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※駐車場には限りがありますので、ご来場の際は公共の交通機関でお越し下さい。
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一般社団法人日本福祉用具供給協会 中国支部 広島県ブロック
広島県、広島市、一般社団法人広島県医師会、一般社団法人広島市医師会、一般社団法人広島県歯科医師会、一般社団法人広島市歯科医師会、公益社団法人広島県薬剤師会、
一般社団法人広島市薬剤師会、公益社団法人広島県看護協会、広島県地域包括ケア推進センター、ＮＨＫ広島放送局、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、
中国新聞社
一般社団法人広島県シルバーサービス振興会、一般社団法人広島県介護支援専門員協会、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会、公益社団法人広島県理学療法士会、　
一般社団法人広島県作業療法士会、広島県言語聴覚士会、公益社団法人広島県介護福祉士会、広島県訪問介護事業者連絡協議会、広島県老人保健施設協議会、広島県老人福
祉施設連盟、公益社団法人広島市老人福祉施設連盟、公益財団法人介護労働安定センター広島支部、広島国際大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （順不同）

主催：
後援：

協力：

Īஏວī

セミナー参加は全て事前申し込みが必要です。申し込みは、定員になり次第
締め切らせていただきます。
（申込状況は協会ホームページにて随時公開いたします）
締切後、受講決定者には証明書を FAXまたは郵送にてお送りいたします。
受講料は、会場の受付にてお支払いください。　
お預かりした個人情報については、本セミナーの参加申込受付のみに使用し、
それ以外の用途では使用しません。

【お問い合わせ先】（一社）日本福祉用具供給協会広島県ブロック 事務局
〒731-0124  広島市安佐南区大町東 1-18-44 日本基準寝具(株) 内
　　　　　　　TEL（082）877-1079　FAX（082）877-1323
　　　　　　　E-mail : jimukyoku@fukushiyogu-hiroshima.jp
　　　　　　　URL：http://www.fukushiyogu-hiroshima.jp

●

●
●
●

福永美穂
テキスト



ဏᅙइ๐ޏŕʓʷʢĜ joঢ়3126 ʗɼʸʑʉʐʽĜ˃!ŕ!ʓʷʢĜ໘ᅎ

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00

ǎި
ʑʗʐʂ

Ǐި
ଆޏ

8ॢ 28Īࣸī 8ॢ 29Īī

Ǎި๐௲

Ķᇖଞɍ௩ޮଞૈɅȤȫɥ
!!ဏᅙइĆގী˅ʴʛʠɈާཡɅȫȹଲɤ೨əķ!

র!!౸ਡ!!ಪ౺

ੰܗචၭఱ
ʞʇʦʀɼʡޏࢾ
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■講師プロフィール
1988年国立療養所岐阜病院、92年厚生本省等の勤務を
経て、93年より現職。高齢者に関する事業として、福祉用
具に関する調査研究の実施及び情報収集提供システム
の運用を行うとともに、厚生労働省から受託した「福祉用
具・介護ロボット実用化支援事業」、また、経済産業省か
ら受託した「ロボット介護推進プロジェクト」を担当。
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შᅈୂ
■講師プロフィール
1945年広島県生まれ。特殊法人社会保障研究所研究員、上智大学・神奈川県立保健福祉大学の教授を経て、
2011年より現職。専門は年金、医療、福祉等の社会保障の制度・政策論。社会保障制度改革国民会議委員、社会保
障審議会介護保険部会長などを歴任し、現在、社会保障制度改革推進会議委員、社会保障審議会会長代理、医療
介護総合確保促進会議構成員、財政制度等審議会委員などを務める。
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■講師プロフィール
1955年高知県生まれ。国鉄の車両修理工から福祉業界へ転身、特別養護老人ホー
ム等での勤務を経て、99年、東京都内で初のグループホーム「こもれび」の施設長と
なる。2003年より現職。テレビ出演、雑誌・新聞連載など、メディアや各種研修会等
を通じて、認知症や介護関連のメッセージを送り続けており、その活動の一環が
NHK「プロフェッショナル～仕事の流儀～」で紹介され、話題となった。
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■講師プロフィール
1948年東京都生まれ。東北大学医学部卒業、各病院での勤務を経て、01年より現
職。日本産業ストレス学会理事、日本産業精神保健学会評議員、日本心身医学会評
議員、日本職業災害医学会評議員、厚生労働省ポータルサイト「こころの耳」委員。
著書には「ストレス一日決算主義」、「ビジネスマンの心の病気がわかる本」、「Dr山
本のメール相談事例集」、「図解やさしくわかる うつ病からの職場復帰」等多数。
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■講師プロフィール
1969年熊本県生まれ。91年長崎大学医療技術短期
大学部卒業後、2つの医療法人に勤務、2004年より現
職。施設ケアのコンサルタントのほか、福祉用具メー
カーの機器開発協力や介護ショップにおける住宅改
修・福祉用具選定のアドバイザーなどを経験。
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