平成30年度
時期
代表者セミナー等企画 6/19（火)
委員会
16:10～17:40

会員ネットワーク委員
会

内 容
今回（平成30年）の改正を踏まえ、次回の改正も見越した、医療、介護事業所の
取るべき対策を考える。

《事業者向公開講演会》
「介護事業者のための《働き方改革》への対応」
～人手不足時代における職場環境の整備～

「働き方改革」を受けて、今後、人事・労務管理などの検討が求められています。 後藤 昭文 氏 （後藤労務管理事務所社会保険労務士）
今回のセミナーでは、どのように対応すれば職員がいきいきと働くことができる
「選ばれる事業所」になれるのか、「人材不足対応」「働き方改革」をテーマに、法
的な問題点と実務的な対処法についてご説明いただきます。

8月3日（金）

アミカス 2階
研修室 B

第1回事例検討会・
「これからの事業所作りを考えてみよう」
ミニセミナー

テーマごとに各専門家と共に事例を検討していきます。

情報誌第33号発行

４ページ

会員のつどい

会員相互の親睦を深め、情報交換を行う。対象は一般職員。

6/27（水）
サービスの質向上委員 【第1部】
会
10:00～12:30
（研修4回）
【第2部】
13:30～16:30

ウィズザスタイ
ル福岡
アミカス 2階
研修室 B
アミカス 2階
研修室 B
-

第2回事例検討会・
「介護関係事業者のための個人情報保護法」
ミニセミナー
第3回事例検討会・ 「専門職として、事業所として今、地域に何が出来るのかを考えよう
ミニセミナー
会」
情報誌第34号発行

502・503研修室 第1回研修会

講師
谷本 正徳 氏（あいおいニッセイ同和損保提携会社
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社代表取締役）

「トリプル改正をふまえ、今後の経営を考える」
～今後を生き残れる事業所となるためのかじ取り～

代表者セミナー

3月

施設サービス部会
（研修3回）

アークホテルロ
イヤル福岡天 総会講演会
神2階「羽衣」
交流ひろば

10/19（金）
19:00～21:00
11/14(水)
19:00～20:30
2/5(火）
19:00～20:30

在宅サービス部会
（研修4回）

委員会・部会別事業計画（案）

テーマ

9/19(水）
14:00～17:00

9月

居宅介護支援部会
（研修4回）

福岡市介護保険事業者協議会

会場

テーマごとに各専門家と共に事例を検討していきます。
テーマごとに各専門家と共に事例を検討していきます。

西 龍一郎 氏（西新デイサービスセンター介護事業部部長/施設
長）

後藤 大輔 氏（弁護士法人 ALAW&GOODLOOP 福岡オフィス
弁護士）
照屋 広基 氏(社会福祉法人 アイリス ケアプランセンター野芥
主任介護支援専門員）

８ページ
新人職員研修
【第1部】「介護保険制度の基礎知識と地域包括ケアシステムについ
て」
【第2部】「認知症ケア こんなときどうするの？」

【第1部】「介護保険制度の基礎知識と地域包括ケアシステムについて」
栗田 知子 氏（医療法人 順和 管理者 看護師・主任介護支援
・介護保険制度の基本の振り返りと、新総合事業と何か、また地域包括ケアシス 専門員）
テムの基本的な考え方などを講義形式で学びます。
田中 加代子 氏（近畿大学九州短期大学 非常勤講師）
【第2部】「認知症ケア こんなときどうするの？」
・ケアの際、思うように気持ちが伝わらないと思うことはありませんか？認知症対
応の具体的事例などを講義とグループワークで学びます。

9/12（水）
14:00～17:00

交流ひろば

第2回研修会

「介護従事者の接遇」
～先輩、それっておかしくないですか？～

現在の介護教育内容の理解を深め、先輩職員として「ホスピタリティ」「顧客満足
度」「従業員満足度」を高めるための接遇について学びます。

11/16（金）
14:00～16:00

交流ひろば

第3回研修会

「古武術の身体運用に学ぶ介助術」
～現場の困難事例に向き合う技術のコツ～

日本に古くから伝わってきた武術の身体の使い方や考え方を取り入れた、介護技
術を学びます。

11/22（木）
13:00～16:00

交流ひろば

第4回研修会

中堅職員研修
「新人の定着と成長を促す職場づくり」
～「メンター」としての管理監督者の役割～

6/22（金）
13:30～17:15

502・503研修室 第1回研修会

事業所の管理監督者（中堅職員）がメンタルヘルスに対する知識を身に付け、自 吉原 克枝 氏（福岡工業大学短期大学部 特任准教授（産業・組
分だけではなく、部下への対応を理解し、心身良好な職場を築いていけるよう学 織心理学））
びます。
恵内 幸子 氏（浜の町病院 地域医療連携課 地域医療連携調
高齢者ケアにおいて医療と介護をつなぐツールがケアマネジメントであり、入院か 整役）
ら在宅介護に移行するにあたってのケアプランや、それに関わる加算などについ 松本 直人 氏（公益社団法人福岡県介護支援専門員協会 専務
て学びます。
理事）

10/11（木）
13:30～17:00

交流ひろば

第2回研修会

面接技術研修
「利用者の望む生活をつくる支援」

11/26（月）
13:30～16:30

交流ひろば

第3回研修会

「ケアプランにおける訪問介護の位置づけについて考える」

12/12（水）
13:30～16:30

交流ひろば

第4回研修会

「対人援助職のストレスマネジメント」

7/13（金）
13:00～17:00

交流ひろば

第1回研修会

「認知症を持つ方への理解」

10/18（木）
13:00～17:00

交流ひろば

第2回研修会

「プロが行う自立支援に向けての介護」

12/11（火）
14:30～16:30

交流ひろば

第3回研修会

「精神疾患がある方への対応について」

2/14(木)
10:00～13:00

交流ひろば

第4回研修会

「救命講習会」

7/26（木）
10:00～16:00

交流ひろば

第1回研修会

「介護技術研修」～車いすでの移乗・移動～

9/21（金）
14:00～17:00

交流ひろば

第2回研修会

「施設での看取り介護と医療的ケアの基礎」
～困ったことはありませんか？何でもきいてみよう！～

10/23（火）
13:30～15:30

交流ひろば

第3回研修会

「施設で転倒！さあ、どうする？」

「高齢社会における病院と在宅の連携について」
～質の向上と加算について考える～

山下 和美 氏（麻生医療福祉専門学校 福岡校 校長代行補
佐）
岡田 慎一郎 氏（介護福祉士・理学療法士）

「利用者本人と、その周りのニーズの違いに、ケアマネジャーはどのように関わり 大垣 京子 氏（医療法人武田内科 医療相談室長/日本医療ソー
援助していくか」という事例です。事例を基にグループワーク、演習等で、利用者 シャルワーク学会 会長）
にとっての解決策につなげ、ふくらませていく技法を学ぶ。
白木 裕子 氏（（株）フジケア代表取締役社長/日本ケアマネジメ
利用者にとってより良い生活援助プランの作り方を、事例を基にどのように入れて ント学会副理事長）
いけるかを講義とグループワークなどで学びます。
自分の心の状態の傾向、伝え方や聴き方のクセといった自己理解を高め、相手と 内木場 三保 氏（一般社団法人 こころ塾 代表理事）
わかり合うためにも自分の特性を知り、業務や事業所内で活かす方法を講義や
演習で学びます。
佐藤 良枝 氏（公益財団法人積善会認知症疾患医療センター曽
「認知症を持つ方を一人の人間としてとらえる」、「BPSDをどうとらえるかを考え直 我病院作業療法士／一般社団法人神奈川県作業療法士会認知
す。」を行うことで認知症高齢者やBPSDへの対応とその視点・考え方などを講義 症対策委員会担当理事 作業療法士＆バリデーションワーカー）
とグループワークなどで学びます。
利用者の介護状況に合わせた介護、過剰介護になってはないか？介護度が進ま 岡野 文男 氏（（有）ケアパートナーデイサービス杜の樹施設統
ないように、また、利用者との協力動作など自立支援に向けた介護を、講義と実 括部長)
技で学びます。
うつ症状や不眠、認知症の方などへの対応・注意点・介護者の心構え・距離のと
り方などについて講義形式とグループワークで学びます。

豊留 浩 氏（医療法人泯江堂 訪問看護ステーションあいりす管
理者）

心肺蘇生、AED講習などを実技で学びます。

福岡市消防局

ベッドから車いすへ、車いすからベッドやイスなどへの移動、移乗動作、介助につ 田中 義行 氏（株式会社大起エンゼルヘルプ 入居・通所事業
いて講義と実技で学びます。また、介助の際に伴う介護職員の負担を軽減する方 部 事業部長付 理学療法士）
法なども併せて学びます。
朝野 愛子 氏（社会福祉法人今山会 統括施設長）
施設の看取介護の現状と課題について学びます。また、看取時に必要な医療的
ケアについてもご講義いただきます。
施設管理者ならびにリスクマネジメント担当者、さらには現場の職員の方々なと、 宮原 三郎 氏（みらい法律事務所 弁護士）
事故防止に携わるすべての方々に、高齢者施設内での介護事故枝の対応と記録
について講義とグループワークで学びます。

※日時・テーマ等は変更になることがあります。募集は実施の1ヶ月前頃に、会員法人の連絡担当者様宛へのFAX もしくはe-mail及び 福介協ホームページにてご案内いたします。

