平成29年度
時期
代表者セミナー等企画 6/16（金)
委員会
16:20～17:50

会員ネットワーク委員
会

【事業者向け公開講演会】
ＥＰＡ(経済連携協定)などの団体施策や、介護技能実習制度などの説明と、実
「介護人材の確保と育成について～外国人介護人材の受け入れ現 際に外国人介護士等を受け入れしている法人の現状を聞き、新たな人材確保
状について学ぶ～」
について考える。

ももちパレス
第1回事例検討会・
「事例から学ぶ～介護事故への対応と記録～」
3階第2研修室 ミニセミナー

3月
6/28（水）
サービスの質向上委員 【第1部】
10:00～12:30
会
【第2部】
（研修4回）
13:30～16:30

-

新人職員研修
【第1部】「介護保険制度の基礎知識と新総合事業、地域包括ケアシ
ステムについて」
【第2部】「認知症ケアのプロフェッショナルになりましょう」

中堅職員研修
「ブロッキング現象（心のよそ見）によるヒューマンエラー防止」
～集中力を持続してミスを減らそう！～

10/15（日）
12:00～16:00

交流ひろば

11/20（月）
13:00～17:00

502・503研修室 第3回研修会

「認知症について～事例検討会～」

2/13（火）
14:00～17:00

交流ひろば

6/22(木)
13:30～15:30
7/20（木）
13:30～17:00
8/18(金)
13:30～16:30

第2回研修会

武内 和久 氏（麻生教育サービス（株）顧問／厚生労働省参与
（元厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課 福祉人材確保対策
室長））

介護事故の事例を基に、介護職員としての対応、倫理について講義とグループ 宮原 三郎 氏（みらい法律事務所 弁護士）
ワークで学ぶ。

会員相互の親睦を深め、情報交換を行う。対象は一般職員。
施設での地域福祉活動の実践事例をお話いただき、自事業所でできることを考 谷 亜紀子 氏（社会福祉法人今山会 特別養護老人ホーム寿
えてみましょう。
生苑 介護支援専門員）
テーマごとに各専門家と共に事例を検討していきます。
８ページ

情報誌第32号発行

502・503研修室 第1回研修会

講師

４ページ

情報誌第31号発行

ウィズザスタイ
会員のつどい
ル福岡
ももちパレス
第2回事例検討会・
「地域とのかかわりの実践」～地域の中の施設として～（仮）
3階第2研修室 ミニセミナー
第3回事例検討会・
未定
未定
ミニセミナー
-

内 容

今、介護業界で何が起こっているのか、介護保険制度の見直しが各サービスへ 遠藤 征也 氏（厚生労働省 老健局総務課 介護保険指導室
「次期介護保険制度改正の動向とそれを担う介護保険事業者の役 及ぼす影響と、介護事業者は何をすべきかをご講演いただく。
長）
割」

8/4（金）
19:00～20:30

2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」
502・503研修室 代表者セミナー

10/13（金）
19:00～21:00
12/6（水）
19:00～21:00

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

9/15（金)
13:30～17:00

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

【第1部】「介護保険制度の基礎知識と新総合事業、地域包括ケアシステムにつ 野瀬 寿 氏（社福）ふくおか福祉サービス協会 地域包括支援
部長）
いて」
・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
田中 加代子 氏（近畿大学九州短期大学 非常勤講師）
テムの基本的な考え方などを講義形式で学ぶ。
【第2部】「認知症ケアのプロフェッショナルになりましょう」
・認知症の基礎知識と対応をグループワークと講義で学ぶ。
業務上で避けられない「ヒューマンエラー」はブロッキング現象によって起こるこ 堤 俊也 氏（（株）ヒーリング・サポート はるかぜ薬局 代表取
とが多いという。自分に起きやすいブロッキング現象の傾向を知り、それを回
締役／薬剤師）
避、対処方法を学ぶ。
認知症を理解し、事例を検討する。

上城 憲司 氏（西九州大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科 作業療法学専攻 教授）

「地域包括ケアシステム～住みやすい地域作り～」（仮）

専門職として、地域の一員としてどうサポートしていくかを講義形式で方向付け
を行い、グループワークで検討する。

江原 公洋 氏（（医）泯江堂 からざステーション事務長）

502・503研修室 第1回研修会

「居宅介護支援事業所におけるリスクマネジメント」

新人ケアマネジャーの自己判断についてや、トラブル回避の対策について学
ぶ。

大久保 志保 氏（浜の町病院 地域連携室 訪問看護認定看
護師）

502・503研修室 第2回研修会

面接技術研修
「利用者とのつながり方を考える」

事例を基にグループワーク、演習等で、利用者にとっての解決策につなげ、ふく 大垣 京子 氏（（医）武田内科 医療相談室長/日本医療ソー
らませていく技法を学ぶ。
シャルワーク学会 会長）

交流ひろば

「関係性をつなぐ質問力」

担当者会議や面談の場において、意図せずご本人やご家族を精神的に追いつ 白木 裕子 氏（（株）フジケア取締役社長/日本ケアマネジメント
めてしまう場合がある。ご本人やご家族の心を開き、信頼関係が構築するため 学会副理事長）
の質問力や対話力を学ぶ。

第4回研修会

第3回研修会

9/28（木）
13:30～16:30

ふくふくホール 第4回研修会

「本人らしさが伝わるケアプラン」
～本人が望む暮らしを支えるためにケアチームがまとまる!!～

7/31（月）
14:00～17:00

502・503研修室 第1回研修会

「地域包括ケアにおける在宅での看取り～地域で支える～」

9/13（水）
13:30～16:00

交流ひろば

11/24（金）
13:00～17:00

502・503研修室 第3回研修会

「在宅サービスで困った時の対処法」
～ストロークかかわり方を大切に、行動変容への挑戦～

2/22(木)
10:00～13:00

交流ひろば

第4回研修会

「救命講習会」

7/11（火）
10:00～16:00

交流ひろば

第1回研修会

「介護技術研修～車いす・ベッドでのポジショニング～」

8/24（木）
14:00～17:00

交流ひろば

第2回研修会

「誤嚥性肺炎（老人性肺炎）を予防する口腔ケアについて」

11/15（水）
13:30～16:30

交流ひろば

第3回研修会

「施設における感染症予防」

第2回研修会

ケアプランを形骸化させず、利用者のニーズや目的、そのために必要な支援が 高室 成幸 氏（ケアタウン総合研究所 代表）
正確に伝わるケアプランを作成できるように学ぶ。
在宅での看取りについて学ぶ。独居の高齢者を多職種、または地域でどう支え 松尾 勝一 氏（まつおクリニック院長）
るかなどをご講義いただき、グループワークで検討する。

地域で福祉活動をする上で、支援が必要な方の情報がなければ助け合いは困 藤田 博久 氏（（社福）福岡市社会福祉協議会 地域福祉部長）
「地域福祉活動における個人情報共有化に関する取り扱いについ 難です。地域福祉活動と個人情報の関係や、取り扱いルールなどを学び、活動
て」
に役立てましょう。
在宅サービスにおける高齢者の対応において、処遇困難と感じる事例を基に、 佐藤 ちよみ 氏（対人援助スキルアップ研究所 所長）
どう対応するかなどを制度も含め、講義とグループワークで学ぶ。
心肺蘇生、AED講習などを実技で学ぶ。

福岡市消防局

車いす・ベッド上での目的に適した姿勢（体位）を安全に快適に保持する方法な 田中 義行 氏（株式会社大起エンゼルヘルプ 有料老人ホーム
どを講義+実技で学ぶ。
越谷なごみ苑事業部長補佐 理学療法士）
誤嚥性肺炎の予防につながる口腔ケアのメリットと、実際の予防方法について 久保山 裕子 氏（福岡県歯科衛生士会 監事）
講義＋実技で学びます。また、嚥下機能向上訓練や咀嚼機能向上訓練等の実
技も学ぶ。
インフルエンザ、ノロウィルスなどを中心に予防と適切な対応を講義＋実技で学 高松 ユカ 氏（（社福）ふくおか福祉サービス協会 医療環境管
ぶ。
理士/看護師）

※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。

