
１　県民への普及啓発に関する取組（講演会・シンポジウム等）

月 月 日 時間 講演会・シンポジウム等名
講演会・シンポジウム等の内容・概要

（関係ホームページURL）
対象者 会場 問合せ先

10 7～8
9:00～
17:00

快護生活フェス！福祉機器展＆セミ
ナーin かごしま

高齢者や障がい者の生活に役立つ福祉用具をもっと身近にをテーマに，最新福祉用具
の展示や体験，各種セミナー・講座，介護相談等のイベントを開催

社会福祉関係者・一般県民
かごしま県民交流センター
大ホール他

鹿児島県
介護実習・普及ｾﾝﾀｰ
099-221-6615

10 21
19:00～
20:00

在宅医療と介護の連携推進講演会
（市民向け講演会）

ＡＣＰ（人生会議）の本質について
～すこやかに老いて穏やかな最期を迎えるために～

一般市民 オンライン開催

鹿児島市在宅医療・介護連
携支援センター
099-298-1037
鹿児島市医師会
099-226-3737

10 28
13:00～
15:10

地域福祉推進大会

表彰,記念講演
＜記念講演＞
演題：「みんなが元気になるコミュニティづくり～地域共生社会をめざして～」
講師：鹿児島大学 法文学部 法経社会学科 准教授 金子 満氏

県内の社会福祉関係者 川商ホール
鹿児島県社会福祉協議会
地域福祉部
099-257-3855

11月 11 26
14:00～
16:00

第9回県民公開講座（未定）
講演会　テーマ「キャンプと災害対応力について（仮題）」
講師　鹿児島大学総合科学地域総合教育学系　准教授　福満　博隆　先生

一般県民
在宅医療介護関係者

センテラスホール
鹿児島県老人保健施設協会
099-206-1047

日時未定 在宅医療・介護連携推進講演会
郡市医師会または市町村の中から在宅医療・介護連携事業の活動状況を報告
在宅医療・介護連携について知見のある講師を招き特別講演を実施
（新型コロナウイルス感染症状況に鑑み開催について判断する）

医師会関係者，医療従事者，県・
市町村職員

鹿児島県医師会館他
鹿児島県医師会
099-254-8121

令和４年度　鹿児島県在宅医療・介護連携に関する取組スケジュール（月別）

10月

未定



２　人材育成に関する取組（研修会等）

月 月 日 時間 研修会等名
研修会等の内容・概要

（関係ホームページURL）
対象者 会場 問合せ先

４～８月 4～8 － －
介護職員等によるたんの吸引等実施
のための研修

オリエンテーション
1-1 人間と社会
1-2 保健医療制度とチーム医療
1-3 安全な療養生活
1-4 清潔保持と感染予防
1-5 健康状態の把握
2-1高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論
3-1 高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論
2-2 高齢者及び障害児・者の「喀痰吸引」実施手順解説
3-2 高齢者及び障害児・者の「経管栄養」実施手順解説
グループ演習
　たんの吸引
　経管栄養
　救急蘇生法
筆記試験（50問　四肢択一方式）
　＊　詳細は「受験の手引き」にて別途ご案内
指定事業者にて医師，指導講師の指導のもと下記内容を実施。
・口腔内のたんの吸引
・鼻腔内のたん吸引
・気管カニューレ内部のたんの吸引
・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形）
・経鼻経管栄養
人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引が必要な場合には，別途実地研修を行う

福祉施設（介護老人保健施設・障
碍者施設・介護医療院福祉施設・
有料老人ホーム）

オンライン(ZOOM)
ホテル自治会館
特養現和苑ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ
指定事業者指定場所

鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

５月 5・6
5/6～
6/10

期間内 研修動画
『ヘルパーのための口腔ケア』
講師：古田 喜代子 氏(歯科衛生士)

介護従事者
（協会会員限定）

オンライン

日本ホームヘルパー協会
03-5470-6759
鹿児島県ホームヘルパー協
会
099-254-1752



6 8
10:00～
16:00

第1回理事長施設長研修会

10：00～12：00　講義
「同一労働同一賃金への対応実務」
川原経営総合センター経営コンサルティング部門
人事コンサルティング部　社会保険労務士　薄井　和人　氏
働き方改革関連法が順次施行され非常勤職員に対して，適正な評価・処遇が求められ
ます。本セミナーでは，均等・均衡待遇とは，給与項目別の支給目的と注意点，同一
労働同一賃金に関する重要な判例について詳説する。

13：00～16：00　講義
「施設長・管理者に求められる役割・資質」
福祉マネジメントラボ代表　大坪　信喜　氏
社会福祉法人の倒産や合併が増している昨今，生き残るために経営者や施設長・管理
者が果たすべき役割や人材育成について

理事長，施設長，事務長他
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

6 18
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅠ(第1回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　診療報酬・介護報酬改定の目指すもの
　連携（つながり）を理解しよう

会員・非会員
オンライン
（Zoom）

鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

6 19
9:30～
13:00

認知症対応力向上研修会 http://kayaku.jp/pha/13282/ 薬剤師
県薬剤師会館（ハイブリット
方式）

鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

6 22
14:30～
16:30

令和3年度第1回事務長及び看護・介
護部会

「高齢者施設におけるACPの実践〜何時から、どのように進めるか！」
https://kagoshima-roken.or.jp/members/

在宅医療介護関係者
医師会館（ハイブリッド方
式）

鹿児島県老人保健施設協会
099-206-1047

6 22
9:30～
16:30

スキルアップ研修会

9：30～12：30　講義・演習
「介護職のための多職種連携・倫理観・医学知識」
東京福祉専門学校　副学校長　白井 孝子　氏
介護職は，基本的に医療行為をおこなうことはできませんが，利用者の病状の急変が
生じた場合等，医療行為に準じる働きをしなければならないケースもある。医療行為
への理解とともに，介護職が急変時や緊急時に行うべき措置や，緊急時の対応方法等
を医学知識とともに具体的に学ぶ。

13：30～16：30講義・演習
「機能維持・向上を目指すケア」
医療法人稲生会　企画戦略室長　高波　千代子　氏
安全性を尊重するあまり，利用者の可能性を奪いかねない日本の高齢者医療・介護現
場。寝たきりから杖歩行ができるまで，特別養護老人ホームにおけるリハビリテー
ションの実践と成果を学ぶ。

全職種
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

６月

http://kayaku.jp/pha/13282/
https://kagoshima-roken.or.jp/members/


7 3
9:20～
12:30

第10回多職種連携シンポジウム
アフターコロナを見据えた多職種連携～これまでの闘いとこれからの取組み～
http://kayaku.jp/pha/13359/

関係職種
県薬剤師会館（ハイブリット
方式）

鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

7 5～31 期間内 オンライン指導者研修会

『業務継続計画(BCP)について』
講師：松井 裕一郎 氏(ミネルヴァベリタス株式会社 代表取締役)

『ハラスメント対策について』
講師：西村 徹 氏(西村総合法律事務所)

介護従事者
（協会会員）

オンライン

日本ホームヘルパー協会
03-5470-6759
鹿児島県ホームヘルパー協
会
099-254-1752

7 13
9:30～
16:30

人材育成研修会

9：30～12：30講義・演習
「働きやすい職場環境」
東レ経営研究所 特別研究員　渥美　由喜　氏
「仕事をしながら，子育てや介護がしやすい職場環境をいかにして実現するか」を研
究するワークライフバランスの専門家。職場の風土や意識の改革をテーマとした講
演。

13：30～16：30講義・演習
「介護・福祉リーダーのためのチームマネジメント」
日本社会事業大学専門職大学院教授　井上　由起子　氏
高齢者や障害者を支援する小規模チームをまとめ，支援の質を高めるためのメソッド
を提供。良いチームにするための方法を基本的考え方，リーダー論，人材育成，チー
ム運営の４つの視点から解説。講演では実践事例を盛り込み，実践に結び付けて学
ぶ。

全職種
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

7 16
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅠ（第2回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　栄養介入：管理栄養士・栄養士の原点

会員・非会員
オンライン
（Zoom）

鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

７～２月
概ね
10:00～
15:00

相談支援包括化推進員養成講座
（姶良･伊佐地区,大島地区）

市町村が多機関・他分野協働による包括的相談支援体制を構築する上で必要となる人
材を育成するための研修会

相談支援包括化推進員 オンライン
鹿児島県社会福祉協議会
地域福祉部
099-257-3855

７月

7～2月の間
各地区６回

http://kayaku.jp/pha/13359/


8 2
13:30～
15:00

介護職員等によるたんの吸引等実施
のための研修
第３部

筆記試験（50問　四肢択一方式）
　＊　詳細は「受験の手引き」にて別途ご案内

福祉施設・介護老人保健施設・障
碍者施設・介護医療院

市町村自治会館
４階ホール他

鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

8 3 13:30～
生活支援コーディネーター養成研修
（基礎編）

市町村に配置されている生活支援コーディネーターの資質向上を図るための研修会 生活支援コーディネーター オンライン
鹿児島県社会福祉協議会
地域福祉部
099-257-3855

8 20
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅠ（第3回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　病態を知ろう（糖尿病）

会員・非会員
オンライン
（Zoom）

鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

8 30
9:30～
16:30

認知症・精神疾患研修会

9：30～12：30講義・演習
「認知症高齢者の意思を尊重した"日常生活ケア"」
江別市立病院 看護部 教育担当看護師長
老人看護専門看護師　山下いずみ　氏
寝たきりや重度の認知症があり意思疎通が困難な状況でも高齢者の願いを考え，高齢
者と家族，ケア提供者が納得できるケアを実践。COVID-19による自粛で脱水，貧血，
低栄養やフレイルが進行している状況が多く機能低下に対する予防的な介入が重要で
す。withコロナ・機能低下予防を考えた日常生活ケアを解説。

13：30～16：30講義・演習
「困難事例に挑む! 高齢者の精神疾患の理解と対応」
神奈川県立精神医療センター
 精神看護専門看護師　石田　正人　氏
高齢者特有の精神疾患の病気や見分け方，発症要因等，具体的な症状について，「こ
ころ」「からだ」「生活」をポイントに，精神疾患への気づきや，ご本人の自尊心の
回復や生活を充実させるための支援，コミュニケーションのあり方などを学ぶ。

全職種
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

８月



8～1 8～1 － －

①介護福祉士資格を取得し２年以
上の実務経験を有し，小規模の
チームリーダー等の職務に就こう
としている（就く予定）の方
②介護福祉士資格はないが，事業
所において現在チームリーダー
（主任等）の役割を担って（担う
予定で）いる方
③自ら受講の意思のある者

鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

第１回
科目名：「利用者の全人性、尊厳の実践的理解と展開」
講師名：池田　秀之氏（社会福祉法人健昌福祉会　総括本部長）

科目名：「自職場の分析」
講師名：矢原　隆行氏（熊本大学大学院社会文化科学研究科　教授）

第２回
科目名：「観察・記録の的確性とチームケアへの展開」
講師名：伊藤　亜記氏（株式会社　ねこの手　代表取締役）

科目名：「コミュニケーション技術の応用的な展開」
講師名：岩下　周子氏（すまいる　施設長）

第３回
科目名：「介護職の倫理の実践的理解と展開」
講師名：古城　順子氏（オフィス藤田有限会社　取締役）

科目名：「ケア場面での気づきと助言」～認知症ケアの視点～
講師名：斎藤　浩二氏（グループホーム下田温泉の郷）

科目名：「家族の立場」
講師名：水流　凉子氏（認知症の人と家族の会）

科目名：「認知症の医学的管理」
講師名：長友　医継氏（中江報徳園　理事長）

科目名：「ケアの場面の気づきと助言」
講師名：有村　真也氏（老人保健施設ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ立神　副施設長）

第４回
科目名：「介護職の健康・ストレスの管理」
講師名：中森　美恵子（鹿児島医療福祉専門学校　専任教員）

科目名：「セーフティマネジメント」
講師名：田中　安平氏（鹿児島国際大学　教授）

第５回
科目名：「職種間連携の実践的展開」
講師名：吉永 とも子（特養シルクロード七福神 施設長）

科目名：「チームのまとめ役としてのリーダーシップ」
講師名：林田　貴久氏（特別養護老人ﾎｰﾑ鹿屋長寿園　施設長）

第６回
科目名：「家族や地域の支援力の活用と強化」
講師名：岡山　隆二　氏（AMANOMORI合同会社 代表）

科目名：「問題解決のための思考法」
講師名：矢原　隆行氏（熊本大学大学院社会文化科学研究科　教授）

ホテル自治会館
ホテル京セラ

介護福祉士ファーストステップ研修
会



9 2
8:30～
18:00

鹿児島県介護職員等によるたんの吸
引等の実施のための研修事業（不特
定の者対象）指導者講習

介護職員等がたんの吸引等を実施するために受講することが必要な研修（基本研修・
実地研修）の講師及びその指導者を養成する。
【指導者講習カリキュラム】
　概要説明
　1.介護職員等による喀痰吸引等の実施について
　2.介護職員による喀痰吸引等の研修カリキュラムについて
　3.喀痰吸引のケア実施について
　4.経管栄養のケア実施について
　5.DVD　口腔・鼻腔・気管ｶﾆｭｰﾚ
　6.各行為ﾚ実演・助言（20分×3）
　7.DVD　流動・半固形・経鼻
　8.各行為実演　助言（20分×3）
　9.安全管理体制とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて
　10.施設・事業所における体制整備について
　11.全体を通じて質疑応答

介護職員等がたんの吸引等を実施
するために受講することが必要な
研修（基本研修・実地研修）の講
師及びその指導者を目指す者

ホテル自治会館
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

9 17
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅠ（第4回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　病態を知ろう（腎臓の疾患）

会員・非会員
オンライン
（Zoom）

鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

9 21
13:00～
17:00

看取り研修会

講義・演習
「看取り期における多職種連携」
　きいれ浜田クリニック　院長　濱田　努　氏
人生の最終段階に共通する自然経過，介護施設で求められる症状緩和や意思決定支援
の基礎知識を学ぶと共に援助的コミュニケーシンと1対1での対応方法から多職種連携
で行う支援方法，そして，最後のその時まであきらめずに支援できる為のスキル。

全職種
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

９月

９～12月 －

1.講演「高齢者虐待防止への取組み等について」
　　　　講　師　鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課
2.講演「尊厳の実践的理解、権利と個別ケア」
　 　　 講　師　グループホーム燦々　取締役　古城順子　氏
3.講演「身体機能のメカニズムの理解に基づいた取組み」
　　　　講　師　アルテンハイムリハビリテーションクリニック
　　　　　　　　理学療法士　　 楠元寛之　氏
4.講演「高齢者虐待について」
　 　　 講　師　天の杜(AMANOMORI)合同会社 代表　岡山隆二　氏
5.講演「福祉サービス利用支援事業と成年後見制度」
　　　講　師　公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
                鹿児島支部　内田雅之　氏
6.講演「施設職員のためのストレスマネジメント」
　　　講　師　鹿児島医療福祉専門学校専任教員　中森美恵子　氏
7. 講演「認知症高齢者の理解に基づいた身体拘束廃止の取り組み」
　　　講　師　特別養護老人ホーム鹿屋長寿園　施設長　林田貴久　氏
8.事例発表　「特別養護老人ホームひまわり園」（15分）
　　　　　　「特別養護老人ホーム以和貴苑」（15分）
9.事例発表のオリエンテーション
　　　　　　「自職場での実習を進めるにあたって」
２か月の取組み発表（15分×7施設＋質疑応答・休憩）
　　　　　　　　助言者　特養　鹿屋長寿園　　　　林田　貴久　氏
　　　　　　　　　　　　グループホーム　燦々　　古城　順子　氏
　　　　　　　　　　　　天の杜合同会社　　　　　岡山　隆二　氏

9～12 － 権利擁護推進員養成研修会
福祉施設（介護老人保健施設・障
碍者施設・有料老人ホーム）

ホテル自治会館
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611



10 16
9:00～
13:00

第31回注射剤無菌製剤処理実習 http://kayaku.jp/pha/13769/ 薬剤師 薬剤師会薬局
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

10 26
9:30～
16:30

メンタルヘルス・高齢者虐待研修会

9：30～12：30講義・演習
「介護職へのハラスメント対応 職員採用難の今、退職する前に！職員を守る」
介護福祉ライター　宮下　公美子　氏
利用者の方やその家族から様々な形で受けているハラスメントに特化し，管理者とし
て現状を把握し，被害にあった職員への対応の仕方やハラスメントを予防するしくみ
作りのヒントを学ぶ。

13：30～16：30講義・演習
「高齢者虐待」防止に役立つジェロントロジーのアプローチ
シニアアクセス代表　上田 博司　氏
ジェロントロジーを通じた知識の獲得によって，高齢者や高齢社会を多面的・包括的
に捉え，現在の専門業務に付加価値を与えながら，介護職員の意識改革を促し介護
サービスの質の向上やストレス軽減につなげる。

全職種
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

10 29
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅠ（第5回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　病態を知ろう（アレルギー疾患）

会員・非会員
オンライン
（Zoom）

鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

10月

http://kayaku.jp/pha/13769/


11 5 13:30～
鹿児島県訪問看護ステーション協議
会教育研修

医療的ケア児に関する研修 訪問看護に携わる方 鹿児島県医師会及びWeb
鹿児島県訪問看護ステー
ション協議会
099-254-8121

11 16
13:00～
17:00

リスク・クライシスマネジメント研
修会

講義・演習
「介護事故・ヘビークレーム対応からクライシスマネジメント」仮称
 介護・福祉系　法律事務所 おかげさま　代表　外岡　潤　氏
理不尽なクレームを押し付けてくる「モンスタークレーマー」への対処法や介護事故
について，その原因や，事故発生時に介護事業所が負うべき責任，その対応方法など
事例を通じて紹介した上で，日々の事業所運営の中でできる具体的な防止策，福祉施
設のクライシスマネジメントの重要性について解説。

全職種
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

11 19
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅡ（第6回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　栄養関連帳票（必要書類等）

会員・非会員 未定
鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

11 21
19:00～
20:30

多職種連携会議 災害時におけるＢＣＰと多職種連携について 鹿児島市内の医療・介護関係者 オンライン開催

鹿児島市在宅医療・介護連
携支援センター
099-298-1037
鹿児島市医師会
099-226-3737

11 22 未定
介護技能コンテストかごしま２０２
２

予選　(応募７月～)
　事前に行うプレゼンテーションスキルとアセスメントスキルについての書類審査
　全体で15名選出後，主催者でエントリー部門を指定・通知。
コンテスト　11月22日(火)
　会場で行う技能についての実技審査（３部門にエントリー）
・　排泄部門から受賞者２名の審査結果発表
・　食事部門から受賞者２名の審査結果発表
・　総合部門から受賞者２名の審査結果発表

全介護職
福祉施設・介護老人保健施設・障
碍者施設・介護医療院

未定
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

11月



12 1
8:30～
18:00

鹿児島県介護職員等によるたんの吸
引等の実施のための研修事業（不特
定の者対象）指導者講習

介護職員等がたんの吸引等を実施するために受講することが必要な研修（基本研修・
実地研修）の講師及びその指導者を養成する。
【指導者講習カリキュラム】
　概要説明
　1.介護職員等による喀痰吸引等の実施について
　2.介護職員による喀痰吸引等の研修カリキュラムについて
　3.喀痰吸引のケア実施について
　4.経管栄養のケア実施について
　5.DVD　口腔・鼻腔・気管ｶﾆｭｰﾚ
　6.各行為ﾚ実演・助言（20分×3）
　7.DVD　流動・半固形・経鼻
　8.各行為実演　助言（20分×3）
　9.安全管理体制とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて
　10.施設・事業所における体制整備について
　11.全体を通じて質疑応答

介護職員等がたんの吸引等を実施
するために受講することが必要な
研修（基本研修・実地研修）の講
師及びその指導者を目指す者

ホテル自治会館
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

12 3
13:30～
17:00

かごしま臨床栄養連携研究会
第3回研究会

医療職5団体（県医師会・県歯科医師会・県薬剤師会・県看護協会・県栄養士会）が
主催する研究会である。今年度は総合診療・褥瘡について外部講師を招き学ぶ。

5団体会員
オンライン
（Zoom）

鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

12 4
9:20～
12:30

薬薬連携シンポジウム
（特に高齢者における）多剤併用時に発生する薬物有害事象，残薬の問題などへの薬
剤師の理解を深め，かかりつけ薬剤師の啓発につなげる

薬剤師
県薬剤師会館（ハイブリット
方式）

鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

12 12
13:00～
17:00

12 13
9：00～
13：00

12 14
9:30～
16:30

栄養・睡眠支援と皮膚トラブル予防
研修会

9：30～12：30講義・演習
「嚥下障害・睡眠障害の原因と特徴を理解した食事介助と睡眠支援の介護技術を学
ぶ」
みつば訪問看護ステーション朝霞台 訪問看護師 長藤成眞 氏
睡眠と食事は，人にとって必要不可欠で重要な生命活動です。日中の適度なエネル
ギー摂取や活動，及び夜間の適切な休息は，身体機能の回復につながります。利用者
の方の健康な体とQOL（生活の質）の維持・向上を目指して，口から食事していただ
くための支援と質のよい睡眠への支援の方法を学ぶ。

13：30～16：30講義・演習
「皮膚トラブルの予防とケア」仮称
ナーシングケアいおり　管理者
皮膚・排泄ケア認定看護師　坂田　さち子　氏
介護職がどこまで関われるか明らかにしたうえで，皮膚と皮膚トラブルの基本知識を
学び，色々な皮膚トラブルの予防から発生後のケア方法について，根拠をもって実践
できるようにわかりやすく実技を交えて学ぶ。

全職種
（協議会会員限定）

オンライン(ZOOM)
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

12 17
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅡ（第7回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　宇宙栄養とサルコペニア

会員・非会員 未定
鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

生活支援コーディネーター
鹿児島県社会福祉センター
別館

生活支援コーディネーター養成研修
（実践編）

市町村に配置されている生活支援コーディネーターの資質向上を図るための研修会
12月 鹿児島県社会福祉協議会

地域福祉部
099-257-3855



1 18～19
右記のと
おり

第６回介護福祉士ファーストステッ
プ研修会

科目名：「家族や地域の支援力の活用と強化」10：30～17：40
講師名：岡山　隆二　氏（AMANOMORI合同会社 代表）

科目名：「問題解決のための思考法」9：00～16：10
講師名：矢原　隆行氏（熊本大学大学院社会文化科学研究科　教授）

①介護福祉士資格を取得し２年以
上の実務経験を有し，小規模の
チームリーダー等の職務に就こう
としている（就く予定）の方
②介護福祉士資格はないが，事業
所において現在チームリーダー
（主任等）の役割を担って（担う
予定で）いる方
③自ら受講の意思のある者

ホテル京セラ
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

1 21
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅡ（第8回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　喜ばれる献立から効果のある食管理まで

会員・非会員 未定
鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

2 18
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅡ（第9回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　病態を知ろう（褥瘡）

会員・非会員 未定
鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

介護保険主治医医意見書研修会
（県委託事業）

要介護認定等に係る審査判定の重要な資料である主治医意見書の記載がより適切に行
われることを目的に実施。

医師、医療従事者等 鹿児島県医師会館他
鹿児島県医師会
099-254-8121

在宅医療・介護・福祉研修会

※新型コロナウイルス感染症の
感染状況により開催検討

講演： ﾃｰﾏ「摂食嚥下」
　　鹿児島県歯科医師会　理事（未定）

・圏域市町における在宅医療関係
者
（医師、看護職、リハ職、
ＭＳＷ等）
・圏域市町における介護保険関係
者
（介護支援専門員・生活支援員
等）
・保健医療福祉関係団体

未定
姶良地区医師会
0995-42-1205

認知症サポート医フォローアップ研
修
（県委託事業）

地域における認知症の人への支援体制の充実・強化を図るとともに、地域における認
知症サポート医等の連携強化を図ることを目的に実施。

県内の認知症サポート医等 鹿児島県医師会館他
鹿児島県医師会
099-254-8121

３月 3 18
13:30～
17:00

リレー研修会PartⅡ（第10回）
専門職としての資質向上を図る。（1回/月）
　病態を知ろう（終末期医療・緩和）

会員・非会員 未定
鹿児島県栄養士会事務局
099-256-1216

２月（予定）

２月もしくは３月
（予定）

１月

２月～３月

２月

２月～３月



在宅医療・介護・福祉研修会

※新型コロナウイルス感染症の
感染状況により開催検討

講演： 「地域包括ケア時代」
～生活に戻すための多機関・多職種連携～
四国医療産業研究所 所長　櫃本真聿 先生

・圏域市町における在宅医療関係
者
（医師、看護職、リハ職、
ＭＳＷ等）
・圏域市町における介護保険関係
者
（介護支援専門員・生活支援員
等）
・保健医療福祉関係団体

未定
姶良地区医師会
0995-42-1205

歯科医師認知症対応力向上研修会
高齢者が受診する歯科医師に対し，認知症の人本人とその家族を支えるために必要な
基本知識や，医療と介護の連携の重要性等を習得するための研修

歯科医師・歯科衛生士 ハイブリット開催
鹿児島県歯科医師会
099-223-0378

オーラルフレイルを通じた介護予防
人材育成研修会

オーラルフレイルに高齢者等が早期に気づき，予防や改善に取り組めるように，歯科
医師，歯科衛生士がオーラルフレイルに関する知識を深め，歯科診療所や市町村の介
護予防事業等における取組を推進する為，介入・支援等を行える研修会

歯科医師・歯科衛生士・市町村歯
科保健担当者

鹿児島県歯科医師会
鹿児島県歯科医師会
099-223-0378

障がい者歯科研修 医療的ケア児について 歯科医師会関係者・医療従事者等
歯科医師会館（ハイブリット
方式）

鹿児島県歯科医師会
099-223-0378

医療材料研修会 (詳細決まり次第報告いたします。） 薬剤師 未定
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

ポリファーマシー研修会
（特に高齢者における）多剤併用時に発生する薬物有害事象，残薬の問題などへの薬
剤師の理解を深め，かかりつけ薬剤師の啓発につなげる

薬剤師 未定
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

第28回注射剤無菌製剤処理実習 - 薬剤師 薬剤師会薬局
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

鹿児島県訪問看護ステーション協議
会教育研修

訪問看護ステーション研究発表 会員 鹿児島県医師会及びWeb
鹿児島県訪問看護ステー
ション協議会
099-254-8121

概ね
10:00～
15:00

一般県民向け
各種介護教室・講座

介護する（される）場合の基礎的な知識・技術を学ぶ講座
（やさしい介護教室，地域介護講座等）

一般県民 かごしま県民交流センター
鹿児島県
介護実習・普及ｾﾝﾀｰ
099-221-6615

概ね
10:00～
16:00

介護専門職向け
各種研修・講座

介護の技術を確認し，さらなるスキルアップを図るための研修・講座
（介護ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ研修，介護食調理教室，介護職基礎研修等）

介護専門職 かごしま県民交流センター
鹿児島県
介護実習・普及ｾﾝﾀｰ
099-221-6615

未定

未定

随時

随時

未定

未定

未定

未定

未定

未定

日時未定

随時



３　その他在宅医療・介護連携に関する取組

月 月 日 時間 取組事項  取組の内容・概要（関係ホームページURL） 対象者 会場 問合せ先

４月 4 25
18:30～
20:00

第47回地域包括ケア交流会
テーマ：「地域における介護予防の取組み」についての講話と多職種によるグループ
ワーク

医療・介護・福祉・行政等の多職
種の方々

大島郡医師会館4階ホール
大島郡医師会
在宅医療連携支援センター
0997-55-6381

６月 6 27
18:30～
20:00

第48回地域包括ケア交流会 テーマ：「未定」講話と多職種によるグループワーク
医療・介護・福祉・行政等の多職
種の方々

大島郡医師会館4階ホール
大島郡医師会
在宅医療連携支援センター
0997-55-6381

８月 8 22
18:30～
20:00

第49回地域包括ケア交流会 テーマ：「未定」講話と多職種によるグループワーク
医療・介護・福祉・行政等の多職
種の方々

大島郡医師会館4階ホール
大島郡医師会
在宅医療連携支援センター
0997-55-6381

10月 10 24
18:30～
20:00

第50回地域包括ケア交流会 テーマ：「未定」講話と多職種によるグループワーク
医療・介護・福祉・行政等の多職
種の方々

大島郡医師会館4階ホール
大島郡医師会
在宅医療連携支援センター
0997-55-6381

12月 12 26
18:30～
20:00

第51回地域包括ケア交流会 テーマ：「未定」講話と多職種によるグループワーク
医療・介護・福祉・行政等の多職
種の方々

大島郡医師会館4階ホール
大島郡医師会
在宅医療連携支援センター
0997-55-6381

1月 1 看護管理者の研修会

・居宅介護支援専門員と医療ソーシャルワーカーとの交流会
・退院支援をうまく行っていくために
・身寄りのない患者さんへの対応について
・スタッフのメンタルサポートについて

地域医療機関看護師・MSW・居宅介
護支援専門員

いちき串木野市医師会立脳神
経外科センター
（ハイブリット方式）

いちき串木野市医師会
在宅医療・介護連携推進室
0996-32-0180

１～２月 － －
19:00～
21:00

在宅医療多職種意見交換会
在宅医と後方支援病院の医師および看護師、訪問看護ステーション、介護支援専門員、行政
職等が入退院支援や医療・介護連携における地域の課題について意見交換を行う。

医師・歯科医師・薬剤師・看護
師・MSW　訪問看護師　介護支援専
門員等

薩摩郡医師会病院会議室
薩摩郡医師会在宅医療相談
支援センター
0996-53-4711

２月 2 27
18:30～
20:00

第52回地域包括ケア交流会 テーマ：「未定」講話と多職種によるグループワーク
医療・介護・福祉・行政等の多職
種の方々

大島郡医師会館4階ホール
大島郡医師会
在宅医療連携支援センター
0997-55-6381

未定



医療・介護多職種研修会
・MCS利用促進に向けた説明会、事例検討会・ユーザー会
・口腔ケア、フレイル予防についての勉強会
・ACPの関する勉強会

地域医療介護に従事する多職種 未定
いちき串木野市医師会
在宅医療・介護連携推進室
0996-32-0180

訪問看護ステーション及び地域医療
連携室と
三師会との意見交換会

効率的な医療提供のため、相互理解を図り，多職種連携を推進することを目的に，三
師会と地域医療連携室・退院支援担当者と訪問看護ステーションとの意見交換会

三師会（医師・歯科医師・薬剤
師）
地域医療連携室・退院支援担当者
訪問看護ステーション

未定
姶良地区医師会
0995-42-1205

18:30～
20:00

第10回在宅医療連携支援研修会 テーマ「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）について考える（仮）」
医療・介護・福祉・行政等の多職
種の方々

未定
大島郡医師会
在宅医療連携支援センター
0997-55-6381

適正服薬支援事業に係る「地区関係
者検討会」

多剤服薬等による薬物有害事象等発生防止等の個別支援や地域関係者の支援体制構築
を図ると共に，適正服薬に係る被保険者や関係者の理解を促進する

関係職種 未定
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

新型コロナ関連事項 HPによるマニュアル掲載 閲覧できる人全員 -
鹿児島県訪問看護ステー
ション協議会
099-254-8121

ACPパンフレット並びに共通
フォーマット（質問用紙）の周知

令和２年度に作成したACPパンフレット並びに共通フォーマットについて，常時下記
URLに掲載している。
http://k-zaitaku.organic-design.jp/news/news/112-acp.html

医師会関係者・県民 -
鹿児島県医師会
099-254-8121

口腔チャックリストの作成

在宅高齢者の歯・口腔内の状態を把握し、歯科医師、歯科衛生士等と連携し歯科治療
や口腔ケアの充実を図る。
チェックシートを利用することで一貫した口腔、歯の状態を把握する、それにより必
要がある場合は適宜専門職につなぎ相談対応していく流れを作る。

居宅介護支援専門員
いちき串木野市医師会
在宅医療・介護連携推進室
0996-32-0180

お薬整理そうだんバッグ（残薬整理
事業）

http://kayaku.jp/404/ 一般 未定
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

在宅医療廃棄物適正処理システム 患者等が薬局へ持ち込む「使用済み注射針」などの廃棄支援 薬局 未定
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

医療材料・医療麻薬の円滑供給の支
援事業

https://bit.ly/3A9ZTay 関係職種 未定
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

在宅訪問薬局検索システム「薬局ど
ん」

http://kayaku.jp/don/ 一般 未定
鹿児島県薬剤師会
099-257-8288

ご近所支え合いマップづくりの支援
地域のつながりにより地域課題の解決を図るためのご近所支え合いマップづくりを推
進している。

一般県民 県内各地
鹿児島県社会福祉協議会
地域福祉部
099-257-3855

介護実習・普及センターの運営
住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らし続けることができるよう家族介護
者や介護専門職向けの研修を行ったり，福祉用具の展示・体験を行っている。

一般県民・介護専門職 かごしま県民交流センター
鹿児島県介護実習・普及ｾﾝ
ﾀｰ
099-221-6615

介護てつだい隊事業

元気な高齢者を中心とした地域住民を対象に個々に合わせた就労についてマッチング
を行い介護予防や介護人材の確保につなげ，地域に開かれた「高齢者福祉施設」とし
て情報発信を行うとともに，職場環境整備を行い介護の担い手を養成しつつ介護の専
門職化を図る。

一般県民 －
鹿児島県老人福祉施設協議
会
099-297-5611

年間

年間

未定

年間

年間

未定

年間

年間

年間

年間

年間

未定

年間

未定

日時未定

未定

http://k-zaitaku.organic-design.jp/news/news/112-acp.html
http://kayaku.jp/404/
https://bit.ly/3A9ZTay
http://kayaku.jp/don/

