
　　　　

【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。

　　ホームページの検索はこちら⇒

【ホームページのトップページ】

一般社団法人　広島県シルバーサービス振興会

広島県シルバーサービス振興会 検 索

クリック

ここをクリック

2020年度 下期10月⇒3月
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助成金活用セミナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③

2021年度介護報酬改定セミナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④

福祉用具専門相談員指定講習会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤

「令和2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・管理者職員研修会・・・・・・⑥・⑦
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2025年に向けて、『自立支援』に軸足を置いた介護提供体制の構築は必須課題で 

す。 

「ひろしま自立支援介護研究会」では、いかに現場に定着させるかをテーマにこれ

まで開催してまいりました。今年も、介護現場で定着させるために必要となる

『鍵』を探るとともに、進化し続ける自立支援型介護について、皆様と共有したい

と存じます。 

また、今年は避けて通れない「新型コロナウイルス禍における自立支援介護の可 

能性」というテーマにも挑戦してまいります。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

第３回 ひろしま自立支援介護研究会 
 

令和２年12月18日(金) 13：00～16：30 

【第1部】実践報告（広島県内の施設・事業所より） 

【第2部】特別報告 

「自立支援型介護による感染防止の可能性」 

パネルディスカッション 

「パネラーと共に感染防止の可能性を検証する」 

広島県健康福祉センター 

振興会法人会員 3,000円 一般（会員外） 5,000円 
※抄録付き 

「広島県シルバーサービス振興会HP」にアクセス 
 

● 国においては、『効果のある自立支援について評価を行う』ためのデータ収集及び

分析・検討が進められています。 

● 自立支援は、一人のスタッフが頑張るものではなく、『チームで、根拠を持って進めて

いく』必要があります。チームをいかに作り発展させていくかのヒントを報告します。 

● 今年の第2部は、自立支援介護を実践する中で見えてきた、新型コロナウイルス感染防止の

可能性について報告し、パネラーと議論を深めていきます。 

〈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  

日 時 

場 所 

受講料 

申 込 

Point！ 

きっと未来は変えられる！ 

1



 

第３回 ひろしま自立支援介護研究会 

実践報告者 大募集！ 

「ひろしま自立支援介護研究会」では、「自立支援に軸足を置いた（理念とする） 

介護」に取り組む事業所・施設の皆様から、実践報告してくださる方を大募集

しています。 

「チームで、どうやって自立支援を理念とする介護を共有したのか？」 

「自立支援を進めていくために、どんな改善・改革を行なったのか？」 

「自立支援を通じてどんな効果が生まれたのか？」 

こうした点をベースに、それぞれの実践について報告してください。 

 
なお、報告いただく方には、パネルディスカッションにもご登壇いただきます。 

（事前に打ち合わせを行いますので、初めての方でもご安心ください） 

 

詳細は、広島県シルバーサービス振興会HPをご確認ください。 

あなたのご応募をお待ちしております！ 
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介護人材確保・魅力ある職場づくりの為の  

助成金活用セミナー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 令和 2 年 10 月 2６日（月）13：０0～ 

【第１部】 助成金の概要と活用方法について  13：00～14：30 

【第２部】 個別相談会（お電話にて事前申込）  

① 14：40～15：10 ②15：15～15：45 

③15：50～16：20 ④16：25～16：55 

  事前申込必要（1 社 30 分以内、先着 4 社まで）  

  助成金以外でも、労働・保険分野全般について開業社会保険労務士がご 

相談に応じます。 

      ※第 2 部のみの申し込みはできません。 

 

講 師 岡崎社会保険労務士事務所 所長 岡崎 晃 

場 所 広島県健康福祉センター 

受講料 振興会法人会員 無料   一般（会員外）1,000 円 

申 込 「広島県シルバーサービス振興会」のホームページにアクセス 

 

＜主 催＞ 

一般社団法人 広島県シルバーサービス振興会 

岡崎社会保険労務士事務所 

複雑化する福祉・介護事業所の経営 
 福祉・介護業界では、報酬制度の改定の度に経営管理は複雑化しま

す。人材確保も厳しい中、労働行政は“働き方改革”の推進を掲げて

順次実施されてきています。 

 

 しかし、視点を変えれば、雇用・労働分野には多くの助成金制度が

用意されています。 

 あなたの事業所、法人に合った助成金制度を見つけて、それを活用

した前向きな取組みを進めてみませんか？ 

 

 「助成金活用セミナー」では、雇用・労働分野の助成金の種類や適

合条件などの概要を説明し、どのような活用が考えられるかのイメー

ジをお伝えしたいと思います。 

助成金の具体例 

・特定求職者雇用開発助成金〔生涯現役コース〕65 歳以上を雇い入れる 

・キャリアアップ助成金〔正社員化コース〕正規雇用等へ転換 

・両立支援等助成金〔再雇用者評価処遇コース〕退職者の復職支援、再雇用 
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「2021年度介護報酬改定セミナー」 
～2025 年、2040 年を見据えた今後の介護事業を読み解く～ 

 
 

【2021 年度介護報酬改定を、下記の視点から解説します】 
 

１．介護給付費分科会の、『令和2年度介護報酬改定に関する審議報告』より、今改

定の指し示す方向性と、当面対応すべき事項。 

２．介護給付費分科会のこれまでの議論のうち、前回改定の審議報告において今後

の課題とされた事項などから、今回の改定のみならず、中長期的な経営戦略に

お役立ていただく事項。 

  ＜論点＞ 

   ①地域包括ケアシステムの推進 

   ②自立支援・重度化防止 

   ③介護人材の確保・介護現場の革新 

   ④制度の安定性・持続可能性の確保 

※この内容については、若干の変更をきたす場合がございます 

 

 

【講師】 

 久 留 善 武 氏 一般社団法人シルバーサービス振興会 事務局長 

 

＜講師プロフィール＞   

  平成４年より、介護保険の制度設計・導入・施行後の状況を常に見続けてきた。 

 この間、一貫してサービスの質の確保・向上のためのサービスの標準化・認証制 

度の創設・利用者の選択（自己決定）の支援のための情報開示の標準化・介護職 

の現場ＯＪＴの標準化に携わってきた。 

  直近では、外国人技能実習制度（介護分野）の評価試験に取り組んでいる。 

〇精神保健福祉士   〇立教大学コミュニティ福祉学部非常勤講師 

〇厚生労働省 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会委員 

〇東京都 社会福祉審議会委員   

〇東京都武蔵野市 第８期介護保険事業計画策定委員 

〇千葉県松戸市 介護保険運営協議会委員 

 

日程：令和 3 年2月 4 日（木）13：30～16：30 福山会場 

    令和 3年2 月 5日（金）13：00～16：00 広島会場 

 

受講料：当会法人会員 3,000 円、 一般（非会員）5,000 円 

 

詳しくは、当振興会ホームページまたは本紙 18 ページをご参照ください。 
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令和 2年度 

「福祉用具専門相談員指定講習会」開催のご案内 

 

●開 催 日 令和２年１１月１８日(水)～20日(金)、 

令和２年 11月 24日（火）～26日（木） 

令和２年 11月 30日（月）～12月 1日（火）の 8日間（５０時間） 

 

●会  場 広島県健康福祉センター 

広島県広島市南区皆実町一丁目６－２９ 

 

●定員   40名（先着順、定員になり次第、締め切らせていただきます） 

 

●締め切り  令和 2年 10月 28日（水） 

 

●受 講 料 ４４，０００円 （消費税込） 

 

●お問合せ先   一般社団法人 広島県シルバーサービス振興会 

TEL (082)254-9699 ＦＡＸ(082)254-9690 

●お申し込み方法  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」よ

り、必要事項を入力の上、お申し込みください。 

(ホームページアドレス： http://www.hiroshima-silver.or.jp/) 
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　10時00分～16時00分

「介護の目標と基本的な考え方」

「介護専門職に必要なこと」

「認知症のケア」

広島県シルバーサービス振興会の「研修情報オンライン申込み」からお申し込みください。

新人・中堅等職員研修、各会場とも研修日の8日前まで先着順。（定員になり次第締切ります）

各研修は、1回ごとの申し込みはできません。３回又は４回シリーズでのお申込みとなります。
日程、会場が未決定の箇所については、決定次第、当会ホームページにて掲載いたします。

http://www.hiroshima-silver.or.jp/

※３回シリ－ズで参加費無料

広島

実務経験がおおむね３年以内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、介護職員の基本的視点の習得を目的とします。

時 間

会場 開催回数 日程 会場

第1回 9月17日（木）

第2回 11月27日（金）

第3回 1月26日（火）

第1回 10月19日（月） 総合健康福祉センター（山崎本社みんなのあいプラザ）

第2回 12月3日（木） 廿日市商工会議所

第3回 2月未定 未定

第1回 10月14日（水）

第2回 12月16日（水）

第3回 1月18日（月）

第1回 9月28日（月） 東広島芸術文化ホールくらら　研修室

第2回 11月5日（木）

第3回 2月未定

第1回 9月24日（木）

第2回 11月13日（金）

第3回 1月12日（火） 県民文化センターふくやま

第1回 10月9日（金） 三次市福祉保健センタ－

第2回 12月8日（火） 三次市民ホール　きりり

第3回 2月22日（月） 三次市福祉保健センター

広島 広島県健康福祉センタ－

廿日市

呉

東広島

三次

ビュ－・ポ－トくれ

福山

未定

学びの館ローズコム

第１回

第２回

第３回

申込締切

申込方法

令和２年度広島県地域医療介護総合確保事業

廿日市 呉 東広島 福山 三次

注意事項

定員は各会場で異なります。

●講師

ＮＰＯ法人いい介護研究会

代表理事 国清 浩史

副代表理事 田中 功一

理 事 角本 伸志

認定講師 宮前 紀子 を予定しております。

※諸事情により、講師を変更する場合もございますので、

予めご了承ください。
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※福山、呉、三次会場で３回目まで受講いただいた方は、４回目は広島会場での受講となります。

令和２年度広島県地域医療介護総合確保事業

広島 福山 呉 三次

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。カリキュラムは、組織リーダー論、メンタル

ヘルスマネジメント、組織運営の基礎（労働関連法規の理解、働き方改革関連法の理解など）として実施します。

定員は各会場で異なります

４回シリ－ズ 参加費無料

第１回

時 間 １０時００分～１６時００分

「人が育つ、活力ある組織づくりのリーダー論」

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

「ストレスケアとメンタルへルスマネジメント」

講師 社会福祉法人創絆福祉会 理事 山根 喜代治

第３回

「管理職が知っておきたい労働法規と働き方改革について」

講師 ひと創研 代表 堀中 嶽水

第４回

講師 岡崎社会保険労務士事務所 所長 岡崎 晃

会場 開催回数 日程 会場

第1回 9月25日（金）

第2回 11月4日（水）

第3回 1月7日（木）

第4回 2月26日（金）

第1回 10月23日（金） シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館）

第2回 12月22日（火）

第3回 1月22日（金）

第4回 2月26日（金） 広島県健康福祉センタ－

第1回 10月30日（金）

第2回 12月15日（火）

第3回 1月13日（水） ローズコム

第4回 2月26日（金） 広島県健康福祉センタ－

第1回 10月12日（月）

第2回 11月10日（火）

第3回 1月27日（水）

第4回 2月26日（金） 広島県健康福祉センタ－

広島 広島県健康福祉センタ－

三次

呉

福山

三次市福祉保健センタ－

県民文化センターふくやま

ビュー・ポートくれ
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令和 2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 

◆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２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≫ 

①３法人以上でユニットを形成のうえ企画提案されたもの。 

  ②５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ますので、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（６月１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 
【2020年 10月～3月】 

 

介護事業所のキャリアパス制度支援を目的とした、有料の介護研修会です。 

 本年度下期も、新しい講師陣約 2 名・新テーマを増やして開催しますので、

必要に応じて事業所のＯＦＦ-ＪＴとしてご活用ください。 

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

キャリアパス支援研修のお申し込みの流れ・注意事項 

 

【ステップ 1】申し込み段階 

●広島県シルバーサービス振興会のホームページより、研修受講日の 8日前 

までに、お申し込みください。 

 ●ホームページのトップページにある『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、送信ください。 

●お申し込みのメールが到着後すぐに、受講定員内で受付たことをご確認いた

だくための「受付メール」を登録いただいたメールアドレスへ返信しますの

で必ずご確認ください。 

 

※定員超過のため、キャンセル待ちの場合も、キャンセル待ちである旨のメー

ルを返信します。 

 

 

 

【ステップ 2】受講券メール送付後 

●受講が確定した方には、研修受講日の 7 日前に、「受講券メール」を送信し

ます。 

※定員超過のため、キャンセル待ちの場合は、キャンセルが発生し、受講が可

能となった場合には、電話連絡し、その後受講券メールを送信します。 

 

 

 

【ステップ 3】受講日当日 

●「受講券メール」をプリントアウトし、健康チェック項目をご記入のうえ、

研修日当日に受講料と一緒にご持参ください。 

●受講料は、受講日当日、受付で現金でお支払いいただきます。各自で、釣銭

のいらないようにご準備ください。 

※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、最寄りの有料駐車場を、ご利用ください。 
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※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

　　お間違えのないようお願いいたします。

【10月】5講座

曜 ページ

金 12

金 12

水 12

月 13

木 13

【11月】3講座

曜 ページ

水 14

金 13

月 14

【12月】6講座

曜 ページ

金 14

水 15

木 15

金 15

木 16

金 1・2

受講料のご案内

半日コース

1日コース

振興会法人会員 一般（非会員）

3,000円
5,000円

6,000円

福山

広島

研修番号

20081

20082

20083

20084

20085

20086

会場

広島

広島

広島

広島

14：00～17：00

13：00～16：30

日程

12月4日

12月9日

12月10日

12月11日

12月17日

12月18日

時間

10：00～16：00

13：30～16：30

14：00～17：00

13：30～16：30

徳永　敬

テ－マ名

介護現場における感染防止対策・感染管理

精神疾患の理解とケアのポイント

介護職に必要な医療知識

介護現場で明日から使えるレクリエーション講座

介護職に必要な医療知識

第３回ひろしま自立支援介護研究会

講師

山根　啓幸

槌西　圭子

畑野　栄治

吉岡　俊昭

研修番号

20078

20079

20080

時間

10：00～16：00

13：30～16：30

10：00～16：00

日程

11月11日

11月13日

11月16日

講師

森山　由香

吉田　亜賀子

山根　啓幸

テ－マ

身体的拘束等によらないケアの実施

知っておきたい薬の知識～高齢者と薬～

介護現場における感染防止対策・感染管理

広島 13：30～16：30 高橋　浩一

会場

広島

広島

福山

13：00～14：30

研修番号

20073

20074

20075

20076

20077

会場

広島

広島

広島

広島

キャリアパス支援研修（10月～3月）　目次

テ－マ名

介護保険に関連する各種公費負担制度・助成について

アンガーマネジメントを活用した「上手な叱り方」

現場で活かす、転倒・転落事故防止対策！

介護人材確保・魅力ある職場づくりの為の
助成金活用セミナー

エンドオブライフケアで大切なこと

講師

西田　英俊

堀中　嶽水

菅原　道俊

岡崎　晃

日程

10月9日

10月16日

10月21日

10月26日

10月29日

時間

13：30～16：30

10：00～16：00

10：00～16：00
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【1月】4講座

曜 ページ

木 16

火 16

木 14

金 16

【2月】7講座

曜 ページ

火 17

水 17

木 18

金 18

水 17

水 14

木 18

【3月】5講座

曜 ページ

火 19

水 19

水 19

木 20

火 20

3月10日

3月11日

3月16日広島

研修番号

20098

20099

20100

20101

20102

会場

広島

広島

広島

広島

時間

13：30～16：30

9：30～12：30

14：00～17：00

10：00～16：00

水田　透

認知症のケア
～介護の力で症状を改善する！（基礎編）～

ターミナルケアにおける介護職の役割
【介護施設編】

訪問介護事業所の管理者とサ責の役割
（報酬改定のポイント）

法令順守と通所介護計画書の作成、
報酬改定のポイント

講師

川原　薫

国清　浩史

国清　浩史

大曽根　博樹

テ－マ名

高次脳機能障がいの理解と対応

10：00～16：00

日程

3月9日

3月10日

広島

広島

広島

研修番号

20091

20092

20093

20094

20095

20096

20097

会場

広島

広島

福山

広島

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

日程

2月2日

2月3日

2月4日

2月5日

2月17日

2月24日

2月25日

時間

13：30～16：30

10：00～16：00

13：30～16：30

13：00～16：00

堀中　嶽水

山根　啓幸

森田　ひとみ

テ－マ名

介護現場で押さえておきたい記録のポイント

高齢者虐待を防ぐためにできること

講師

西村　裕子

原本　明美

対人関係を改善する！
アドラー心理学によるアプローチ

介護現場における感染防止対策・感染管理

部下指導育成のためのコーチング（初任者向け）

研修番号

20087

20088

20089

20090

会場

広島

広島

福山

福山

日程

1月14日

1月19日

1月28日

1月29日

時間

13：30～16：30

13：30～16：30

10：00～16：00

13：30～16：30

テ－マ名

介護現場でのアロマセラピー・ハーブクリーム作り

介護事業所における看護師の役割

身体的拘束等によらないケアの実施

介護現場でのアロマセラピー・ハーブクリーム作り

講師

高松　雅子

松崎　修子

森山　由香

高松　雅子

2021年度介護報酬改定セミナー
～2025年、2040年を見据えた今後の介護事業を
読み解く～

久留　善武
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広島　20073 講師

【日程】2020年10月9日（金）　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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

広島　20074 講師

【日程】2020年10月16日（金）　10:00～16:00

【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》

広島　20075 講師

【日程】2020年10月21日（水）　10:00～16:00

【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》

介護保険に関連する各種公費負担制度・助成について

アンガーマネジメントを活用した「上手な叱り方」

現場で活かす、転倒・転落事故防止対策！

広島市内の医療法人で相談員、介護支援専門員、地域包括
支援センターにおける責任者を務めたほか、介護事業所の
設立、運営にも携わる。2013年10月に「オフィスたいよう
合同会社」を設立後、安佐南区、中区および佐伯区にて介
護支援専門員9名、事務員2名で居宅介護支援事業所を経営
している。
社会福祉士や特定社会保険労務士等の資格を活かし、成年
後見等の権利擁護、障害年金等の社会保障制度のほか、弁
護士等との専門家ネットワークによる支援を行っている。
その他、各種講演会、医療・福祉関係企業や団体の顧問も
行い、労働、社会保険諸法令のアドバイス等を行っている。

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

オフィスたいよう

代表 西田英俊

・特定社会保険労務士

・社会福祉士

・主任介護支援専門員

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．「怒りを考える」～人はなぜ怒るのか～

2．「怒りの正体！」～怒りの仕組みを知る～

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？～

ひと創研

代表 堀中嶽水

・心理カウンセラー

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。

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

＊ 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

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

・福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２級
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広島　20076 講師

【日程】2020年10月26日（月）　13:00～14:30

【会場】広島県健康福祉センター（受付12:30～）

《受講料》

　一般（非会員）1,000円　／　振興会法人会員　無料

《カリキュラム》

広島　20077 講師

【日程】2020年10月29日（木）　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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

広島　20079 講師

【日程】2020年11月13日（金）　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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

介護人材確保・魅力ある職場づくりの為の助成金活用セミナー

エンドオブライフケアで大切なこと

知っておきたい薬の知識～高齢者と薬～

民間団体で介護保険制度導入前夜から導入後15年間、在宅

系を中心とした高齢者、障害者の福祉・介護事業所の立上

げ。運営に携わる。

その前は、人事教育部門で労務管理や人材開発の仕事にも

従事。働き方改革、人材育成、両立支援や助成金を活用し

た魅力ある職場づくりのお手伝いに力を入れる。

①介護の職場を取り巻く様々な環境を再確認

しましょう

②魅力ある職場づくりを進めるには？

③多岐にわたる助成金制度入門

④こうして助成金を活用しましょう！

岡崎社会保険労務士事務所

所長 岡崎晃

・社会保険労務士

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・介護支援専門員

・相談支援専門員

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
てくれる開業医が少なかったため、在宅緩和ケアを担う目
的で、2008年開業。
2012年度 厚生労働省在宅医療連携拠点事業に選ばれた。

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、認知症グループホー

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、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。

医療法人和平会 折口医院

院長 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

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 常任理事

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

Ｌａ Ｖｉｔａ Ｒｏｓａ

代表 吉田亜賀子

・薬剤師
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広島　20078 講師

【日程】2020年11月11日（水）　10:00～16:00

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

福山　20089

【日程】2021年1月28日（木）　10:00～16:00

【会場】県民文化センターふくやま（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》

福山　20080 講師

【日程】2020年11月16日（月）　10:00～16:00

【会場】県民文化センターふくやま（受付9:30～）

広島　20081

【日程】2020年12月4日（金）　10:00～16:00

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:30～）

広島　20096

【日程】2021年2月24日（水）　10:00～16:00

【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》

身体的拘束等によらないケアの実施

介護現場における感染防止対策・感染管理

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、地域の皆さま・県民の皆さまの生活と

健康をお守りするため、日々尽力しております。

身近な感染症であるインフルエンザや感染性胃腸

炎等に加え、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についての、感染防止

対策・感染管理の実践や意見交換・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！

総合病院 庄原赤十字病院

院内感染管理者

感染制御室 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法人ひろしま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

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、

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。

1993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。

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などの福祉機器の活用～

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

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
・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
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広島　20082 講師

【日程】2020年12月9日（水）　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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

広島　20083 講師

【日程】2020年12月10日（木）　14:00～17:00

【会場】広島県健康福祉センター（受付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》

広島　20084 講師

【日程】2020年12月11日（金）　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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

精神疾患の理解とケアのポイント

介護職に必要な医療知識

介護現場で明日から使えるレクリエーション講座

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。

私たちの生活の中には「楽しい」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。

利用者の生活に心の変化を作り出す、そんな

レクリエーションを体験しながら、みんなで

「心が動く」を感じてみましょう。

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

2001年 医療法人社団和恒会 ふたば病院就職

2014年に外来看護師長となり、病院や地域で生活する方

の精神科看護に携わってきました。

2017年に、精神科認定看護師免許を取得後、精神科看護

の質向上のため、院内・院外講師、認知症家族の会メン

バーとして活動しています。患者ではなく、疾患を持つ

ひとりの「人」としての関りを大切に考えています。

1．精神科医療の動向

2．精神疾患について

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

医療法人社団和恒会

ふたば病院

精神科認定看護師

槌西圭子

・日本精神科看護協会

精神科認定看護師

要援護者に医療・生活上の悩みが生じた時の「駆け込み

寺」を目指しています。

スタッフは、要援護者の人としての尊厳を厳守するため

に、サービスの質の向上に努めており、スタッフの家族

が利用したくなるようなサービス提供を心がけています。

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 など）

3．呼吸器疾患（誤嚥性肺炎 など）

4．皮膚疾患（皮脂欠乏、脆弱皮膚 など）

5．泌尿器疾患（尿失禁、頻尿 など）

6．脳・神経疾患（脳卒中 など） etc…

医療法人社団長寿会

はたのリハビリ整形外科

院長 畑野栄治

・整形外科専門医

・リハビリテーション専門医

・認知症サポート医
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福山　20085 講師

【日程】2020年12月17日（木）　14:00～17:00

【会場】県民文化センターふくやま（受付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》

広島　20087 講師

【日程】2021年1月14日（木）　13:30～16:30

【会場】広島県健康福祉センター（受付13:00～）

福山　20090

【日程】2021年1月29日（金）　13:30～16:30

【会場】県民文化センターふくやま（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》

広島　20088 講師

【日程】2021年1月19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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

介護職に必要な医療知識

介護現場でのアロマセラピー・ハーブクリーム作り

介護事業所における看護師の役割

約20年間、地域医療、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。

1．医療を学ぶ意義
（介護職の専門性、介護と医療の連携）

2．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、
心疾患、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病、
意識障害、脱水）

3．ケアの視点
（褥瘡、心肺機能、転倒、脱水）

徳永医院

副院長 徳永敬
・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

防衛医科大学高等看護学院卒業後、広島大学病院勤務、広
島市医師会看護専門学校医療専門課程勤務を経て、IGLグ
ループに就職。
IGLグループ内で、クリニック（1年）、訪問看護（5年）、
老健（13年）、特養（2年）を経験し現職。
介護事業所の看護師が必ず感じる、病院とのギャップ、敗
北感、その反面感じる高齢者の生活を支えるという充実感、
そして高齢者理解の深まり。医療では括れない介護事業所
の看護師の役割は、利用者に「この事業所で嬉しい、あな
たに出会えてうれしい」と言ってもらえる介護現場を創造
することではないでしょうか？

1．介護事業所看護師の専門性とは

2．他職種との連携・共存・共栄

3．介護事業所看護師の本当の役割

4．介護事業所での看取り、看護師の出来ること

5．利用者の望むこと

IGL高齢複合施設西風新都

施設長補佐兼看護師長 松崎修子

・看護師

・介護支援専門員

・看護管理者セカンドレベル修了

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」

1．座学：アロマセラピーとは
介護現場での香りの使い方
香りの効用・香りのテスト
精油のブレンドファクター

2．実習：ハーブクリーム作り
アロマセルフハンドマッサージの方法

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

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
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広島　20091 講師

【日程】2021年2月2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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

広島　20092 講師

【日程】2021年2月3日（水）　10:00～16:00

【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》

広島　20095 講師

【日程】2021年2月17日（水）　10:00～16:00

【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》

介護現場で押さえておきたい記録のポイント

高齢者虐待を防ぐためにできること

対人関係を改善する！　アドラー心理学によるアプローチ

保育士として10年余り勤めたのち、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。

現在は、特別養護老人ホームの主任相談員、居宅介護支

援事業所のケアマネジャーを兼務しつつ、認知症アドバ

イザー、人材育成等の外部講師を務めている。

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、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。

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

健康保険組合にて保健・医療業務に従事。

2002年、訪問介護・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」代表として活動している。

・「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？」

権利擁護の視点から高齢者虐待について

考えましょう。

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

・認知症ケア専門士

・認知症対応型サービス事業

管理者研修修了

1．「アドラー心理学」とは？
～なぜ今アドラーなのか～

2．「タモリさん」はアドラー流？
～頑張らない人生哲学～

3．アドラー流 苦手意識の克服
～知っておきたい３つのＲ～

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～

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
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福山　20093 講師

【日程】2021年2月4日（木）　13:30～16:30

【会場】県民文化センターふくやま（受付13:00～）

広島　20094

【日程】2021年2月5日（金）　13:00～16:00

【会場】広島県健康福祉センター（受付12:30～）

《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》

広島　20097 講師

【日程】2021年2月25日（木）　10:00～16:00

【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》

2021年度介護報酬改定セミナー

～2025年、2040年を見据えた今後の介護事業を読み解く～

部下指導育成のためのコーチング（初任者向け）

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。

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。

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

「部下の声を聴いているようで聞いていないこと
は」と自分自身の部下へのかかわり方を振り返り、
自主的行動を促すための部下育成のポイントを
掴みます。

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

・ワークライフコンサルタント（認定）

・心理カウンセラー1級

・日本語コミュニケーション能力認定上級

・笑顔コーチングファシリテーター

平成4年度からシルバーサービス振興会において、介護

保険制度の構想段階、制度導入、施行後の状況を常に見

続けてきた。

この間、一貫してサービスの質の確保・向上のための

サービスの標準化、認証制度の創設と、利用者の選択

（自己決定）の支援のための情報開示の標準化、介護職

の現場OJTの標準化等に携わってきている。

直近では、外国人技能実習制度（介護職種）の評価試験

に取り組んでいる。

令和３年度介護報酬改定においては、○前回改定の

審議報告において今後の課題とされた事項、○介護

保険部会での「介護保険制度の見直しに関する意

見」、○認知症施策推進大網等を踏まえつつ、４つ

の論点（①地域包括ケアシステムの推進、②自立支

援・重度化防止、③介護人材の確保・介護現場の革

新、④制度の安定性・持続可能性の確保）が掲げら

れているため、主要なポイントに添いながら解説し

ていく。

(一社)シルバーサービス振興会

事務局長 久留善武

●精神保健福祉士

●立教大学 コミュニティ福祉学部

非常勤講師

●厚生労働省 介護保険福祉用具・

住宅改修評価検討会 委員

●東京都 社会福祉審議会 委員

●東京都武蔵野市

第８期介護保険事業計画策定委員

●千葉県松戸市

介護保険運営協議会委員
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広島　20098 講師

【日程】2021年3月9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）5,000円　／　振興会法人会員3,000円

《カリキュラム》

広島　20099 講師

【日程】2021年3月10日（水）　9:30～12:30

【会場】広島県健康福祉センター（受付9:00～）

《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》

広島　20100 講師

【日程】2021年3月10日（水）　14:00～17:00

【会場】広島県健康福祉センター（受付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》

高次脳機能障がいの理解と対応

認知症のケア　～介護の力で症状を改善する！（基礎編）～

ターミナルケアにおける介護職の役割　【介護施設編】

広島市立舟入高等学校・国立犀潟療養付属所リハビリテー

ション学院（新潟）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回読売新聞医療功労賞 受賞

1．「高次脳機能障がい」を知っていますか？

2．「高次脳機能障がい」の診断と症状

3．「高次脳機能障がい」と「認知症」の違い

4．介護スタッフの対応のポイント

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

・(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）

介護現場で理論に基づいた「認知症のケア」を実践・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」を核とする理論と具体的な

ケア方法を広島県中に広めたいと活動している。

今回は、入り口である基礎理論について共有する。

1．認知機能の理解

2．認知症の人の心理を理解する

3．認知症のケアに必要な知識（4原則）

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

・広島県認知症介護アドバイザー

・介護総合研究所元気の素

認定テクニカルアドバイザー

「最後まできちんとかかわる」をモットーに介護現場で、

ターミナルケアの実践・指導を行っています。

介護職として何をどう支援するのかといった方法論にと

どまらず、「死生観」「人生観」を育む内容です。

事例も可能な限り紹介しており、現場目線での研修内容

に、毎回、好評をいただいております。

1．ターミナルケアの現状

2．目指すべき方向性とは？

3．理想と現実のギャップをどう埋めるか

4．実践事例のご紹介

5．介護職の役割整理

「介護職だからできること、

介護職にしかできないこと」

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

・広島県認知症介護アドバイザー

・介護総合研究所元気の素

認定テクニカルアドバイザー
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広島　20101 講師

【日程】2021年3月11日（木）　10:00～16:00

【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》

広島　20102 講師

【日程】2021年3月16日（火）　10:00～16:00

【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》

訪問介護事業所の管理者とサ責の役割（報酬改定のポイント）

法令順守と通所介護計画書の作成、報酬改定のポイント

訪問介護員として入社し、サービス提供責任者・管理者を

つとめる。広島・岡山・山口・島根の訪問介護を含む在宅

介護全般を統括した経験を持つ。

”基本なくして応用なし”。午前中は、基礎知識の習得を

目指す。午後は、より実践的な内容の講義を行います。

【午前】基礎知識の習得

・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）

【午後】実践的な内容の理解を深める

・ケアプランと訪問介護計画について

・加算取得と返還にならないためのポイント

・介護報酬改定のポイント

サンキ・ウエルビィ株式会社

本社事業本部

統括課長 大曽根博樹

・介護福祉士

・社会福祉士

・介護支援専門員

法人内では、事業所の運営状況の確認や指導等を担当し

ています。健全な運営のためには、介護保険法や加算要

件とそのための実務について、職員全員が理解して運営

することが必要だと考えます。通所介護計画書を通して、

法令順守と作成のポイントを確認していきましょう。

計画書作成に携わる方（管理者、生活相談員、
介護職員、看護職員、機能訓練指導員等）向けの
内容になります。

1．加算算定と法令順守、報酬改定のポイント
2．通所介護計画の作成について
3．モニタリング評価について
4．通所介護計画の作成（個人ワークおよび共有）

サンキ・ウエルビィ株式会社

事業サポート部 運営管理課

統轄課長 水田透

・介護支援専門員

・介護福祉士

・都老研 介護予防主任運動指導員
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