
1日本ａ所ヶアil:究ﾒこ会
･一第15回認知症ケア研修会in福山

IS12025年・2040年の中ｇを1!!うディ・ﾌﾞl･■ｌ・所となるために

日程

参力口費

2０２０年

31113日ｏ･１４日○･15日ｅ

[1日のみ奈ｶQ]　10,000Fl(税･か録代iさみ)
[2日間参加]　15,000Fl(税お録代込み)
[3日間参力口]　20,000Pﾖ(Ｍ･む録fｔ・み)

・「ポストセミナーJFサンセットセミナー」は３日間参力lの方なＭはSIJaか力U費がかかります

・－－－

開催地
-

その他

広島県福LL』市
広島県民文化センターふくやま／まなびの館ローズコム

日本Ｓ知症ケア学会

認知症ヶア専Ｍ士単位認定講ａ申請予定

20211年改定とこれからのデイ
・２０２１年改定は［地域包括ケア］にriけた具体的な構築プロセスの最終章

・地域共生社会に向けた「地域づくり」の具体的強化策のヒント

・社会貢献、有償ボランティア、就業デイ…多様化するデイの新しいカタチ

・地域包括ケア、ヘルスケアビジネス…法人の舵取りを問違えない

信頼を築くためのマネジメント強化
・職員採用→人財育成→離職防止でもうF人」に悩まない

・足元をすくわれない労基ａ実地指導対策で安定した土台づくり

・「家族」「スタッフ」…それぞれの権利擁護にどう対応する

・外・人介護従事者採ｇに向けた実情

尊厳と希望を失わせない認知症支援
・認知症発症予防のための活動

・認知症の症状緩和に資するプログラムの充実

・認知症の方の視点にたった各種支援・療法アプローチ

・認知症の方の自立と自律に向けた「きめ細かい」リハビリテーション

良質なケアに不可欠なそれぞれの専門性
・介護職が実践すべき機能向上トレーニングと重度者、Ｓ知症の方へのＡＤＬ介護技術

・「活動」と「参加」を促進する目的別トレーニング

・ご利用者の「共感」を生みｉす生活相談員の専門性

・介護現場における看獲師の役割

日本通所ケア研究会事務局
共催:ＮＰＯ２人日本介護福祉教育研修機構

〒721-0902

・ｇＳＩＵｊ市４日回I・上1205　TEL（084）971-6686　FAX（084）948-0641
メールｉｎｆ０９tSｕｕｓho.Ｃｏｍ 、ホＴムペＴジ･httｐｓ://ｗｗｗ.tｓｕｕｓh0.ｃｏｍ/ｍｅｅtｉｎｇ/ 匹[Ｈ4

信頼

賜①



大会プログラム

r§il;ri]11113(1221》　ぞ「テーマ」「プログラム」「講師」は変曼こなる場台がありますことをご了承ください---　　'¨　　※同じテーマの分科会は,同じ内容となります
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④ぼｌがｉる!｜ISII練・リハビリ

⑤その他
(累aの心肖貝g5X･･lき,aR多･iaiなど)

liまこ1aiSi;･111

皆ｓ

a･皿
mlSZSZI

`ごyｺﾞｹ;こご
ここごｼ゛し
副民加ﾊﾞﾘﾃﾞ-ｼｮﾝﾃｨ-ﾁﾔ-玉置裕美･

㎜

I皿ZI

現場向け

①認まntケア

②やla場でのさまざまなｌりＳみ

③ＳＩがｉる!la腿』鯖・リハビリ

④その他
(ISのらla担g･地4拠点jS多職種･IS･ど)

休・ 休憩

EZISI
次期改定に向けたディヶア構築
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地域交流、地域貢献、就業ディ
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デイでの新しい活動の実際
･ほ定NPQ・人ｼﾆｱﾗｨﾌｾﾗﾋﾞ-Mt・
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介護事業所にぉける
看護師の役割
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楽しい認知機能訓練
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EIZχΞ置回lmぷな
新しいこれから求められる!
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認知症の方への□胆ヶアの工夫
不衛生□腔のヶア実技囁下訓練実陛

M'0･入日本介埓祉I祉教育
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人財育成術!①

・人材・・→人Ｍ・９

・とにかくスタツフを確保したいI・・のｉる具４９

社必W険労務ta人TliJNKACr代表ﾔin　　　　　　　　　力口
社2･R労S士/社214t　　　　　　　　　　　　・a弘幸・
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人財育成術!②
・saりな朧員教育．現状･1考を２むａ只へのァプローチのが宍

は:natZぶlaゾli゛”　　　ぶ賀5ﾑ幸a

まなびの館ローズコム

nillyl●・

生活嘔面で使えるケアレク１０連発
・ADL・・ ･IADL場面

総合介護施Ｓありがとう

四習図I

人財育成術!③
・・S止、７満対策の具体例

ｺ心ﾆﾃｨﾎ-ﾑ孤考の森取締没　　　　　　　　　　　５・孝之E
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フツトトレーニング
jiを守る=iだを作る

旨認ぴ“･“゛'"゛９”"　　　長谷川正哉E5

四屋SI

人財育成術!④
スタツフのモチベーシヨンアツプでＩＭＩこＳさえておきたい3つのこと

ｺﾐｭﾆﾃｨﾎ-ﾑRIの４取啼役　　　　　　　　　　　ＥＳ孝之ａ

IS屋回I

指導・監査・労働関係はココを見られる!

株まき社ﾍﾙﾌﾟｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾞﾆ-R表･絡a　　　　　　　西村栄－a

休憩
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歩行要介助者への歩行訓練
･ｚが･ない･膝折れ･傾く・Fj背・・み

i?にご動きのｺﾂ協き代表肖事　　　　　　　　　生野涅也a

四S21

書類業務の肖り減と情報共有の工夫

ﾌﾛﾝﾃｨ一ｸ株式会社代表取締役　　　　　　　　　　　Ｅ鴨iE責a

SSxl

介誰分野における外国人採ｉの実態と今後の動n

L【FE･DESIGN抹式会社代表敗綿役　　　　　　　　　　勝矢き－K
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まｓ

まなびの館ローズコム
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認知症の方の生活改善につながる
じりつ支援のアプローチ

sKた四cu瓢:ごａｇ下がある方｀のアプロ‾チ
りaag[`ljlSまS'漣|管理者　　　　　　　　　　　ほ』出責宏･

EZZI
個別機能訓練加算Iのプログラムに使える!
効果の高い集団プログラムと様やな症状の人を
集回で行う工夫

ｎＵ７４７″-９木　　　　　　mE19－E

ＳＳＩ

ディの管Ｓ者が直面するトラブルの対応と予防策
トラプル対応の総論、利用者・家族とのトラブル

ごUr一自"台ｏ"゛(")　　　　榊ほ宏呂氏
休Ｍ

IZS皿回1

認知症の方へのじりつ支援の介助技術

7昌になごご」ふu　　　　　　Uji肖2E

ＥＺＺＩ
個別機能訓練加算nの実践的訓練に使える!
それいいじやん!すぐに実践できる

ＡＤＬ・ＩＡＤＬトレーニングの工夫例
株K･社ﾊﾞｲﾀﾙｴﾌｽﾃ-ｼﾞ白木
nl療法」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口健－R

SSEI

ケアマネジャー・他事業所・医療機関・行政
とのトラブル

熾詣ｒ-１４台"台゛゛（"）　　　　　　榊原宏昌ａ

m111回

加速するＩＴ、ＩＣＴ革命!
次世代ヘルスケアと
医療・介護業界の動向

MSt･宍ﾍﾙｽｹｱ･業･M　西川和見Ｒ

m11ｒill11

これからの地域包括ヶアと

jlyｦlかひア」と「包Ｍケア」
11ホ・所ヶアＭｔ会
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-

ａｘ弘幸・
－

ESEI

共生型サービス、保険外
サービス等の実施について

診1に脳昌rｎ・府E日文只u・

I皿II
介護事業者に必Ｓな
地域共生の視点

地域の持つ力をヶアに生かそう

株式会;|･ユニティ

ltSa締役
一

ｒｍ７１ヨ

利用者増につながる
新しいトレーニング

ﾄ|本介・エンターテrメント

・ＱＫ表／作業癩法ｔ

休憩

涸田桂太朗ａ

石田竃IEＫ

新しいレク３０連発

|.14介淮エンターティメント

・Qflき／作ま療法士 石田竜生ａ
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ＢＬ(脳足)トレーニング
「認９ぼ予防皿Ｅ倒予Ｍ」「下肢トレ」を
回９に行う超効果的訓練

総合か護施Ｒありがとう

EZZll

BL(脳足)トレーニング
「認911予Ｍ」「Ｅ・予め汀下ほトレ」を
同阿に行う超効11的訓練

Ｅ合か・施ａありがとう

I皿ＺＩ

運営

ディ運営の工夫について



【プレセミナー・特別講演・シンポジウム】:によ叉Jごごでごこ雪ご言∩７湊白

㎜; これからのディ運営
儒じることさ必す顧後にディは勝つ

･SI賜廳lIS 妹尾弘幸ａ（日本ａ所ヶア研究会会Ｒ）

jrlS　　介護職;F■対応,効率9!1■l,■■機ｌａ善,家族■■に対して高い効果をｉせるのはディ!
●－こ"●　　Ｅ Ｓぽｙ皿ｎ「 ll･てl

，　　　･職Ｍぞjl(特に訪回)で,専rl職が個やに訪問するのは不可能･ﾃﾞｨは,コスパＲく入浴･食事１供可｜(もし,ディ入Ｓを１て訪問入湘こしたらどうなるか!)八　・訪９中心だと利用者は家からほjすＭじこもり,人的交流,参加のＥ下を助R－xn症ｇｇ率↑,生活機能低下助・
"　　　・きｌｅ器.設備,メニユーＲ実→生活機｜向上9力果高い・家族の介護ａ担軽減,介護離職６止効果か高い・１様なサービス１供,地な拠点化機能が高い

四X ２０２１年介護報酬改定の・格と勤向

四ほ jﾋ原力lii子氏（ｉｉ労|省老○局老人保ｅｌ介ｉｇＲデータ分析ｉｌ）ｉがlそのｨｾ事案かｇｉしたｓ台はｨtlとなることかございます

改定の焦点は介護保険制度の持続可能性
ロフ1!i!97TI

・は【横ほ61奥Ｍｉ・】としての介・予Ｒ・Ｕ康づくりの・・②９険そａ能の・ｲﾋ③地域包括ケアシステムの推ａ④認知き「すt生」・「予ｍ」の推ま⑤持続・ａなＭａの

再構築・介護現場の革新について議論が行われています.この検討事ｍか次回報酬改定にどのように反映され,どのようなメッセージとして介護事業者・介Ｓぼ事者に期待

することなのかをお伝えいただきます。

mx
７次期改定に向けたディケア構築
奥ま期ａ定に向けたディサービスａ・

四四ｌ 岡野英樹ａ（一般社団法人全国ディケア協会II事）　小室貴之・（株式会社楓の風代表取締役）

通所系サービスは今まで以上に「効果」が問われる時代に突中

G届ごでご二ごでご二し　g
、Qふ　　　･ま期atのﾎﾟｨﾝﾄを予9･ﾃﾞｨｹｱの･sむ9Rとまほから見えたiｲi･ﾘﾊｻ-ﾋﾞｽとしてのSみをjかしたｱｾｽﾒﾝﾄ　　　　　　てき/jllllﾗﾗﾗﾗyﾌｽﾞﾌﾆﾌﾌﾌﾌﾌｽﾌﾌﾙｭ　　　£，

･自2支･の成Xを出すﾃﾞｨｻ-ﾋﾟｽ運営のが2 ･ICTの2iSで高いt･き(S･ｾﾞﾛと自たまaのぼS)向上ほか　　　　　　　　．

四ふ 地域交流、地域貢献、就業デイ、デイでの有價ポランティア…elC　ディでの新しい活勤の実際

II ・ｍｔＮＰＯ法人シニアライフセラピーほ究Ｍ(神奈JI際)　　　・リハケアガーデンカl;台木(８Ｅ島県)
・シラサギデイサービスセンター(熊本県)　　　　　　　　・のんびりデイサービス桜の5E(広島県)

r!1!iS71－

・・域にｉること　　　　　　　・ilJiきの本音に耳をほけ本心を・かす　　　　　　・めぼに住む人たちとのおしやべりからな台まる　・やりたいことは当・きにＲく(９Ｓ)

・・Ｍの人とＭをすること　　　　・社台か力lのその宍Ｓｉを・たことの「その先」に生まれたもの　・・Ｒ・(ｉｌａ)をおもしろおかしく中ら[こ　・生alよll』・・さんとポランティアさん,当事きがｔぽを｜る(共創)

・地域の人に役割を!jつてもらうこと　　　・専Ｍ職としての「するべきこと」「できること」「したいこと」を考える・介護をやめて役割を　　　　　・困つている人を放つておかない

・２ｅ目ｎをＳＳにＳくこと　　　　・地域環境を知り,できることから咄めてみる　　　　　・憲味がない,無駄まことかもしれない,でも・できないことはなく,好きなこと・やりたいこと・できることをＳ視

・Ｓま所,ａ員ですべてＳ２しようとＳわないこと・お・いが喜び合えるワクワクするような仮設をたてる　　　・やつぱり福祉はおもしろい　　　　・人を制度の枠に当てはめない　　　　　　　ほか

mx 加速するＩＴ、ＩＣＴ革命！次世代ヘルスケアと医療・介護業界の勤向

四ほ 西JIll［］見氏（経済産業省ヘルスケア産業ｓａ）を１台台期中につき・・がｗ・となる１合がございます

公的保険内サービスの充実と多様な公的保険外サービスヘの期待
17gm7TI

社会保障費のＥ迫と労働力の減少に伴うｇ済Ｓ動の停５に対し,ヘルスケア分野は高齢化や健康・き療二ーズの多様化を背景に・は,成・戦略のｔ要な柱の一つとして,市

場や雇用の創ｉが見２まれる分野と位置づけています.介護事業を生業とする法人はこのほれに対して,どのような視点を持ち対ぷしていけばよいのか.生き残りの具体策を

生み出す視座を広げていただきます。

四IX これからの地域包括ケアと介護事業とディ
地域包括ｹｱの「地域ｹｱ」と「包括ｹｱ」

SIS¶皿ｉ 妹尾弘幸氏（日本ａ所ヶァ研究会会長）

地域包括ケアには、「地域ケア」と「包括ケア」の要素がある

ｙﾀy　l37111ml
F地ミケア」には,地域をケアすること,地域のグループでケアすること,コミユニティ・ペイスド・ケア,地域互助ケア等の意昧かあoます。又　F包括ケアjには,利ｇきの生活を包括的にケアすること,(高齢者に限らす)様ぐな対象を包括的にケアすること,世帯を包Ｒしてケアすること,包括的

χ．　　　　　　　報酬等の憲味かあります.これらの視点を総合的に把握して事業・デイをａ営することが・要です。

【セｚナ．】ダテーマ」「内容」「謁９」「ま・・になるを台がありますことをご了承ください
＝ダ　ｊ※詳しい内容は大会公式ホムペジにてご確認ください

1
13;

３日○
15～14:15

人財育成術①
人1ｵﾌE着－人1ｵ確保とにかくスタッフをａタしたい！｜・の・るＲt本例

志賀弘幸ａ

社がiゆ労?WWtｊHINKACT

選ぱれる施設・事業所は人材定着に注力している

Ｅ７１ｇｇ７１

・自分の施設・人材を客観的に分析する

・すぐ辞める人材,長く働く人材の共ａｉ

・法人理きの徹底周知が回確な目標ａ定になる

・キャリアパスＭきをｌｍしている・Ｒの事作』

・ｌＳ的な求人・告のＥ・方２ほか

人財育成術③
Ｍ・防止、不・対策の具４例

顧強の組織づくりのレシピ

ー－ｒｍ

・・Ｒするまでのら理とポイント

・ココは知つておきたい!３つの２則

・不満マネジメント～不渦をil視化する～

・職場Ｓ土づくりに大切なこと

・みるみる変わる「個」をフォーカスしたＳ・ほか

指導・監査・労働関係はココを見られる!

実地指導・監査の最新情報とそれを２０２０年の

経営運営に活かす６つの方法

ｍＳｌｌＺＩ
・実地指導現場からの鼓新情Ｒ

・９年２０２０年向け実地指導ガイドライン改定のjl目ぶ

・指導監査対策のチームでのＲり祖みとＸデーに向けたスケジュール

・９をすべきかではなく「９をしないか」が遍・のＳＳ・

・１合介ｌ(ｲlaﾀ4サービス)の事ｉをかきに2025年へのが策ほか

書類業務の削滅と情報共有の工夫

マイナス３０００万円か５のＶ字回復の秘密

ＥＺＩＺＺＩ
・なぜ赤字に・つたのか

・想いを一つに

・ラクウェアでの業Ｒ又力率化

・インカムでの情報共有でこれだけ変わる

・会議の工夫ほか

共生型サービス,保険外サービス等の
実施について

地域になくてはならない地域資源と評価されるために

㎜㎜　　　　F1J'E31rｇＳ７１

・ディにおける共・ＭＳＷ裡祉サービス等の実施にＭするポイント

・202C年から本ｷaMこ・まる「加域共生ｉ社台づくり」へのガル

・介護９険ディサーピスの位・づけと価値等

・ディにおける９険外サービスのＷ施の垂・性,実施上のポイント

・今後ａ所系サービス分野のＳ力な再編は必ilほか

人財育成術②
効ま６な職ＭＲ育、明t犬維持を・むａ・へのアプローチの方２

人材に関する課題を顕在|ﾋ!青成上手はココが違う!

ｉ７１;Ｓｌｍｌ

・ＯＪＴ教育はしているけど,育たないのはなぜか７

・やる気低い職貝への対処方法

・就業gnl』を・ｇした人４育４・

・組織を崩壊させるＭＳ職Ｍへの２的対処

・働き方改革とルールの徹底ほか

人R11育成・④
スタッフのモチベーションアップで絶対に押さえておきたい３つのこと

組織再編～上層部から変えていく!～

ｉｘａｍ・

・モチペーションの本質をひも解こう

・これだけ【ま押さえておきたい３つのこと

・自社ですぐ便えるモテベーション引き出し術

・モチベーションのその先にあるものとはつ

・実践具体例ほか

介護事業所における看護師の役割

生活を支える場での看護師の勤き方

ｒ!;ＳＳ７１

・福祉現場の看護職や介護職の役割とはり

・介・ＳＳで求められる看匯判断,対応力とはﾜ

・多職種チームヶアを行うための信Ｓ関係の作り方とはﾜ

・人きの最終章～看取りも踏まえたその入らしさをＸえるヶアとは～

・介護の強みを生かした根拠あるケアとは7ほか

介護分野における外国人採用の実態と
今後の勤|白】

外国人従事者採用のメリットとデメリット

ロ７！ilFﾌﾛTI

・介護分Ｆにおける外国人採・の法削度と実態

・技能実習生の採・プロセスと・Ｓ

・技能実習生が・ａや同僚に与える影響,そしてごilJi看の・に

・外国人採９こよる人材不・解消策の・・と推考

・人４７１力唱ける本搾ＷのＲ来と９４きｇケア研爽台Ｓ１１か示すビジｮン

ディの管・者が置面する
トラプルの対応と予防策

トラプルガぶのＳＭ,利Rii･家まとのトラフル

トラプルに強い管ll者になるために

匹ｘａｇ１７１

・トラブル対応の総綸

・利用者とのトラブル

・家族とのトラブル

・意Ｒの相違と合意形ａ

・トラブルに強い体制とチームづくり

１３日○
14旧0~16:○○

志賀弘幸ａ

社台ｉＲ労7さJtjHINKACT

１４日○
13:15~14;45

石原孝之ａ
ｺﾐｭﾆﾃｨﾎ-ﾑ良者の森

取締役

１４日○
15;15~17;40

真鍋哲子ａ
社き・祉・人援助会

聖ヨゼフの園主任看・師

１４日○
15:IS~17j40

勝矢圭－a
LIFE ・ ＯＥＳＩＧＮ株式会社

代表取締役

1
10,1

５日Ｏ
○○～1200

榊原宏昌ａ
天回れｌｉサービスjS台ＲｇｇＺ回株）

代・Ｒ締役

１４日
10:○○～1，

○
2100

Ｅ原孝之ａ
ｺﾐｭﾆﾃｨﾎ-ﾑ長者の森

Ｒ啼役

１４日○
13'15~14:45

西村栄－・
Ｓぎき社ヘルフズ･ｱﾝﾄﾞｶﾝ八二-

代表ほ締４

１４日○
15115~17:40

Ｅ鴨iE貴・
フロンティーク株式会社

代・Ｒ締役

１５日○
1000～1200

国府田文則ａ
・Ｅ菱UFJリサーヂａ

コンサルティング主任研究貝

1
13:1

５日○
○○～15:○○

濡田桂太朗Ｒ
株ま会社ﾕﾆﾃｨ

_t四匹Ｌ_

介護事業所に必要な地域共生の視点
た縦の持つ力をケアにIEかそう

『地域』「利」l者」「事業所」それそれがＷｉｎ･Ｗｉｎに

ｉｉ７ｇｒ171

・「待つ」ではなく「出向く」

・ｔ域と連携したイペント,活動

・活Ｓのポイントとフロセス

べその・」のカ果は大きい

・認知ｆや障かいかあっても回くほか

１５日＠
13:○○~15:○□

榊原宏呂ａ
天iれかｌｻ-ﾋﾞｽお台おｌｉ宍S(察;

代翌取啼役

ケアマネジャー・他事業所・
医療機関・行政とのトラブル

自信を持つて交渉できる根拠とスキルを手に入れる

Ｓ－－ｍ

・ケアマネジャー,９事業Ｍとのトラブル

・Ｅ療ａ関とのトラプル

一行政とのトラブル

・多幟!I,ftｇａＭとのａ携

・・・看の働きやすさと働きかい

.こ,ヌ・



【認知症ケア(特別講演・セ ｎナＥ
・「テーマ」「内さ」「ＳＭ」はｌ・になるＳ合がありますことをご了承ください

・詳しい内容は大会公式ホームページにてご確認ください 【実技分科会・サンセットセミナー】:にこごこ回ごごこブうごでにごをご了承ください

１４日 ○

総合介護施設

ありがとう

生活場面で使えるケアレク１０達発

日常IE活のさまさ･まな場面や活動にレクの視jiで味付け

S377胃７ｒ１７Ｓ

・やる気スイッチを只つけるためのレク・・動

・認Ｓ症の方の意欲をglきｌすヶアレクＳ・のｔaﾄけ

・レクの日９化と日常のレク化

・現場で人気のレクＳ介

・身近にあるものを使つてきえよう!ほか

１４日○
13j5~1445

川畑智・
株Ｅ会社Re字liきｎＳａ

･学療２ｔ

認知症の方への機能訓練
ｊ１４Ｓ６訓ぽの工夫・Ｓ回トレーニングの万２・同をすれぱＲいのか

リハピリ効果につながりやすいプログラムの立案と実施

謳ＺＺＩＺヨ

・ＳＥ・の方の「病期」から・・能力を・・

・・作分析「ミル」からプログラムをさ案

・Ｒり組みやすい・ｅと,・り組みにくい・・

・「・・拒・・リハ1回き」をｍぐアプローテ術

・「Ｓ惰ま援・Ｓ」「視Ｘま・・動」「聴覚支援・・」

マ

認知症予防と認知症のリハビリテーションｉ
認知症の発症を遅らせ、認知症になつても希望をもつて日常生活をａごせる社会
１７７ｇＳＩｒl

令和元年に認知ｎ施策推進９係｜僚会議において,「Ｓ知症施策推ま大綱」がとりまとめられ,これからの地域づくりでは,Fまt生」「認知症バリアフリー」
「予防」の取り組みがより推進されていきます.その中で介護,医療従事者が「予防」「リハビリテーション」を今までは上に地域や介護現場でどのように効
果的に取り組んでいけばよいのか.作業(生活行為)の視点でご利ｍ者の生活をサポートするリハビリテーションの展開をお伝えいたします。

１４日○
13:15～14:45

県ｎＳｇ大字fi・・社学Ｓ

哩７ｇ・学ね教授

フットトレーニング
jiを守る⇒足をiｷる

パランス・歩行能力を高めるフットトレーニング

Ｓ７ｉｇＷＳ・

・靴のllえ7ぢ,・び方,使い方

・フットケアの効束を高めるために必要なフットトレーニング

・足部のセルフエクササイズとそのま力91

・フロッグハンドトレーニング体験

・ｇｘ入力・インソールＳ介ほか

歩行要介助者への歩行訓練
`足が出ない一隙折れ･ｑく-ＲＭ 一廣み

「楽に歩ける笑顔」を引き出すための
li行訓練における"声のかけ方"

謳ＺＥＥＺＩ
・「うまく歩けないJt本９をＪじて,利ｉきさんの気14ちを感じる

・「・かほ」ない」「ほ1万れ」「傾き」などの・状が起こるぞ因

．"声のかけ7ぢ'を変えるだけでﾌﾞ１９１がＲ減

・ごil』・者自身で「Ｓに歩ける」ための"声のかけ万･が」lにつく

・・日からの・行119が・わる

新しいレク３０ａ発

１４日○
1515~1740

川｜智・
４式台社Re学代ａ取Ｓａ

理学Ｓ２士

楽しいＳ知機能訓練

すぐに使えるツールを使llし
r短期記憶力」と「ｉｌｌＳ識力」について考える
ｇ７１Ｘ！Ｗ１７１

・「ＳＳ症の世界観」と「非Ｓ知ｇのttＷｎ」のき

・認知症の方の「病期」から「できる・わかる」を整ｌｌ

･ＭＣＩ(９ａＳＳｇ)のちへの「短期Se憶」アプローテ

・Ｓｇｇの方に有効な手段となりやすい「ＥＦ」アプローチ

・中高度認知症の方に対するプログラム提供時の支援のコツ

-

ｌａＳａＳ･

１５日O
10GO~1200

利用者増につながる新しいトレーニング

li白い!やる気もｌる!

，7rF　工夫すると効果もｉせｓ価に使える
Ryこ54，1171ii;il
4114　・ま回の来所につながる「t宍!l激」を生みｉすレクi　パタカラで終わらなぃ目からウロコの□腔体操

・おＳぃ・人でもある作業縦まｔか４ＭするＸぃをＲり入れた体操
石田竜生Ｅ　　・１才からツんだが・・Ｓで・Ｍできるレクリエーシ3ン４つの11it

日本か14ｼごぷにこごﾄsi　・タオルとｆＭ紙をｔぃパランスを意識した日ｓ・作４操ほか

１５臼
10;○○～1;

○
2:○○

山口健－・
株式会社バイタル

エフスデージ白ホぞFS・・・

ｄａｌ４Ｅ６４ﾑと
---‥-･－‥･-　－

様タなａ状の人を集団で行う工央

高齢者が必すハマりやる気になる
■㎜　　　　･･･R･Ｅ７１胃ａＦ７７１

・「できた」「楽しかった」というは験が感じれるプログラム

・麻陶飼の・・きをぞ|きｌす応・ｎプログラム,ｊ動

・身やｔａａの向上が期待できるえ・・・・なプログラム

・プログラムを無限大にする方法

・即興できなな集回プログラムをつくってみよう

－

フ~

１
マ

地域づくりに向けた「共生社会」の取り組みの在り方
具体的な方法とこれからの課題

1
1
1
1
ｓ

ピアサポート機能の好循環の視点

E3;７ｇｒ171

認知症の人とともにIEきるとは,認知症の人とＳ知症についてともに語り合うことから始まる.認知症カフエはその機会の一つでもある.また,認知症の発症は加齢かもつとも大

きな影響をａばしていることを考えれぱ,私たちは当事者である.その視点からすt生社会を促進するための具体的な活動について考えていきたい。

7F‘11

玉置裕美ａ
公認曰本パリデーション協会

到代ｉノバリデーションティーチャー

バリデーション
ＳＳｇの人の「Sll」を中心にした対ａ－コミュニケーションＳ

言葉でのコミュニケーションが難しくなつても

安心して過ごせるためのアプローチ
Ｓｌａｒｒl

・パリデーションとは

・バリデーションにおけるお年寄りの４つの段階

・コミュニケーションとは

・共感と[ま

・バリデーションのテクニツクを使つた演習ほか

１４日○
15;15～17,40

生野達也ａ
一般i1回ぷ人･きのコツｉ会

代表哩･９字療法土

ｦ'1　rUn･予R」「Sぞとこそどぎう超効･9訓綾
~’　｜　　　これからの介護に必須のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ!

同ﾓﾗﾌ~’
居ぞ|ご匠二………

１５日○
13:○○~1500

１３日○
10:30~12:○○

認知症の方への儒別機能訓練・リハについて

妹尾弘幸Ｅ
総台介護施ａありがとう
ＳＳａ・／２学療法士

-

「認知機能訓練」「身体機能訓練」「ＡＤＬ．ＩＡＯＬ訓練」

ｒ７ｇｍ７１

②Ｓ知機能訓ほ
「圀」「場所」「人」のJI当Ｓ」主意分割,記憶に対する維持ａ楯のポイントと

活勅・レク等を含む機能訓練

②ａ体ａａＳＩ１９

９ＳＩ難な認知症の方[こどのように筋トレをするか

③ａＳきのかこ対するＡＤＬ,IADLIIJaの実ほ・SIISの工央の仕さ

ＳＳａｌ

ユヤタ
認知症の人の行勤と環境から考える

その人らしさをllきｉすための具体的支援方法

'''','''''゛"ｆ　　　　　ｽﾀﾂﾌのある気づきから取り組み始めた支援が、

9百二ｺ
R回7でなjgよﾝｸﾞ　･当たり莉のIE活の中で小さな喜びのgみ重ねがs顔のほ液ほか

きつかけづくりから成功に至る発展までフロセス

S71g!ｍ・

・地域にあるＳ舗で働くには何から取り組むべきかﾜ

・ご利用者が地域へｌてｔ事をして対価をもらう仕組みとは!

・ｔぢ{iEをきめた・Ｒ資Ｊの５ｌｍ２(ａ・)

・ｉａをｉＳにしてr人」「物」[お１]が｜回する１１１ｔ域ｇｌの実ａＭをｇる

・r施ま」「ご利用き」「スタッフ」それぞれが社会貝・をするためのノウハウ

１３日○
14;30~16･○○

SＳ症の方への自ぴ支援のヨ境づくりからそえる

施設をiUJIするカクが地Ｓでｉｌするtt組みとは!

１ Ｏ

・SIJa能lll練加抑UのＸ践的lllalこ使える

それいいじゃん!すぐに実践できる
皿㎜　㎜皿皿-S㎜　　　　　　　-S回　････＝＝

ＡＤＬ・ＩＡＤＬトレーニングの工夫例

石田竜生ａ
日本介ａｴﾝﾀ-ﾃｲﾒﾝﾄ･台

代表作業療法土

今実践していることへのアレンジ方法でレクは決まる!

Ｓ７てｇｍ７Ｓ

・ｔ・予Ｓの効5Rを高める身Miなものを使つたレク・アクティビティ

・「・ａづけ」でレクとまＳにより大きなカまを5iきほ」す方ま

・いつものレクに一工夫でＳＥｇ・Ｅ倒予防につなげる方法

・Ｅ倒予Ｍにつなかる「２・Ｓ題のＪ勤」をｇＲこつくりｉしてみよう

・家でも・わす４が動ぐごil』・きが・け身にならないレク活動ほか 株式会社パイクル

エフステージ臼木"ly.原法士

iiiil●
１４日○
四9二ど匹

在g11Ejiを改善するプログラムや繕Ｓしてもらうための
ワクワクアイデアリハ
ぽｒ7・iiFｒ－

・すぐに取り組めるＡＤＬ・IADL訓練

(詞11111a,Ｆ締りＳＩＳ,Ｗい物l[laなどの工央]
・「できるイメージ」を持つためにすること

・Fできないイメージ」をシフトさせるコツ

・二－ズを聞きだすコツほか

□腔・嘸下訓練と□腔ヶア
か力U費別途:３.０００円を３日闘か加の万はｎ料

１４日○
13;15~14･4ら

実Sa!l!タクティールｅケア【ワークショツプ】
言葉によらない,手で触れることによるコミュニケーション

ユマニチュード
ln覚･Ｓ↑肖・きＳによるａ台むなが話にきづいたケア技２１４日○

IS.15~16;45

介護事業展開のツボ
●加・別・j3.０Ｃ口円・３日問参加の方は翻料

Ｉｌｌａｉｌの１激11ﾋによるｌｌ者ａｌパターンの変化と
制度変革の方向性を読むこと力|事業展開のポイント
gillgirﾌﾛ1・

・人材・・のツポ

・利・きＳのツポ

・小多機,住居系のツボ

・保険外,自費サービスのツボI

・共生デイ,新しいサービスのツポ

-

m皿ylll

14日○
1800~19SO

新しいこれから求められる!!IE活相談員の仕事
利用唇･ﾃﾞｲ,Sほに貫献するために

f力UISIJa.3.000R i3曰間ﾀｶ0の万はSM

11冊巴]ﾌTに実践する
回が＼ﾖ縦7匠ﾖ圧二"ﾆ"

木本明恵ａ
シルヴィアホーム

・２インストラクター･ﾘ-ダ-

手のチカラ,ケアに大切なこと

13711gｒ171

・タクティールケアとは

・タクティールケアを行うということ

・タクティールケアの又力果と活用

・タクティールケアのデモンストレーション

・タクティールケアの体験

森山由香ａ

９ヅ昌ｒ5゛

ヶアをｉける人,行う人・方に"ｌらかな変化"をもたらす

１７７ｇＳ７１

・ユマニチュードとは,９係性･絆の哲学

・「あなたは大切な人なんです」というメッセージを相手に届く形で伝

えるコミュニケーション技術

・ケアする人とは何か

・人とは何か

ＳＳＳＩ
１５日⑩
130D~1500

認知症の方へのじりつ支援の介助技術

jl苛T技術の見直しが重要!
賜ly　lご言ごこ‰.－

１４日○
18-○○～?9:30

妹尾弘幸ａ

８木ｌ‰ぐ゛゛
認知症の方の生活改善につながる

じりつ支援のアプローチ
拒否や慧ａ低下かある方へのアプロ-チ

自主的なじりつ支援に向けて

ＥＳＩＺＩ
・職業倫ミの確認

・生活勤作での活動

・リスクマネージメントの見直し

・強制Ｑじりつ支援と自圭Ｓじりつ支援

・Ｓ別のじりつ支援(自なと自４・福祉的じりつとヶア的じりつ)

1
10:

５日
:○○~1;

O
2:○○

山出貴宏ａ

聚昌昌¨

１４日○
1800~19.3！

野田和美・
NpO･人日本介1福社RggS･･

gtia/９字Ｓｇｔ

シーティンク
参加費別途:３,０００円・３日問参力日の力は無ね

その姿勢は危険サイン!!

３年後の拘縮は,いまのＳ位がつくつている!
S377g!９７１

・シーティングに必要な視点

・・作分析とシーティングの評・
・疾患別シーティングの視点

'安楽なＳ勢を９つシーティングに必Ｓな視,ほ(実技)
・「活・」と「か力0」をＭめるシーティング

城野香也子a
NpO法人日本介憲福祉教･ig･4

･定講師/需届陳寛士

□腔機能ｔ般の維持・ａ善でフレイル予防

Ｓ７'ＳＩＳＳ－

・□ほのＦｲiのｲ士方

・認知症の方への口腔ヶアの工夫

・不衛生口腔のヶア実技

・晒下訓練実技

・小集団で行う□li,礁下トレーニングの実践と手技

Ｉ
　
Ｉ

Ｓ
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第１８回日本通所ケア研究大会［合同開催］第１５回認知症ケアほ修会in福山

大会参加お串し込み書
■書類送ｲj夕E　※大会参加証などを送付いたしますので、必要事項に漏れがないようご記入ください。

ＴＥＬ

ＦＡＸ

メール

(084)971-6686

(084)948-0641

1nfo＠tsｕｕｓho.ｃｏｍ

㎜Ｅョχχ･´｀｜'」ノし　'''／Ｎ心〃/ﾉHU－'W'心心心｜ＪＷＺ乙ＷＷ'ノ'／心｀心'入ヴ'/

Ｍボ先・

歯類きぢ宍

(必ずどちらかにO印)

法人・個人
請求先・寄類
送付先住所

－

Ｔ　－

法人名
・誦求先・書類送付先が法人の場合のみ記入

氏名
を・Ｒ・で９力0のＷ合は4t衷Ｓ・をご２入ください。

ＴＥＬ （　　）　－ ＦＡＸ （　　）　－ PCメール ○

・参加串し込みについて
・中面のプログラムをご参照の上,希望講座を選択しご記入ください。

・「－Ｒ演題発表」「ポスターiきＳ」は自ｉにご聴講いただけます.※発表希ｇ者は別紙「５ｉＳ」t表串い人み書」よりお手続きください。

・その他不明な点がございましたら,お手数ですが事務局までお問い合わせください。

ふりがな 3/13（金） 3/14（土） 3/15（曰）

参加者名

午前のS
1030～12:00

午後のＳ①

１３１５～１４１５

大会プレセミナ一

1330～1600

･3Slelの万なき参SI U00日

午きの部②

1430～16.00

午Ｒの部

1000～1200

午をのＳＱ）
１３１５～１４４５

午後のＳ②

１５１５～１フ40

サンセツトセミナー

ＩＢＯＤ～１９３０

・３日回lSの万なおﾀﾞll.3ぶSS

午前の部

1000～1200

午まのＳ

１３ＤＯ～１５ＤＯ

か加希２講座を

記ｔしてください

参加希望講座を

記載してください

どちからに

○をつけてください

か加希・講ｇを

記蔵してください

か加希・講ａを

記載してください

参力0希・ｉ・を

記載してください

か加希ｇ講座を

Ｅ載してください

か力ＵＳｌａｇを

記截してください

参加希望講座を

Ｅ載してください

参加希・講ａを

記載してください

｜
ふくやまたろう

びy･崔げ７

セミナーＯ

びゎ４いＦ
ｇＮりＯ

参加1る

ぐこ]こ)
諮ヽyﾛ楳い

ｍ･はりの
qZ･1ほ湊Ｇ 才８発素

゛7Jゴゴ９

ごンガジ'ヵひ
そtンセヽvト

ゼミナー④
9ZI･ほ席G） 特y･13席の

福山　太郎

①

Ｓ認１症ケアセミナー⑤のみ
１５１５～１６４５

②

泉E111ヶアセミナー⑥のみ

１５１５～１６４５

③

を認短症ケアセミナー⑤のみ
１５１５～１６４５

※必すお読みください
皿

３もは上でお串しこみの１合は申しふみ・紙をコピーしておせいください。

・お申しＲみ・ヨ11,「入まのご案pS」を・きにてお・りいたします。

・お申し込み後,１週間ｇつても「入金のご案内」が届かない場合は,お于数ですが事務局までご連組ください。

・大会当曰にご持参いただくか力口お等のま類は,ご入金確認後２回下ぢを目２にきぢいたします。

・講座内容によっては材料費が別途必要となる場合がございます.その宙合は参加券にＥ載いたします。

・「１う白」「交き」等の大台か力口に関わるご相談がある場合は,Miﾗな扱１者を斡旋いたしますのでごｷ目・ください。

－「きセミナーJF実技分科台」「ポストセミナー」が7E員に・した場合は、ごか力Nいただけませんので,お早めにお申し
込みください。

※必すお読みください

・ぢｌをキャンセルさねる・合は、・す事Ｓｇまでお串しｌください。

・キャンセルのご・絡かない１台は1009ものキャンセル料をいただきます。

・ご入金後の参加費のご返金はできませんが、参加音および串し込み内容の変更、
たします。

もっと詳しい情報はホームベージにてご確認ください

大会抄録・洲料などの送付はい

通所ヶア大会 [ら
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（ｓｌりコＥｓポ）圖ｏＤ・：⑩

（ｓｌＱコを喫ボ）圖ｏＱ・：（〔〕四口目ＨＩ

（むａｓｅｌｓべむＱｉｇ）匈Ｏ［四目’目ＮＩ
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