い研修をニーズに
合わせて実践しています。
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の就職支
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・働き方
改革にも力を注いでいます。

Morita キャリアプランニング
代表　森田　ひとみ
・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
・認定ワークライフバランスコンサルタント

日  程  1月21日（金）10:00～ 15:00

接  続  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

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

「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。

部下指導育成のためのコーチング21079

講 師

オンライン
〈カメラ必須〉

1994年より青梅慶友病院（東京都）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訪問リハビリテーション（広島市）に勤務し、訪問リハビリテーショ
ンを続け現在に至る。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。

社会福祉法人 IGL学園福祉会
IGL訪問看護ステーション
統括リハビリ主任　理学療法士　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
・福祉住環境コーディネーター2級

日  程  1月19日（水）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．座位・立位・歩行についての理解を深めよう

2．転倒・転落の原因について考えてみよう

3．転倒・転落のリスク評価について考えてみよう

4．転倒・転落の予防対策を立案してみよう

現場で活かす、転倒・転落事故防止対策21078

講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

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
別擁護老人ホーム輝きに設立準備から携わる。
現在は、特別擁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。

社会福祉法人輝き奉仕会
特別養護老人ホーム輝き
主任相談員　西村　裕子

・介護福祉士
・介護支援専門員
・広島市認知症アドバイザー

日  程  1月14日（金）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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

なぜ、記録が必要なのか？

記録の目的、意義、役割などを確認し、個人ワークを通して、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。

介護職が知っておきたい記録のポイント21077
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講 師

平成25年NPO法人リハケアリングネットワーク設立。廿日市市、広島
市にて訪問看護、居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護事業
所を運営。7年間で県内外16施設のコンサルティングと500名以上
の中重度者の個別指導も行う。主な研修内容は重度化予防のケア、ポ
ジショニング、福祉用具の活用法、動きを引き出すハンドリングなど。

NPO法人リハケアリングネットワーク
代表理事　香川　寛
・作業療法士

広島 21083
日  程  2月7日（月）10:00～ 16:00（受付9:30～）

会  場  広島県健康福祉センター

福山 21088
日  程  2月28日（月）10:00～ 16:00（受付9:30～）

会  場  広島県民文化センターふくやま

受講料

一般（非会員）7,000円／振興会法人会員3,000円

カリキュラム

・シーティングに必要な身体構造と特徴
・シーティングの基本技術
・状態、活動別のシーティング

状態・活動別のシーティング基本技術講座

講 師

オンライン
〈カメラ必須〉

訪問介護員として入社し、サービス提供責任者・管理者に従事し、そ
の後、エリアマネージャーや訪問介護を含む在宅介護全般の統括を行
なうなど幅広い経験をもつ。
「基本なくして応用なし」が信条。管理者やサービス提供責任者として
知っておくべき、基本知識の習得を目指します。

サンキ・ウエルビィ株式会社 事業本部　在宅推進課
課長　大曽根　博樹
・介護支援専門員
・介護福祉士
・社会福祉士

日  程  2月3日（木）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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

・サービス提供責任者の心得と役割

・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ポイント

訪問介護事業所の管理者とサ責の役割21082

講 師

島根県の特別養護老人ホームで勤務。その経験を活かし現在はトリニ
ティカレッジ広島医療福祉専門学校で介護福祉士の養成に関わる。一
方で小学校から高校までの学生を対象に介護の仕事の魅力ややりがい
を伝える活動や施設等での「みんながにっこり介護技術」の指導なども
積極的に行っている。

トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校
介護福祉学科
学科長　吉岡　俊昭
・広島県介護福祉士会　会長

広島 21080
日  程  1月27日（木）10:00～ 16:00（受付9:30～）
会  場  広島県健康福祉センター

福山 21081
日  程  1月31日（月）10:00～ 16:00（受付9:30～）
会  場  広島県民文化センターふくやま

受講料
一般（非会員）7,000円／振興会法人会員3,000円
カリキュラム
介護者と当事者、双方にとって心地よい介護とは何かを基本か
ら学びます。相手の力を引き出す介護、相手の動きをじゃまし
ない介護。自分の日頃の介護をチェックしながらワンランク上
の技術を持ったスペシャリストを目指しましょう。

全介助の介護技術
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講 師

オンライン
〈カメラ必須〉

広島市立舟入高等学校、国立犀潟療養所付属リハビリテーション学院
（新潟県）を卒業し、国立療養所畑賀病院（現：安芸市民病院）、広島
市民病院、呉医療センター付属リハビリテーション病院、安岡病院（下
関市）、広島県立障がい者リハビリテーションセンター、福山リハビリ
テーション病院に勤務。
2019年1月　第47回読売新聞医療厚労省受賞

医療法人健応会 福山リハビリテーション病院
作業療法士　川原　薫
・作業療法士
・（一社）広島県作業療法士会　副会長
・専門作業療法士（高次脳機能障がい）

日  程  2月15日（火）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．「高次脳機能障がい」はむずかしくない！

2．「高次脳機能障がい」を知ることが支援に！

3．「高次脳機能障がい」と「認知症」の違いとは？

4．症状に応じた対応のポイントとは？

高次脳機能障がいの理解と対応21086

講 師

オンライン
〈カメラ必須〉

1994年より青梅慶友病院（東京都）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訪問リハビリテーション（広島市）に勤務し、訪問リハビリテーショ
ンを続け現在に至る。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。

社会福祉法人 IGL学園福祉会
IGL訪問看護ステーション
統括リハビリ主任　理学療法士　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
・福祉住環境コーディネーター2級

日  程  2月10日（木）10:00～ 15:00

接  続  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

1．腰痛は色々ある

2．ヒトの身体の構造を知ろう

3．腰痛に結びつく作業

4．腰痛予防対策について

5．腰痛が発生したらどうする？

腰痛予防・改善のために知っておきたい知識21085

講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

著書「尊厳ある介護」を2019年5月　岩波書店から出版。法人内では、
ケアハウス、デイサービス。小規模多機能ホーム、サービス付き高齢
者向け住宅、グループホーム、東京（杉並区荻窪）の訪問看護ステーショ
ン等を運営している。
呉市介護認定審査会委員、広島県精神医療審査委員も努めている。

社会福祉法人呉ハレルヤ会 呉べタニアホーム
理事長　里村　佳子
・広島国際大学臨床教授
・介護支援専門員
・経営管理修士
・広島県認知症介護指導者

日  程  2月9日（水）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．認知症の基本的理解

2．認知症のBPSD（不安・暴言・介護拒否など）へのアプローチ

3．職場の人間関係が良くなるチームケア

4．チームケアにおけるストレスの解消法

チームで行う認知症ケア21084
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講 師

平成2年より広島YMCA福祉専門学校非常勤講師としてレクリエーショ
ン理論・実技科目を担当したのを皮切りにレクリエーションサービスの
仕事を始め現在に至る。様々な高齢者・障がい者施設に出向きレクリ
エーションサービスやケアビクスの指導を実践していると共に介護施設
や介護予防ボランティアの研修講師も務めている。現在広島国際大学
のレクリエーション科目非常勤講師、NPO法人ひろしまレクリエーショ
ン協会副理事長も兼務。

NPO法人いきいきアクティビティサービス
理事長　奥田　祐子
・公財）日本レクリエーション協会公認福祉レクリエーションワーカー
・公財）日本レクリエーション協会公認上級レクリエーションインストラクター
・ホームヘルパー2級
・日本ケアビクス公認ケアビクスインストラクター

広島 21090

日  程  3月7日（月）13:30～ 16:30（受付13:00～）

会  場  広島県健康福祉センター

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

コロナ感染を防ぎながら実施可能な脳の活性化と筋力維持向上

のためのレクリエーション実技

脳の活性化と筋力維持向上のためのレクリエーション

講 師

市内の高等学校で約20年勤務。介護のために退職し、健康が第一で
あるという意識に目ざめ、健康に携わる仕事をするようになり、現在に
いたる。各自治体・会社・病院等で脳教育を伝え、幅広く活動中。オ
ンライン配信の講座も開催中。

イルチブレインヨガ 矢賀スタジオ
代表　須山　文子
・NPO法人 IBREA JAPAN公認　認定指導者
・日本武術太極拳連盟公認A級指導員
・HEALING LIFE Style　講師

広島 21089
日  程  3月2日（水）13:30～ 16:30（受付13:00～）

会  場  広島県健康福祉センター

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．元気で長生きするための秘訣

2．脳と心と身体の関係について

3．脳と心と身体をほぐす総合的なトレーニング

4．BHP（簡単セルフヒーリング）トレーニング

利用者とともにスッキリ！ ヨガ体操でリラックス

講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

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

ひと創研
代表　堀中　嶽水
・心理カウンセラー

日  程  2月22日（火）10:00～ 15:00

接  続  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

1．「怒りを考える」～人はなぜ怒るのか～

2．「怒りの招待！」～怒りのしくみを知る～

3．「怒りのコントロール法」～明日から使える手法～

4．「上手な叱り方」～人間関係を壊さない～

5．「アンガーマネジメント診断」　～あなたは何タイプ？～

アンガーマネジメントを活用した上手な叱り方21087
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講 師

オンライン
〈カメラ必須〉

20数年前から、介護現場で新しい介護観に基づき、特養を中心に介
護が必要な高齢者の自立支援に取り組んできた。最期まで、「口から
食べる」「トイレで排泄する」「湯船につかる」を守り抜くために様々
な工夫と理論・技術の構築に努めてきた。

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
・広島市認知症アドバイザー
・介護総合研究所元気の素　認定テクニカルアドバイザー

日  程  3月23日（水）14:00～ 16:00

接  続  13:30～

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

自立支援型介護とは？

1．「新しい介護観」から「標準的な介護観」へ

2．介護現場での実践（メッセージ）

自立支援促進の理解～自立支援の考え方と取り組み～21093

講 師

オンライン
〈カメラ・マイク必須〉

日本福祉大学福祉経営学部などを経て、2015年度に福山平成大学
福祉健康学部福祉学科准教授、2020年度より現職。専門は医療・福
祉マネジメント。著書に『高齢者の終末期ケア―ケアの質を高める4条
件とケアマネジメント・ツール』『多職種で支える終末期ケア―医療・
福祉連携の実践と研究―』（ともに共編著、中央法規出版），など。

福山平成大学 福祉健康学部 福祉学科
教授　杉本　浩章
・社会福祉士
・精神保健福祉士

日  程  3月17日（木）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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．介護保険制度　現状分析

2．2040年問題に向けた課題

3．介護保障と地域共生社会

介護保険制度の現状と2040年を見据えた運営課題21092

講 師

オンライン
〈カメラ必須〉

健康保険組合にて、保健・医療業務に従事。
平成14年　訪問介護事業所・通所介護事業所開設
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　オレンジライン」代表としても活動し
ている。

オフィス陽だまり
代表　原本　明美
・社会福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・相談支援専門員
・認知症ケア専門士

日  程  3月15日（火）13:30～ 16:30

接  続  13:00～

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

・身体拘束とは

・身体拘束の具体例

・身体拘束ゼロへの取り組み

・転落事故などの法的責任について

事例をもとに、身体拘束をしないケアについて考えましょう

身体拘束廃止～身体拘束によらない事故防止を目指して～21091
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録画配信研修のご案内

8月中旬頃　ホームページ公開予定（1件申込で複数名視聴可能）
研修（視聴）時間　：90分〜100分程度

2021 年 10 月より当振興会では、録画配信研修を実施いたします。

◆録画配信研修とは

受講者が日時場所を問わず、当振興会から配信した研修内容を視聴し、受講できるものです。法人、

事業所単位の複数名での視聴が可能で、事業所内等研修による職員の質の向上にお役立てください。

◆録画配信研修のメリット・活用方法

①日時、場所を問わず受講できます。

②視聴画面をプロジェクターなどに投影可能で、事業所内研修に活用できます。

③介護サービス情報公表の「運営情報」の研修記録が必要な項目に対応しています。

お申込みの流れ

ステップ 1

申　込

●	広島県シルバーサービス振興会のホームページ右上　重要『大切なお知らせ』

→『録画配信研修のご案内』より、各研修申込書に必要事項を記載し、お申込

みください。

　申込締切：受講日 14日前　（例）受講日：10月 15日→申込締切：10月 1日

ステップ 2

受講料振込

●	お申込み後翌営業日以内に、「受付完了・受講料納入案内メール」が届きます

ので期日（受講日の 7日前）までに指定の口座に受講料をお振込みください。

＊	振込手数料は受講者負担とさせていただきます。

ステップ 3

視聴アドレス送付

●	受講日の 3営業日前に、視聴アドレス、パスワード等を記載した「視聴案内メー

ル」が登録したメールアドレスに届きます。

●	研修資料も届きますので、印刷等を行い、ご準備ください。

ステップ 4

研修受講

●	インターネットに接続し、視聴アドレス、パスワードをご入力ください。

　受講日の午前 10時から翌日午前 10時まで視聴できます。（原則）

※詳細は、当会のホームページをご確認ください。

※当振興会営業日…土、日、祝日、年末年始（12月 29日〜 1月 3日）以外の日。
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録画配信研修　テーマ一覧

番号 テーマ名 講　師 ページ

2021A 認知症及び認知症ケア 深井　綾子 23

2021B 倫理及び法令遵守、プライバシーの保護 大曽根　博樹 23

2021C 身体拘束防止研修 深井　綾子 23

2021D 介護職が知っておきたい医療知識 佐藤　有依子 23

2021E 介護職が知っておきたいターミナルケア施設編 深井　綾子 24

2021F 事故発生予防、発生時・緊急時の対応研修 深井　綾子 24

2021G 介護職が知っておきたい非常災害時の対応 水田　透 24

2021H 感染症予防、食中毒予防、まん延防止 佐藤　有依子 24

録画配信研修　受講にあたっての留意事項

①	受講のためのインターネットの接続環境や、パソコンまたはタブレット、プロジェクタースピー

カー等、必要な機器は各自でご準備ください。

②	通信料は、受講者の負担となります。

③	パソコン、タブレット等の操作方法や設定に関する質問については回答できません。必ず購入

先等に問い合わせください。

④	ドメイン指定でメールの受信設定をされている方は、当振興会からのメールを受信できるよう

に設定ください。（メールアドレス：rokugahaishin@hiroshima-silver.or.jp）

⑤	配信される映像や資料について、録画、録音、複製は禁止いたします。

⑥	受講者のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツ

の中段、速度低下障害、停止等が生じた場合、当振興会は一切責任を負いません。

⑦	受講料納入後は、理由の如何を問わず、返金いたしません。

⑧	受講者は、視聴用アドレス、及びパスワードが第三者に漏洩しないよう管理し、視聴用アドレ

ス、及びパスワードが第三者に漏洩してしまった場合は、直ちにその旨を当振興会に連絡する

ものとします。

⑨	受講者の操作により、誤ってデータの消失・破壊等の事態が発生しても、当振興会は一切の責

任を負わないものとします。



講 師

2021A 認知症及び認知症ケア
受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・認知症の理解

・BPSDの理解と対応

・パーソンセンタードケア

サンキ・ウエルビィ株式会社
事業統轄部
副部長　深井　綾子

・看護師
・主任介護支援専門員
・認知症介護指導者
・介護リスクマネジャー
・介護福祉士

講 師

2021C

サンキ・ウエルビィ株式会社
事業統轄部
副部長　深井　綾子

・看護師
・主任介護支援専門員
・認知症介護指導者
・介護リスクマネジャー
・介護福祉士

受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・身体拘束とは

・身体拘束廃止の取組み

身体拘束防止研修

講 師

2021B

サンキ・ウエルビィ株式会社
事業本部　在宅推進課
課長　大曽根　博樹

・介護支援専門員
・介護福祉士
・社会福祉士
・
・

受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・守るべき倫理の基本

・介護保険法と法令遵守

・介護現場におけるプライバシーとは　等

倫理及び法令遵守、プライバシーの保護

講 師

2021D

サンキ・ウエルビィ株式会社
訪問看護ステーション江波
所長　佐藤　有依子

・医療ケア教員講習修了
・看護師

受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・バイタルサイン

・高齢者のからだの特徴

介護職が知っておきたい医療知識
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講 師

2021E

サンキ・ウエルビィ株式会社
事業統轄部
副部長　深井　綾子

・看護師
・主任介護支援専門員
・認知症介護指導者
・介護リスクマネジャー
・介護福祉士

受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・終末期の定義

・ターミナルケアとは

・ターミナル期の介護職の役割

介護職が知っておきたいターミナルケア施設編

講 師

2021G

サンキ・ウエルビィ株式会社
事業統轄部
統轄課長　水田　透

・介護支援専門員
・介護福祉士
・介護予防主任運動指導員

受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・非常災害とは

・非常災害時の対応

・災害に備えた平常時の対策

介護職が知っておきたい非常災害時の対応

講 師

2021F

サンキ・ウエルビィ株式会社
事業統轄部
副部長　深井　綾子

・看護師
・主任介護支援専門員
・認知症介護指導者
・介護リスクマネジャー
・介護福祉士

受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・リスクマネジメント

・スイスチーズ理論

・転倒・転落事故防止

事故発生予防、発生時・緊急時の対応研修

講 師

2021H

サンキ・ウエルビィ株式会社
訪問看護ステーション江波
所長　佐藤　有依子

・医療ケア教員講習修了
・看護師

受講料

一般（非会員）14,000円／振興会法人会員7,000円

カリキュラム

・感染症

・感染予防

・ガウンテクニック

感染症予防、食中毒予防、まん延防止研修
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南区民文化
センター

南区地域
福祉センター

一般社団法人

〒734-0007 広島市南区皆実町一丁目6-29

http://www.hiroshima-silver.or.jp/
TEL.082-254-9699 FAX.082-254-9690

広島県シルバーサービス振興会

研 修 会 場 図

一般社団法人

研修の詳細については、当振興会のホームページにてご確認いただき、
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。

▼ホームページのトップページ

受講申込方法受講申込方法

「第4回ひろしま自立支援介護研究会」開催のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・ 1・2
「令和3年度広島県地域医療介護総合確保事業」
　新人介護職員合同研修会、中堅・管理職員合同研修会 ・・・・・・・・・・・ 3・4
　出前講座・ユニット研修《講師料等助成》のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5
キャリアパス支援研修のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6～20
録画配信研修のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21～24

目次

http://www.hiroshima-silver.or.jp
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エム・シー
福山ビル

ファミリーマート

福山市役所

福山郵便局

中国銀行
国道2号線 至岡山→

←至広島

福山城

JR福山駅

セブンイレブン

セブンイレブン ローソン

中央公園

県民文化センターふくやま

まなびの館　ローズコム




