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喀痰吸引等研修＋保健師相談

2つの助成金で無料に！

TEL：0120-698-789

MAIL : sp1@presence-m.com

保健師相談のみは

20万円が支給
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■ 株式会社プレゼンス・メディカル

➢ 設立：2014年2月7日

➢ 本社：神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー3F

➢ 創業会長：今西 和晃

➢ 代表取締役社長：今西 美砂紀（看護師）

➢ 資本金：3000万円

➢ 事業内容：1.医療的ケア事業 [喀痰吸引等研修]

2.心のケア事業 [保健師相談]

３.ヘルスケア事業 [産業医相談]

4. Finance事業 [助成金・加算取得]

創業者プロフィール

5,700 施設超

18,000人

480人

250 病院（施設含む）

46都道府県※青森県除く

24億円以上
1998年 24歳 香港にてセキュリティーシステム開発会社 Director 就任
2002年 28歳 アメリカ・オーストラリアで事業拡大 Director 就任
2010年 35歳 日本にてメンズ化粧品事業開始、百貨店16店舗展開
2011年 36歳 三重県中小企業コンサルタント就任（赤福の再建を手掛ける）
2014年 40歳 株式会社 プレゼンス・メディカル 創業
2020年 46歳 日本初、日本全国46都道府県で登録研修機関登録完了
2021年 47歳 そのだ修光参議院議員 との対談が記事になる

■ 取引実績

■ 受講者数

■ 医療的ケア

登録看護師数 全国

■ 実地提携先病院数

■ 登録研修機関

（日本初・Only.1・No.1）
※厚生労働省HP参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
seikatsuhogo/tannokyuuin/01_seido_02.html

■ 助成金申請金額

＜研修機関登録都道府県＞

株式会社Presence Medical
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パブリシティー＆対談

2021年12月号
月刊 老施協 で
そのだ修光参議院議員と対談をいたしました。

そのだ修光参議院議員 役職（抜粋）

厚生労働委員会
行政監視委員会
厚生労働部会副部会長
組織運動本部副本部長
広報本部報道局局長代理
公益社団法人全国老人福祉施設協議会 常任理事兼顧問
社会福祉法人旭生会会長
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喀痰吸引等研修 サービス概要

喀痰吸引等研修とは、

研修には第１号、第２号、第３号の３つの種類があります。
第１号・第２号の研修内容の違いは、基本研修は全く同じで
すが、第２号研修の実地研修では、5項目の実地研修の内どれ
か一つでも修了すると認められる資格です。

保健師相談とは

ご利用様を看取る際や夜勤を行う際は、不安やストレスを感
じることは避けられないでしょう。新人は特に悶々としなが
らご利用様に向き合っているのではないでしょうか。まずは
保健師を窓口として、愚痴を言える環境を施設側が整えるこ
とが離職防止の第一歩につながります。

【実地先のご紹介について】

※近隣の医療療養型病院・介護療養型
病院・介護施設をご紹介します。

※実務者研修修了者への実地受入れも
可能。修了証の発行のみも可能。

※口腔のみでも修了書の発行が可能。

※全5項目完了にかかる期間（目安）
5-8日

活用する助成金

全国対応

人材開発支援助成金
特定訓練コース（労働生産性向上訓練）

小規模事業場
産業医活動助成金

（保健師コース）

※喀痰吸引研修に適用

※看取り 心のケアに適用

第1号研修・第2号研修

基本研修

講義50時間

各行為の
シュミレーター演習

＋
実地研修

①口腔の喀痰吸引

②鼻腔の喀痰吸引

③気管カニューレ内部の喀痰吸引

④胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養

⑤経鼻経管栄養

10回

20回

20回

20回

20回
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研修受講＋保健師指導 スケジュール

喀痰吸引等研修スケジュール （１年計画としてグループに分けて計画的にご受講いただきます。）

2022年 2023年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1クール

第2クール

契約に基づいた保健師による健康指導活動の実施（電話＆オンラインでの指導）

期間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月

指導日 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 1/7 2/7 3/7

指導時間 15分 15分 15分 15分 15分 15分 15分 15分 15分 15分 15分 15分

保健師相談スケジュール（月に1度15分程度の保健師との電話＆オンライン指導を行います）

（座学＆演習）

（座学＆演習）

（実地）

（実地）

（A）6ヶ月（6ヶ月毎に申請＆支給） （B）6ヶ月（6ヶ月毎に申請＆支給）

保健師に健康相談できる仕
組みの 実施について契約。
契約月に10万円請求

(A)6ヶ月毎に
20万円の実費支給。

保健師に健康相談できる仕
組みの 実施について契約。
契約月に10万円請求

(B)6ヶ月毎に
20万円の実費支給。

※1事業場あたり
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プレゼンス・メディカルが選ばれる理由

医療的ケアや看取りは、
介護にあたる職員やヘ
ルパーにとって大きな
ストレスとなるものと
言えます。看取り業務
を実際に行う職員にか
かるストレスを解消す
るためのケアを進めて
いきます。1年間にわ
たり定期的にヒヤリン
グを行います

保健師相談

厚生労働省や独立行
政法人労働者健康安
全機構の助成金を活
用して、施設の負担
が少ないご提案をい
たします。 また、
面倒な助成金申請の
業務をフルサポート
いたします。貴社に
依頼する内容は書類
集めと捺印です。

支払方法

令和3年度の介護報酬
改定により、看取り
介護加算の見直しが
行われ、入居継続支
援加算の見直しもさ
れました。
夜間配置加算、看取
り加算、処遇改善加
算の３本の加算取得
のサポートをさせて
いただきます。

加算サポート

全国200を超える病
院や施設と提携をし
ており、実地先のご
紹介が可能です。
※実務者研修修了者へ
の実地受入れも可能。
修了証の発行のみも可
能。
※口腔のみでも修了書
の発行が可能。

実地先紹介

5000を超える施設と

研修実績があり、全国

で圧倒的な研修数とさ

らに、都道府県・市区

町村から依頼多数のプ

レゼンスが手掛ける介

護施設・福祉施設向け

のサービス。

圧倒的実績

■ 株式会社プレゼンス・メディカル
➢ 設立：2014年2月7日

➢ 資本金：3000万円

➢ 創業会長：今西 和晃

➢ 代表取締役社長：今西 美砂紀（看護師）

➢ 事業内容：1.医療的ケア事業 [喀痰吸引等研修]

2. HR事業（ 看護師紹介[14-ユ-301391]）

３.メンタルヘルス事業 [保健師相談]

4. Finance事業 [助成金・加算取得]

➢ 本社
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー3F
TEL：0120-698-789 FAX：050-3737-3518

➢ 大阪オフィス
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-15-8 FUJIビル6号館 304号室
TEL：050-3172-6323 FAX：050-3737-3518

URL：http://presence-m.com/

http://presence-m.com/

