
＜大会プログラム変更のお知らせ＞ 

 

諸般の都合により一部プログラムの日程変更および追加がありましたので別紙にて最新のプログラ

ムをご案内いたします。 

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

日程変更 

 

プログラム追加 

■特別講演 1 

医療・介護政策の動向 

講師：中村 秀一 氏（国際医療福祉総合研究所 所長） 

【変更前】 

2022 年 11 月 12 日（土）10:15～11:45 

【変更後】 

2022 年 11 月 13 日（日）10:00～11:30 

 

■特別講演 3 

全国の先進・ユニークな取組事例をご紹介！ 

未来を見据えた「次世代型デイサービス」の経営戦略を考える 

“デイだからこそ”地域に貢献できる価値とは何か 

講師：原田 匡 氏（株式会社ケアビジネスパートナーズ 代表取締役社長） 

【変更前】 

2022 年 11 月 13 日（日）10:00～12:00 

【変更後】 

2022 年 11 月 13 日（日）13:00～15:00 

■市民公開講座 3 

2022 年 11 月 11 日（金）12:00～13:00 

介護最前線～今の介護と介護施設～ 

 

■特別講演 5 

2022 年 11 月 12 日（土）10:15～11:45 

2024 年介護・医療・福祉制度の動向～現場の視点より～ 

講師：妹尾 弘幸 氏（日本通所ケア研究会 会長） 



2024 年
介護・医療・福祉制度の動向



















締め切り：2022年10月17日（月）

1.
2.
3.

202211/12  （土）
①デイ運営の工夫

②認知症ケア

③介護現場でのさまざまな取り組み
　（自立支援・重度化防止など）　　　　　     　
・「Re trabajo」もう一度働きたい！
・外出訓練、腰痛予防
・中重度のプログラム作成の工夫
・イス肘置きを利用した体感傾斜矯正器具の開発
・口腔、栄養ケアの重要性　など

・活動量が乏しい利用者への活動量アップへの取り組み
・役割の再構築を目指した通所リハビリでの関わり
・リハ依存者への行動変容アプローチ
・負担なく効果を上げる自主トレ
・共生型サービスにおける言語聴覚士の取り組み　など

⑤その他
　　　　                         （家族の心身負担軽減・地域拠点活動など）

・家族の介護負担軽減への取り組み
・総合事業と出前講座
・デイサービスでの看取り
・生活期リハビリテーション分野における
　人財育成の取り組み　など

発表テーマの
参考として
ご確認ください

・2021年介護報酬改定を受けた運営の工夫
・LIFE提出系加算算定によるICTの導入
・1-2時間専門通所リハビリの開設と
　他在宅サービスへの拡がり
・インフォーマルサービスを担う
　ハイブリッドデイの可能性
・保険外サービスの取り組み　など

・薬ではなく代替ケアで
・食事摂取量が少ない利用者への摂取量アップへの取り組み
・BPSDを回避する支援
・認知症の人を支える介護者の負担軽減
・認知症の人の社会参加支援　ほか

［発表日程］

大募集！
一般演題発表者

ご利用者の生活力を高めるための日々の取り組みを発表してみませんか。
全国各地のみなさんの日頃のキラリとひかる現場実践をお待ちしています!

あ
な
た
の
発
表
を

待
っ
て
ま
す
！

発表日時 発表形式

注意事項

発表時間

募集題数

発表内容
・倫理的配慮がされている発表であることを確認してください
・同一発表者が2演題以上の申込み、発表を行うことはできません

・パソコン操作によるPowerPoint（microsoft）を使用した口頭発表
・ポスター発表

大会当日及びホームページ上で録画した発表を公開いたします
（申込者には別途詳細をお伝えします）

10分（質疑応答を含む）

50題

上記テーマにかかわる
現場実践・運営にかかわる取り組み
※商材の宣伝などはご遠慮いただいております

2022年11月12日（土）

募集する取り組み例

会 場

録 画

どんな発表が
あるか楽しみ

発表者特典

④成果が出る！       　機能訓練・リハビリ

今年はコロナ対応として多様な発表形式があります

発表申し込みは同封のチラシまたはホームページから　　　　　　で

優秀賞を選定し、表彰いたします
「月刊デイ」に「発表テーマ」を掲載いたします
会場発表者の方は大会参加費を3,000 円割引します
（参加費実質無料）







参加費
無料
要事前申し込み（出入り自由）

市
民
公
開
講
座

各講座の詳しい内容は裏面をご覧ください

「ヨタヘロ期※」は誰にでも訪れます。
健康寿命が尽きるまでをどう生き、健康寿命が尽きた後の
「ヨタヨタ・ヘロヘロ」期をどのように生きるか、
その選択がとても大切です。
介護施設や介護サービスはどこも一緒ではありません。
老いを生ききるための心構えの第一歩として、
この市民公開講座でさまざまな情報を収集してください。

2022年2022年11/1111/11金
 

10：30～12：0010：30～12：00
広島県民文化センターふくやま 
 広島県福山市東桜町1-21
広島県民文化センターふくやま 
 広島県福山市東桜町1-21

【主　　催】 総合介護施設ありがとう 
【協賛企画】 第20回日本通所ケア研究大会　

　　　　　　　  合同開催／第17回 認知症ケア研修会in福山  

【市民講座に関するお問い合わせ】 
〒721-0902　福山市春日町浦上1205   株式会社QOLサービス内
TEL：084-971-6686／FAX：084-948-0641 
HP：https://www.tsuusho.com/ 　メール：info@tsuusho.com  

介護の日に
「認知症」「介護サービス」「施設選び」の
極意を知り、もっと“安心”できる福山に！

認知症サポーター養成講座

認知症の人が見ている世界観

〈講演1〉  

川畑　智氏　 株式会社Re学 代表取締役／理学療法士／認知症キャラバンメイト

介護最前線 ～今の介護と介護施設～
〈講演3〉  

妹尾　弘幸氏　総合介護施設ありがとう 総施設長

サービス選び・施設選びのポイント

「あなたは長生きしたいですか？」
生きる・活きるための選択・決定

〈講演2〉  

羽田　冨美江氏     鞆の浦さくらホーム 施設長／理学療法士
田原　久美子氏     地域密着型特別養護老人ホーム五本松の家 施設長／保健師
森田　裕治氏          医療法人黎明会グループ 事務局／理学療法士

※ヨロヘタ期…樋口恵子さんの造語で健康寿命と平均寿命の間のおよそ10年間のこと

お申し込みは
こちら!

お申し込みは
こちら!



日本では 2025 年に高齢者の５人に１人が認知症となり、 軽度認知障害の方も含めると 1,200 万人を超えると予測されています。
認知症の人が見ている世界観を理解し、様々な症状の「なぜ・どうして？」を解決し、「どうしよう」を「こうしよう」に変えましょう。

無料市民公開講座プログラム 
 
 

 

 

   広島県民文化センターふくやま  11月11日（金） 10：30～12：00 

10：30～12：00

10：30～12：00

認知症の人が見ている世界観　～認知症の症状と対応方法～
〈認知症サポーター養成講座〉

〈サービス選び・施設選びのポイント〉

「あなたは長生きしたいですか？」  ～生きる・活きるための選択・決定～

お申し込み・お問い合わせ先 
お問い合わせ
郵送先

 
 

ホームページ  info@tsuusho.com
084-948-0641 

  

〒721-0902 広島県福山市春日町浦上1205  （株）QOLサービス内

日本通所ケア研究会 市民公開講座 行  
084-971-6686

無料市民公開講座 参加申し込み    FAX：084-948-0641 

住 所 

お申し込み
代表者氏名 

連絡先
 （代表者） 

ご希望の講座に
〇をつけてください
（複数可）

参加希望人数 
（代表者を含む） 

〈講座 1〉
認知症の人が見ている

世界観

〈講座 2〉
「あなたは長生き 
      したいですか？」

〈講座 3〉

 介護最前線

〒

 

TEL FAX Mail

人

 

電 話 FAX

Eメール 福山市認知症市民講座

講座［1］

講座［2］

・「認知症」へのイメージ　　　　　　　・「認」「知」「症」のウソ、ホント　　・非認知症の人が見ている世界　　　　
・認知症の人が見ている世界　　　　　・認知症状への先回りケア

川畑　智氏
株式会社Re 学 代表取締役
理学療法士／認知症キャラバンメイト

認知症の「なぜ？」「どうして？」が解決！

「認知症って？」「介護が必要になったら？」「予防ってできるの？」など、これからの生活で考えなければならない介護について、
最新の情報・今後の介護の姿など分かりやすくお伝えいたします。

 

12：00～13：00
介護最前線　～今の介護と介護施設～
〈豊かな最期を迎えるために〉講座［3］

妹尾　弘幸氏
総合介護施設ありがとう 総施設長

老後は安心!?

「あなたは長生きしたいですか？」
私たちは、本人・家族が、地域、施設でのケアサービスを選択する前に、この問いをどう捉え
考えるか？とても大切だと感じています。これをテーマに、福山での地域・施設でのケア
サービス・リハビリテーションを基軸に活躍を続ける、鞆の浦さくらホームの羽田冨美江
氏、社会福祉法人祥和会五本松の家の田原久美子氏、医療法人黎明会グループ事務局の森田
裕治氏が、過去、現在を通して、様々な角度からこのテーマをについて語ります。当日ご聴講
いただける皆様とご一緒に考え、感じられる時を過ごせたら嬉しく思っています。

「まさか自分が…」となってからでは遅い！その前に知っておくべきプロローグ

・「PLAN75」とは
・ヨタヘロ期とは

・介護施設はどこも一緒と思わないで
・地域と施設での暮らし違い

・私は長生きしたいです！と言える地域・施設・社会・福山へ

【講演のポイント】

【内容】

鞆の浦・さくらホーム
施設長／理学療法士

羽田 冨美江氏
社会福祉法人祥和会
地域密着型特別養護老人ホーム
五本松の家 施設長／保健師／看護師

田原 久美子氏
医療法人黎明会グループ
事務局／理学療法士

森田　裕治氏

ここからでも
すぐ申し込み
できます

ここからでも
すぐ申し込み
できます




