
日本コンチネンス協会九州支部  初級セミナーIN 福岡 開催のご案内 
 

日本コンチネンス協会九州支部は、『すべての人が気持ちよく排泄できる社会』を目指し、コンチネンスアドバイザーの

育成セミナーを定期的に開催しています。 

クライアントの日常生活、排便・排尿コントロールへの 具体的なサポートを行い、加えて専門職に対しても指導できる

力量を有するコンチネンスアドバイザーの入門コースとして、初級セミナーを下記要領で開催いたします。 

この初級セミナーは、コンチネンスに関する基礎知識、実践的な対応方法、最新の排泄関連用具など“失禁ケア”の基本

を習得し、「コンチネンスリーダー」の資格を取得できる次のステップである中級セミナーへ繋がる内容となっています。 

受講ご希望の方は、申込書に必要事項を記入の上、郵送または FAX、メールで、お申し込み下さい。 

記 

【日 時】 ●初級セミナー（4 日間）・・・定員 40 名、先着順 

201７年１０月２１日（土）～２２日（日）９：００ ～ １７：００ 

201７年１１月２５日（土）～２６日（日）９：００ ～ １７：００ 

 ●フォローアップ・・・・・初級セミナー終了後に申込みが必要です 

201８年１月２０日（土） 

【会 場】 麻生リハビリテーション大学校 （福岡市博多区東比恵３丁目２番１号） 

 ※会場の麻生リハビリテーション大学校への問い合せはご遠慮ください 

 

【受講料】    ●一般      ２８,000 円（通常 45，000 円） 

●コンチネンス会員 ２１,000 円（通常 38，000 円） 

※お友達紹介割引：この初級セミナーをお友達に紹介し、そのお友達が、初級セミナーを受講された場 

合、貴方の受講料がお友達 1 名につき 1,000 円割引になります。           

【講 師】      伊東 博已 （泌尿器科医師 いとうクリニック院長） 

佐川 光俊 （介護支援専門員） 

小栗 和美 （社会福祉士） 

毛井 敦  （理学療法士・コンチネンスリーダー） 

今丸 満美 （日本コンチネンス協会九州支部長・コンチネンスアドバイザー） 

 

【内容概略】   排泄障害から生じる問題          排泄障害と日常生活のケア 

排泄メカニズムの理解           事例にみる日常生活のケア 

排尿・蓄尿障害の理解           排泄ケア用品（業者展示） 

尿失禁のアセスメント           排泄問題における社会資源の活用 

排尿チャートの読み方           骨盤底筋体操の実際 

【申込締切】 201７年１０月２日（月） 

※１０月３日以降にセミナー開催か否かのご連絡を入れます（申込が 35 名に満たない場合は開催中止）。

それ以降、下記に受講料をお振込み下さい。 

【振込口座】  西日本シティ銀行 飯塚支店   普通  １８０７７１７ 

口座名義 日本コンチネンス協会九州支部 支部長 今丸満美 

※ 申込後のキャンセルは、受講料を返金いたしませんのであらかじめ ご了承ください 

 

【テキスト・資料】 テキスト等は申込み、受講料の振込み確認後に、お送りいたします 

 

【申し込み・問合せ先】初級セミナーin 福岡 事務局 いとうクリニック（伊東 ゆかり） 

〒８４１-00６１ 佐賀県鳥栖市轟木町１３８３ 

電話 ０９４２－８１－２０８８ FAX 0９４２-８１-２０８７ 

E-mail    yukari33@pc.email.ne.jp 
  



【平成２９年度 NPO法人 日本コンチネンス協会 初級セミナープログラム】 

  初級セミナーは1日4コマで4日間行われます。 

３ヶ月後にフォローアップセミナーがあります。 

 

 

 1日目-１０月２１日（土） ２日目-１０月２２日（日） ３日目- １１月２５日（土） ４日目-１１月２６日（日） 

9:00 

～ 

10:30 

【Ⅰ】有意義なセミナーに 

   するために 

 1.スタッフの紹介 

 2.資料の確認 

 3.セミナーの進め方 

 4.仲間との出会い 

 

講師：支部担当者 

【Ⅱ】排泄障害から生じる 

   問題（Ｐａｒｔ2） 

 1.グループワーク発表 

 2.質疑応答 

 3.まとめ 

  ①失禁とは何か 

  ②生活とＱＯＬ 

講師：今丸満美 氏 

【Ⅵ】排泄障害と 

   日常生活のケア 

  1.日常生活とは 

  2.生活とＱＯＬ 

  3.日常生活のケア 

 

 

講師：佐川光俊 氏 

【Ⅷ】排泄問題における 

   社会資源の活用 

 1.社会資源の種類 

 2.医療福祉、社会福祉制

度の活用 

 

 

講師：小栗和美 氏 

10:40 

～ 

12:10 

【Ⅱ】排泄障害から生じる 

   問題（Ｐａｒｔ1）  

 

グループワーク 

 

講師：今丸満美 氏 

【Ⅴ】尿失禁のアセスメント

 1.アセスメントとは何か 

 2.アセスメントのポイント 

 3.アセスメントの方法 

 

講師：今丸満美 氏 

 4.事例にみる日常ケア 

 

グループワーク 

 

 

講師：佐川光俊 氏 

 3.事例に見る社会資源 

   の活用 

グループワーク 

 4.社会資源の活用の 

まとめ 

講師：小栗和美 氏 

13:20 

～ 

14:50 

【Ⅲ】排尿メカニズムの理解 

 1.尿路のしくみ 

 2.周辺臓器と男女の差 

 3.蓄尿・排尿機能 

 4.正常な排尿と尿の性状 

 5.排泄に関する一連の動作 

 

 

 

講師：伊東博已 医師 

4.排尿チャートの読み方 

 

 

グループワーク 

 

 

 

 

 

講師：今丸満美 氏 

グループワーク発表 

 

 6.まとめ 

 

 

 

 

 

 

講師：佐川光俊 氏 

【Ⅸ】骨盤底筋体操の実際

講師：毛井敦 氏 

【Ⅹ】初級セミナーのまとめ

1. コンチネンスメイトの

役割 

 ①支部活動での役割 

 ②協会本部との関係 

  ・インターネットの活用 

・文献の活用 

講師：今丸満美 氏 

15:00 

～ 

16:30 

【Ⅳ】排尿・蓄尿障害の理解 

 1.排尿・蓄尿障害の概要 

 2.尿失禁のタイプ 

   腹圧性尿失禁 

   切迫性尿失禁 

   溢流性尿失禁 

   機能性尿失禁 

 3.尿失禁の治療法と対処法 

講師：伊東博已 医師 

グループワーク発表 

 

 

 5.まとめ 

 

 

 

 

講師：今丸満美 氏 

【Ⅶ】排泄ケア用品 

 1.業者の説明と展示 

 2.ディスカッション 

 

 

 

 

 

講師：支部担当者 

 2.修了証の授与 

  

 

 

3.記念写真撮影 

 

 

 

講師：支部担当者 

 

事前課題 

① セミナー受講の動機   （１０月２１日 受付時に提出してください。 

② 排尿チャート      （１０月２１日 受付時に提出してください） 

③ おむつ排尿体験    （セミナー開始後に体験し、１１月２５日に提出してください。） 

事前課題は、送付するテキストに記載されていますので、必ずテキストを読んで提出してください。 

＊フォローアップセミナーは、平成３０年１月２０日（土）１３：００～１６：００に実施します。 

 



受付 NO     .     

2017 排泄ケア初級セミナーｉｎ福岡 申込書 

申込日    平成２９年     月     日 一般 ・ 会員 

ふりがな  年齢 性別 

氏名 

歳 

男 ・ 女 

生年月日 西暦      年     月     日 

自宅住所 

〒 

自宅ＴＥＬ 

 

所属名  職種  ＦＡＸ  

所属先 

住所 

〒 

 

E-mail: 

所属ＴＥＬ 

 

紹
介
受
講
者
名

※貴方がこの初級セミナーを紹介し、セミナーを受講されるお友達全員の名前を下記にご記入下さい。

 

 

 

 

＊4 日間の昼食（1 食 500 円）申し込み（自己負担）
＊懇親会はネットワーク作りの絶好のチャンス！

是非ご出席ください（自己負担）約 4,000 円位

１０／２１ 要 ・ 不要 
１０／２１懇親会  出席 ・ 欠席 

１０／２２ 要 ・ 不要 

１１／２５ 要 ・ 不要 
１１／２５懇親会  出席 ・ 欠席 

１１／２６ 要 ・ 不要 

受
付
・
問
合
せ
先 

コンチネンス初級セミナーIN 福岡 事務局 いとうクリニック（伊東 ゆかり） 

 〒８４１-00６１ 佐賀県鳥栖市轟木町１３８３ 

電話 ０９４２－８１－２０８８ FAX 0９４２-８１-２０８７ 

E-mail    yukari33@pc.email.ne.jp 

事務局記入欄 

受付確認  

受講料確認  

備項  
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