［納棺］
講座／表面

DIC-000

綜合ユニコム
フューネラルビジネススクール

11月25日（木）

最新の新型コロナウイルス感染症対応・対処法を研修内容に追加しました。
家族を守る 感染予防策、
「触れたい」
と思っていただける 処置技術 や 納棺の進め方 など、
納棺担当者が 技術と接し方 で提供できる グリーフサポート を参加型納棺から学ぶ！

11月26日（金）

担当者必須！

納棺業務に必要な知識の範囲・技術の
基本・コミュニケーションの姿勢がわかる

現場で使えるノウハウ多数！

参加型納棺を可能にする
困難遺体の対処と感染症対応の進め方

【ご遺族参加型納棺】
・ 【状況別ご遺体復元と管理】
・
【死化粧】の
【新型コロナウイルス感染症・
手順とポイント
COVID19対応・対処法】
医 療 の 知 識

感染予防
（業務時・環境整備）
／死後経過
（臭い・体液等）
／メンタルケア／引き継ぎ状況からの予測

納棺処置の技術

前処置
（目閉じ・口閉じ）
、復元処置／硬直解き、フェイスマッサージ／死化粧／脱がし、着替え

グリーフケアの視点

適切な
「説明・同意・実行・報告」
／家族に配慮した言葉の変換／
「表情」
「雰囲気」
づくり

新型コロナウイルス感染症は葬儀業にも大きな影響を与えております。納棺は 【ご遺族参加型納棺】
・
【死化粧】の手順とポイント
慌ただしい葬儀のプロセスのなかで、家族が故人と向き合える貴重な時間で
年
月
日 時 2021 11 25日（木）10：30〜16：45
会 場 BDK会議室
（和室）
す。特に昨今は葬儀の小規模化によって故人との距離は近くなっており、家族が
東京都港区芝4-3-14 仏教伝道センタービル
故人に触れることを通じて想いを昇華させることができる最後の機会として、
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加を可能にする処置技術と雰囲気づくりの重要性が増しています。
定 員 16 名（申込み先着順）
本講座では、
【ご遺族参加型】の納棺を実践する㈱桜の笹原留似子 氏を講師に
参加費 53,900円（1講座、
１名様につき。消費税及び地方消費税を含む）
※資料代・実習備品代・昼食代を含む。
迎え、
ご遺族とともに進める納棺の手法と、
求められる技術の習得を目指します。
『【ご遺族参加型納棺】
・
【死化粧】
の手順とポイント』
では、
笹原氏が現場で行なう 【状況別ご遺体復元と管理】
・
「参加型納棺」
の進め方を、そのなかで求められる感染予防、
ご遺体処置の技術 【新型コロナウイルス感染症・COVID１９対応・対処法】
（軽度）
、
コミュニケーション手法、
医療現場からの遺族ケア情報とともに学びます。 日 時 2021年11月26日（金・友引前）10：30〜16：45
その続編として、
『【状況別ご遺体復元と管理】
・
【新型コロナウイルス感染症・ 会 場 BDK会議室
定 員 16 名（申込み先着順）
COVID19対応・対処法】』では、
【ご遺体処置のケーススタディ】
と
【新型コロナ
参加費 53,900円（1講座、
１名様につき。消費税及び地方消費税を含む）
ウイルス感染症対処法】を通して、
しっかりと故人と向き合って送りたいという
※資料代・実習備品代・昼食代を含む。
ご遺族の希望に応える、
ご遺体の状態づくりをご指導いただきます。
主 催
知識や手順、処置技術と、遺された家族への適切なコミュニケーションによる
支援を目指す葬儀社様、納棺担当者様のご参加をお待ちしております。
［月刊］

■
「ご遺族参加型納棺」
とは
笹原氏が実践する、ご遺族のメンタルケアを重視した納棺の進め方。理論に
裏付けられた復元処置の技術をベースに、
納棺の施術のプロセスでご遺族に協力
を仰ぎ、故人に触れていただいたり、故人にしてあげたいことを行なっていた
だくことで、心残りのないお別れやご遺族の気持ちの整理をサポートします。

参 加 申 込 書
2021年秋季

葬儀社・納棺スタッフのための
［参加型納棺］
実務講座

●会社名（フリガナ）

●貴社業種

●振込予定日
（
月
●当日現金支払い希望・・・□

日）

●ご担当者名（
●所在地（〒

ＴＥＬ.

（

）

ＦＡＸ.

（

●所属部署・役職名

●E-MAIL
●出席者名②（フリガナ）

●所属部署・役職名

）
受講日をチェックしてください

●出席者名①（フリガナ）

●E-MAIL

）

）

□11月25日

参加型納棺と死化粧

□11月26日

ご遺体復元と管理

□11月25日

参加型納棺と死化粧

□11月26日

ご遺体復元と管理

Ⓞ-０３２０211103・04-０5０

〒104-0031 東京都中央区京橋2-10-2 ぬ利彦ビル南館6F
TEL 03-3563-0025(代表)
ダイレクトメールの送付先変更・中止は、お手数ですが、封筒ラベルにご要件を
記入のうえ、弊社企画事業部（FAX．03-3564-2560）
までご連絡ください。

※弊社ホームページからも、本セミナーはお申込みいただけます！

https://www.sogo-unicom.co.jp

０１２０-０５-２５６０

お申込み先

ＦＡＸフリーダイヤル

お問合せ先

綜合ユニコム㈱ 企画事業部 ＴＥＬ.０３-３５６３-００９９（直通）

※ＦＡＸフリーダイヤル不通時はＦＡＸ.０３-３５６４-２５６０迄おかけ直しください。

●お申込み方法
・ 左記
「参加申込書」
にご記入後、上記FAXにてお申込みください。参加者宛に
「参加証／
請求書／銀行振込用紙」
をご郵送いたします。
「参加証」
は当日ご持参いただき、会場受
付に
「お名刺１枚」
と共にお渡し願います。
・ 開催直前や当日のお申込みもお受けいたします。その場合は、FAXにて
「参加証」
をご
送付いたしますので、必ずFAX番号の明記をお願いいたします。なお、お支払方法につ
きましては、別途ご連絡をさせていただきます。
●参加費のお支払について
・ 参加費は
「請求書」
到着後、原則として開催３営業日前迄にお振込み願います。
・お振込みが開催後日になる場合は、左記
「振込予定日」
欄にご記入ください。
・お振込手数料は貴社にてご負担願います。
・ 当日現金でのお支払いも可能です。
「当日現金支払い希望」
欄に□印をご記入願います。
●お申込者が参加できない場合について
・ 代理者にご出席いただけます。既送の
「参加証」
と
「代理者のお名刺１枚」
をご持参のうえ、
当日会場受付までご来場ください。
●キャンセルについて
・ 開催３営業日前
（土日祝日、年末年始を除く）
迄に、弊社宛に
「会社名／氏名／電話番号／
返金先銀行口座
（振込済みの場合）
」
を明記の上、FAX.０３-３５６４-２５６０宛まで必ずご連
絡ください。
・ 返金手数料として２,０００円
（1件毎）
を申し受けます。なお、開催２営業日前以降のキャン
セルにつきましては、全額をキャンセル料として申し受けます。その際には当日配布資
料を参加者宛にご送付いたします。
●その他ご連絡事項
・お座席は受付順を基本に当方にて指定させていただきます。
・ 会場内は禁煙です。講演中の録音・録画、携帯電話等での通話はお断りいたします。
・ 講演中のPCの使用は可能ですが、使用に関しては周囲へのご配慮を願います。
・ご記入いただいた個人情報は、弊社商品案内ならびにセミナーの適切な運営、参加者
間の交流促進のために利用させていただきます。
・ 主催者や講師等の諸般の事情により、講師変更や開催を中止する場合がございます。
その際には弊社より参加者にご連絡させていただきます。
・ 開催中止の場合は受講料を返金いたしますが、それ以外の理由では返金できません。
また、開催中止の際の交通費の払い戻しやキャンセル料の負担はいたしかねます。

［納棺］
講座／裏面

フューネラルビジネススクール

葬儀社・納棺スタッフのための［参加型納棺］実務講座

11月25日（木）

11月26日（金・友引前）

2021年

2021年

【ご遺族参加型納棺】
・
【死化粧】の手順とポイント

【状況別ご遺体復元と管理】
・
【新型コロナウイルス感染症・
COVID19対応・対処法】

1. ご遺族参加型納棺の目的と全体像
①状態の観察・予測
（②死斑 ③腐敗 ④死臭 ⑤感染を理解する）
●現場実践のためのグリーフケア基礎知識
〜悲嘆のしくみ・言葉の変換法・説明法

●感染予防策・管理・保全
（疾患別・イレギュラー対応）

〜粘膜対処、止血、漏液止め、死臭止め、汚染物処理等、感染管理と説明法

2. 参加型納棺実践の前処置
実 習 ⑥目閉じ ⑦鼻処置 ⑧口閉じ ⑨硬直解き
●造形心理学
（安心できる表情）
●進行時のグリーフケア
（説明・同意・実行・報告）
●個性を引き出し、故人の微笑みを戻す技法
●火葬まで口が開かない技法

3. ご遺族が求める身だしなみ
（死化粧）
⑩ドライシャンプー ⑪整髪 ⑫産毛・髭剃り
実 習 ⑬フェイスマッサージ ⑭軽度変色復元（傷・痣・黄疸・死斑）
⑮死化粧
（血色・個性復元）
●死化粧に必要な死後変化の基礎知識と技術の実践
●死化粧は化粧を求められているわけではない
●厚塗り、やりすぎ、違う人にして嫌われないために

4. 参加型納棺の着付け
実 習 ⑯着付け
●着付けの流れ・ポイントの実践
●納棺場面での協力依頼のポイント
●柩の中の顔まわりの飾りつけ
●火葬まで持たせる安置法

※1日目の参加型納棺の
「処置」
を基礎として、2日目の追加項目となります

1. 実は復元できる！
特殊遺体復元処置納棺（デモンストレーション）
①縊死の復元と安置

「舌」
と
「紐痕」
の対処法、
グリーフケア

②ウジ、蟻、コバエ等、ご遺体に付く特徴的な虫の対処法、復元法
「拘縮」の対処法
③高齢者に多い棺安置が難しい体全体が丸くなった
④年々増える
「溺死」
の処置と安置法
「水泡」
「腐敗」の安置法
⑤対面の為のご遺体安置（納体）袋を使用した

2. パンデミックに対応した感染の理解・防御法とグリーフケア
実 習 感染管理・防御現場では必須のゾーニングを理解する
●ゾーン分けを理解する
●ゾーンごとに備品の配置を決める
（清潔・汚染区域の徹底）
●物品、汚染物、環境の管理法
●予防衣着脱・廃棄法
（間違っていれば全く意味がない）

3. 新型コロナウイルス感染症・COVID19
実 習 新型コロナウイルス感染症・COVID19を理解する
●状況に合わせて装着するものを決める
●防護服の着脱法、廃棄法
（間違っていれば意味がない）

4. 災害にも応用できる技術
実 習 ①脱脂綿で仏衣を作る②脱脂綿で顔まわりを飾る
●柩内の管理法
（体液を柩外に出さない感染管理法）
●影と光、凹凸の演出

5. 質疑応答

5. 質疑応答
※講習時間は両日共10:30〜16:45です。当日の進行状況に応じて、昼食休憩及び小休憩を適時とりながら進行いたします。
講

師

笹原 留似子（ささはら

株式会社桜

るいこ）
代表取締役／復元納棺師

北海道出身。幼少の頃よりキリスト教日曜学校に通い、聖書の教え、マ
ザーテレサの精神を学ぶ。のちに巫女として奉職し、神楽や舞楽を神前
で奉納。3年後、巫女長となる。その後、病院に勤務。感染予防対策・褥
瘡対策・接遇対策委員会等の活動で専門知識の習得に努めるととも
に、患者と患者家族との関わりのなかで、
メンタルケアをチームおよび
病棟単位で実践。病棟で沢山の患者さんを看取るなか、医師の勧めで
復元納棺師となる。病棟時代の経験を活かし、納棺の施行を通しての
オリジナルのグリーフケアに取り組み、
これまでに延べ2万件以上の施行実績を持つ。2007年11
月、株式会社桜の立ち上げに伴ない現職。医師や看護師、ケアマネージャー、看取り実践施設等と
のネットワークを持ち、水沢学苑看護専門学校の非常勤講師を務めるほか、医療・福祉関係者を対
象とした勉強会等でも活躍中。また東日本大震災の際には、復元ボランティアとして被災地を奔走。
多方面の協力のもと、3か月以上かけて約300体の復元処置を行なった。東日本大震災後、警察
協議会委員に選任され、東北管区の警察庁・消防庁・海上保安庁・各警察本部・法医学教室諸教授・
歯科医師のチームで行なわれる災害テロ訓練に年2回依頼を受けて、毎年参加している。現在も
岩手県北上市を中心に、日々
「参加型納棺」
と
「復元処置」
を提供している。
＜書籍紹介＞
おもかげ復元師
（ポプラ社）
／おもかげ復元師の震災絵日記
（ポプラ社）
／増補版 納棺・遺体
処置実務 実践資料集
（綜合ユニコム）
／看護職・介護職が行うエンゼルケア・死化粧とグリー
フケア
（日総研出版）
／新生児・小児のエンゼルケアとグリーフケア
（日総研出版）

㈱桜 笹原留似子氏 全面執筆協力

納棺・遺体処置
実務 実践資料集
増補版

損傷部位の処置、
溺死、
縊死の処置など、
ケース別の対処法を詳解！

●定価：66,000円（本体60,000円）

●A4判

好評
発売中

182ページ

実践DVD
硬直解きの 【ご遺族参加型納棺】
（本体70,000円）
動きが
●DVD2枚組
家族と行なう着せ替えの手順や手技のポイントを
わかる！ 「全体→ポイント解説」
の編集構成でわかりやすく伝授！ ●監修：株式会社桜
●定価：77,000円

本セミナーをはじめ月刊誌・資料集・DVDなどの商品は、
WEBでもお申し込みいただけます。

https://www.sogo-unicom.co.jp
『月刊フューネラルビジネス』による情報サイト

http://www.funeral-biz.com

綜合ユニコムでは、新型コロナウイルス感染予防対策に取り組み、
セミナーを開催いたします。 ご参加のお客様におかれましては、
会場での手指の消毒の励行、
ならびにマスク着用をよろしくお願いいたします。なお、セミナー当日に風邪・咳・発熱など体調の悪い方は、恐縮ですがセミナー参加をお控え願います。

