フォローアップ研修
２月～４月 開催予定表
予定表最終ページの「お申込書」に必要事項を明記の上、ファックスにてお申込み下さい。

北海道
札幌

相談援助が上達する研修会

日時

2020 年 2 月 19 日

場所

北海道中小企業会館

カリ
キュ
ラム

【交流分析】エゴグラム、自己覚知、頼み方の上手な方法
【相談援助面接技術】開かれた質問、繰り返し、感情の反射など
【相談援助職としての接遇マナー】面接、訪問のマナー、敬語の適切な使い方
【ソーシャルワークの基本】社会福祉援助技術とは
【相談援助業務の上達方法】スーパービジョン、ストレスマネジメント

講師

竹内太一/ 主任介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、ヘルパー研修・ケアマネジャー研修講師ー

札幌

介護従事者の「気づき」の力を高める研修会

日時

2020 年 2 月 20 日

場所

札幌市教育文化会館

カリ
キュ
ラム

【「気づき」の基本】
「気づき」とは、
「気づき」を高める重要性、介護事業所で求められる「気づき」
危険予知について、「気づき」を高める３つの力
【「気づき」の力を高めるために】
利用者を知る、環境を理解する、医療の知識の必要性、介護の基本的な特性を理解する、
経験及び情報の共有の重要性、
「気づき」の力を高める取り組み、リスク感性を高める、演習

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、グループホームあんずの家 施設長

札幌

チーム及び組織力向上研修

日時

2020 年 2 月 26 日

場所

北海道中小企業会館

カリ
キュ
ラム

【チーム力向上】チームワークとは、チームの成長プロセス、役割分担と協力体制、相互理解
合意形成の基本、行動様式について
【組織力向上】リーダーの役割、働きやすい環境整備、目的・目標の共有、変化を拒む本質
人材育成に向けたリーダーの姿勢

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

札幌

介護記録研修

日時

2020 年 2 月 27 日

場所

北海道中小企業会館

カリ
キュ
ラム

【記録の目的】記録の目的、記録が薄くなる背景、記録の構造、記録を書けない本質
【記録の基本】記録に求める基本的要素、記録の形態、記録を深めるツールや方法
【記録の実際】事例から学ぶ記録の確認のポイント、事例から学ぶ記録の注意事項、
事例から学ぶ書式の確認のポイント、事例から学ぶ書式の注意事項
【個人演習】個人演習、解説
【記録の体制】記録を活かす基礎知識、サービス向上に繋げるための具体的な取り組み
【記録のまとめ】記録のまとめ、取り組みの優先順位

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

9：30～16：30

受講料

札幌市中央区北一条西 7 丁目

10：15～17：15

一般：11,000 円

プレスト 1・7

受講料

札幌市中央区北一条西 13 丁目

配信加入者：5,500 円

（札幌駅徒歩 10 分）

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄東西線 西 11 丁目駅徒歩５分）

～リーダー対象（候補含む）～

10：00～16：00
札幌市中央区北一条西 7 丁目

9：20～16：20
札幌市中央区北一条西 7 丁目

受講料

一般：11,000 円

プレスト 1・7

受講料

（札幌駅徒歩 10 分）

一般：11,000 円

プレスト 1・7

配信加入者：5,500 円

配信加入者：5,500 円

（札幌駅徒歩 10 分）

札幌

排泄支援研修（事例編）

日時

2020 年 3 月 24 日

場所
カリ
キュ
ラム

札幌市教育文化会館

講師

牧野美奈子/ 看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護予防主任運動指導員、コンチネンスアドバイザー

札幌

介護職員向け

日時

2020 年 3 月 25 日

場所

札幌市教育文化会館

カリ
キュ
ラム

◎「仲良し」が良いチームとは限らない ～介護現場における「真のチーム」を理解する
◎リーダーを孤独にさせないために ～リーダーの役割と思いを知る
◎リーダーの能力はメンバーの「行動」で向上する ～メンバーシップについて考える
◎「指示待ち」だけではチーム力は向上しない！ ～チーム力を向上させるメンバーの行動とは
◎演習（メンバーシップを発揮するために）

講師

三田村薫/ 介護支援専門員、一般社団法人日本ポジティブ教育協会認定レジリエンス・トレーナー

札幌

イマドキの若手職員を伸ばすたった３つの方法

日時

2020 年 4 月 9 日

場所

札幌市教育文化会館

カリ
キュ
ラム

◎イマドキの若手職員を伸ばすたった３つの方法 ◎五感システム ◎ 情報サイズ ◎ 観察力
◎影響（心のスイッチに入る）言語と価値基準
◎動機を促す心のスイッチを学んでできること
◎思考パターン別部下の育て方
◎どうしたらやる気になり、なぜやる気をそぐのか
◎民間企業のキャッチコピーから学ぶことばの使い方
◎やる気傾向が内的の人を説得させるためには
◎相手の思考をマイナスからプラスに変える
◎影響言語（心のスイッチを押せ）を知る７つの質問 他

講師

濱島しのぶ/ 介護支援専門員、全米 NLP 協会、日本 NLP 協会、LAB プロファイルプラクティショナー認定資格

札幌

認知症研修

日時

2020 年 4 月 10 日

場所

札幌市教育文化会館

10：00～17：30

受講料

札幌市中央区北一条西 13 丁目

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄東西線 西 11 丁目駅徒歩５分）

【排泄の基礎知識】排尿の基本、アセスメント
【排泄の仕組みと排泄状況の把握】排尿の仕組みの確認、排尿日誌の理解
【排泄支援を考える】事例を通した排泄支援の方向付け、まとめ

メンバーシップ研修会
10：00～16：00

受講料

札幌市中央区北一条西 13 丁目

9：40～16：30

一般：11,000 円

（地下鉄東西線 西 11 丁目駅徒歩５分）

～信頼関係を構築するコミュニケーション術～

受講料

札幌市中央区北一条西 13 丁目

配信加入者：5,500 円

一般：12,000 円

配信加入者：6,000 円

（地下鉄東西線 西 11 丁目駅徒歩５分）

アセスメント編
10：00～16：30

受講料

札幌市中央区北一条西 13 丁目

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄東西線 西 11 丁目駅徒歩５分）

【認知症の基礎知識】認知症の理解、認知症の特徴

カリ
キュ
ラム

【認知症支援の基礎】認知症の特徴と支援方法、地域における支援体制、認知症ケアについて
【アセスメントの知識】認知症ケアに必要なアセスメント領域の理解、課題抽出の知識と技術
【アセスメントの実践】アセスメントの違いによりケアに差が出ることを事例を通して学ぶ
【モニタリング】モニタリングの基礎知識

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、グループホームあんずの家 施設長

札幌

介護リーダー養成研修

日時

2020 年 4 月 15 日

場所

北海道中小企業会館

カリ
キュ
ラム

【役割】介護リーダーって、何をするの？
【指示・指導】ベテランスタッフに指示・指導ができないのは、なぜ？
・事例検討
【スタッフ教育】やる気のないスタッフ、指示まちスタッフの対処法がわからない！
【情報共有】沢山ある情報をスタッフ間で共有できないのは、なぜ？
・事例検討
【問題解決力】スタッフ同士が、仲が悪くてリーダー業務が行えない
・事例検討
【リーダーシップ】介護リーダーに必要なリーダーシップがわからない
・事例検討

講師

三田村薫/ 介護支援専門員、一般社団法人日本ポジティブ教育協会認定レジリエンス・トレーナー

（一日短期集中コース）

10：00～16：00
札幌市中央区北一条西 7 丁目

受講料

一般：11,000 円

プレスト 1・7

配信加入者：5,500 円

（札幌駅徒歩 10 分）

東北
仙台

介護従事者の「気づき」の力を高める研修会

日時

2020 年 2 月 28 日

場所

フォレスト仙台

カリ
キュ
ラム

【「気づき」の基本】
「気づき」とは、
「気づき」を高める重要性、介護事業所で求められる「気づき」
危険予知について、「気づき」を高める３つの力
【「気づき」の力を高めるために】
利用者を知る、環境を理解する、医療の知識の必要性、介護の基本的な特性を理解する、
経験及び情報の共有の重要性、
「気づき」の力を高める取り組み、リスク感性を高める、演習

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、グループホームあんずの家 施設長

仙台

デイサービスにおける稼働率向上と生活相談員の役割

日時

2020 年 3 月 16 日

場所

フォレスト仙台

カリ
キュ
ラム

◎
◎
◎
◎

講師

口村淳/ 特別養護老人ホーム淡海荘介護課長、博士（社会福祉学）、介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

仙台

経験２年未満の職員及び新人教育担当者向け「介護の基本を身につけるための集中講座」

日時

2020 年 3 月 28 日

場所

フォレスト仙台

カリ
キュ
ラム

基礎編（８項目）と、各論編（13 項目）を１日で学んでいただきます
【基礎編】１．介護の仕事が必要な背景 ２．考えてみよう！～利用者の立場になる、尊厳と自立支援～
３．介護職の役割と介護保険制度 ４．不適切ケアと接遇・マナー ５．虐待・身体拘束防止
６．個人情報・プライバシーの保護 ７．チームケアの必要性 ８．法令に基づくサービス提供
【各論編】１．食事のケア ２．排泄のケア ３．入浴のケア ４．睡眠のケア ５．移動・移乗のケア
６．様々な生活行為のケア ７．福祉用具・環境整備 ８．医療との関わり ９．認知症の基本
10．リスクマネジメント 11．家族、地域との関わり 12．ターミナルケア 13．介護職の基本姿勢

講師

榊原宏昌/ 介護福祉士、介護支援専門員、天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社代表取締役

青森

介護リーダー養成研修

日時

2020 年 4 月 16 日

場所

リンクステーションホール青森

カリ
キュ
ラム

【役割】介護リーダーって、何をするの？
【指示・指導】ベテランスタッフに指示・指導ができないのは、なぜ？
・事例検討
【スタッフ教育】やる気のないスタッフ、指示まちスタッフの対処法がわからない！
【情報共有】沢山ある情報をスタッフ間で共有できないのは、なぜ？
・事例検討
【問題解決力】スタッフ同士が、仲が悪くてリーダー業務が行えない
・事例検討
【リーダーシップ】介護リーダーに必要なリーダーシップがわからない
・事例検討

講師

三田村薫/ 介護支援専門員、一般社団法人日本ポジティブ教育協会認定レジリエンス・トレーナー

仙台

ショートステイにおける相談援助の課題と生活相談員の役割

日時

2020 年 4 月 18 日

場所

フォレスト仙台

カリ
キュ
ラム

◎
◎
◎
◎

講師

口村淳/ 特別養護老人ホーム淡海荘介護課長、博士（社会福祉学）、介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

9：30～16：30

仙台市青葉区柏木 1-2-45

10：00～16：00

仙台市青葉区柏木 1-2-45

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄「北四番丁」駅徒歩 7 分）

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄「北四番丁」駅徒歩 7 分）

組織における相談員のポジション
◎ デイサービス相談員の業務実態と今後求められる役割
デイサービスの選ばれ方とは
◎ デイサービス相談員の目指す方向と戦略の立て方
「ウリ（他社にない強み）
」を見出す発想転換
◎ 稼働率を均一化させるテコ入れ方法
時代の変化を読む重要性
◎ 「ご機嫌」の効用
◎ 目指す方向は「狭く」から「広く」 他

9：30～16：30

仙台市青葉区柏木 1-2-45

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄「北四番丁」駅徒歩 7 分）

（一日短期集中コース）

10：00～16：00

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

青森市堤町 1-4-1 （JR 青森駅よりバス「文化会館前」停留所

10：00～16：00

仙台市青葉区柏木 1-2-45

受講料

一般：11,000 円

徒歩 1 分

配信加入者：5,500 円

（地下鉄「北四番丁」駅徒歩 7 分）

ショートステイの意義と特長について
◎ ショートステイの構造的課題とは
ショートステイ相談員の業務の実態
◎ 予約管理・稼働率管理のノウハウ
ショートステイを利用する家族の理解と連絡・調整の方法
◎ 個別援助計画の考え方と作成方法
他職種との連携について
◎ ショートステイ相談員の心構え ほか

関東・甲信越
東京

介護職のためのここは抑えておきたい接遇マナー基礎研修

日時

2020 年 2 月 18 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

◎介護現場の接遇マナーとビジネスマナーの違い
◎ 接遇マナーのできている現場の７つの実践
◎接遇マナーができていく順番
◎ 接遇の目指すもの
◎身だしなみチェック
◎ことばづかい・現場で普段使っている気をつけたいことば
◎優しさが伝わる態度
◎相手をいやす笑顔 ほか

講師

濱島しのぶ/ 介護支援専門員、全米 NLP 協会、日本 NLP 協会、LAB プロファイルプラクティショナー認定資格

東京

事例で学ぶ生活相談員支援力アップ基礎研修

日時

2020 年 2 月 21 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

9：30～16：30

受講料

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

◎生活相談員が持つべきソーシャルワーク視点と仕事力
◎生活相談員固有のコミュニティ視点

◎生活相談員としてご利用者・家族との向き合い方
◎生活相談員が持つべき９つの視点
◎ご利用者のそ擁護的立場に立った生活相談員の事例

講師

梅沢佳裕/ 日本福祉大学経営学部医療・福祉マネジメント学科教授、社会福祉士、介護支援専門員

長野

チーム及び組織力向上研修

日時

2020 年 3 月 3 日

場所

長野県農協ビル

カリ
キュ
ラム

【チーム力向上】チームワークとは、チームの成長プロセス、役割分担と協力体制、相互理解
合意形成の基本、行動様式について
【組織力向上】リーダーの役割、働きやすい環境整備、目的・目標の共有、変化を拒む本質
人材育成に向けたリーダーの姿勢

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

東京

2020 年度

日時

2020 年 3 月 4 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

・研修とは ・研修担当者の心構えと姿勢
・研修形式の視点（座学、演習・ＯＪＴ）
・担当者の負担を減らす究極のテクニック

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

東京

脳血管障害（脳卒中）の基礎知識とケアの技術

日時

2020 年 3 月 5 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【脳血管障害とは？】
【脳血管障害の分類と原因】
【脳血管障害に伴う後遺症】・運動マヒ・感覚マヒ・高次脳機能障害・構音障害・右片マヒと左片マヒ共通の
障害とそれぞれ特有の障害
【運動マヒのステージと簡易検査法】
【運動マヒのステージと生活】上肢及び下肢
【拘縮を防ぐには】・拘縮した指の開き方 【高次脳機能障害の色々】
・記憶障害・注意障害・遂行機能障害
・地誌的見当識障害・失語症・失行・失認・社会的行動障害 【脳血管障害のケアのポイント】・失行・失認
への関わり方・左マヒに伴う性格変容・同名半盲、構音障害、失語症への関わり方・脳血管障害者の生活の
場でのリハビリ・環境整備（住環境・福祉用具）・公的支援制度 【実技指導】 ・三角巾の付け方・拘縮
を防ぐ運動（手首・前腕）
・拘縮を防ぐ運動（肘・肩）・拘縮を防ぐ運動（股関節・膝関節）

講師

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

～リーダー対象（候補含む）～

10：00～16：00

受講料

長野市大字南長野北石堂町 1177 番地 3

研修企画講座

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（長野駅徒歩 10 分）

～ 研修担当者向け ～

13：00～17：30

受講料

一般：5,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

9：30～16：30

配信加入者：2,500 円

徒歩 10 分）

・研修企画の基本
・研修の効果を高める実践的手法
・イーラーニングの活用

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

東京

介護虐待を起こさないための基礎研修

日時

2020 年 3 月 9 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

受講料

9：30～16：30

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

【虐待の基礎知識】虐待とは、背景、種類と程度
【認知症と虐待】認知症の理解と虐待防止の取り組み
【虐待発生時の対応】利用者、家族、職員、行政
【虐待を未然に防ぐには】虐待の芽を摘むための視点、メンタルヘルスとストレスチェック
【組織的な取り組み】組織体制の整備、具体的な取り組み

【高齢者の笑顔のために】まとめ

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、グループホームあんずの家 施設長

東京

介護記録研修会

日時

2020 年 3 月 11 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【介護記録の目的と重要性（座学）
】
【介護記録の課題と整備（座学）】記録の知識と技術、記録の確認のポイント（事例を交えて）
、
分かりやすく正確な記録の基本視点、書式の改訂の基本知識
【介護記録の書き方（個別演習）】介護記録の実践、介護記録の確認

～ 実地指導と法令遵守のためにも必要な視点を網羅 ～
9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

～介護場面の映像を基に実際に記録を書いて確認します。
講師

石橋亮一/ 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護予防運動指導員

東京

五感対話法（ＣＦ法）研修会

日時

2020 年 3 月 13 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【五感対話法とは何か？】定義、目的、ゴール、対象者
【五感対話法における「軸」について】五感を研ぎ澄ます、ホスピタリティーを保つ、わかちあう
アシストする、統合を支える
【五感対話法における「技」について】マインドフルネス、反復する
待つ、鏡になる、明確化する、触れる、たずねる
【五感対話法における「共感」とは】
【ファースト・コンタクト】理論と実践（デモンストレーション）
、ロールプレイ演習 【ＣＦ法の動画視写】
【ＣＦ法における演習】マインドフルネス、反復、鏡になる、五感を研ぎ澄ます、ファースト・コンタクト

講師

都村尚子/ 五感対話ネットワーク代表理事、関西福祉科学大学大学院社会福祉学部教授、臨床教育学博士

東京

看護師長のマネジメント集中研修

日時

※2 日間 2020 年 3 月 14 日 10：00～16：00
15 日 10：00～13：00

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【看護師長の役割確認】マネジメントにて看護の成果を挙げる、看護の質を保証する組織を構築する
【部署内の改善・変革に取り組む】改善・変革に取り組むための思考過程、部署のビジョンを描く
マネジメント活動の進め方、年間計画（目標計画立案）を提示する、計画を実施するための組織化をする
組織目標にそって活動した結果を各組織から報告連絡相談を受ける、各組織の活動について、看護の実際を
確認し評価する、年度末、1 年の活動を評価後標準化する
【看護師長会の運営に携わる（会議・企画・委員会活動の推進】
【必要な情報を収集する（患者・看護師・看護部・病院・看護の動向・世の中の動き）】
【自己能力の開発と部下育成（次世代の看護師長・看護師育成）
】

講師

得丸尊子/ 現大分医科大学（大分大学）医学部附属病院副看護部長 4 年、看護部長 6 年勤務

10：00～16：00

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

受講料

徒歩 10 分）

一般：24,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

配信加入者：12,000 円

徒歩 10 分）

東京

新人を受け入れ、成長させるための「先輩講座」

日時

2020 年 3 月 17 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

◎本当にそれでいいの？ 求める人材像
◎即戦力よりも大切なものがある！
◎自分たちで教育できることとできないこと
◎育成ポイントは未来からの逆算！
◎既存スタッフもれなく全員が実行すべきポイント
◎いまどきの新人の特徴とその対策
◎働き方改革の考え方
◎着眼点、解釈、行動を共有すると３倍速く育つ！！
◎有資格新卒・無資格新卒・業界内転職者と異業種からの転職者別の対応

講師

小田昌敬/ 社会福祉士、ファシリテーター株式会社代表取締役、社団法人広島県社会福祉会理事

東京

介護技術研修

日時

2020 年 3 月 18 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【自立法と介護法の実践とその解説】
【起き上がりのしくみを理解する（動作分析）】※日頃どのように起き上がっているか、無意識を意識する
【起き上がりの具体的な介助方法の解説、片肘立位へのプロセスをクリアする方法】
【立ち上がりのしくみを理解する（動作分析）】※日頃どのように立ち上がっているか、無意識を意識する
【立ち上がりの３条件とは？】
【立ち上がりの具体的な介助方法の解説】
【座り直しの方法とは？（移乗の基本）】
【移乗の具体的な介助方法の解説】 後方介助及び前方介助

講師

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

東京

基礎から学ぶ入浴介助実践研修

日時

2020 年 3 月 19 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【入浴の目的と意義】
【羞恥心や遠慮への配慮】
【認知症の方の入浴ケア】
【ストレッチャー浴・機械浴の適応】
【入浴の効果と注意事項】入浴の効果、入浴前の注意事項、入浴中の主な危険、異常時の対応、入浴後の注意事項
【好ましい入浴環境と福祉用具】浴槽の形、浴槽の設置方法、浴槽設置時の注意点、必要な福祉用具
【入浴動作に応じた環境整備と安全の確保】居室（入浴準備）
、脱衣室・浴室への移動、脱衣室での衣服の
着脱、浴室内の移動、浴槽への出入りと浴槽内、洗身・洗髪、入浴後
【入浴介助の基本的な考え方】介助者の心得、立ち上がりの基本とポイント（イス・床）、移乗の基本とポイント
【入浴介助のポイント（実技）
】入浴台への移乗、お尻を洗う、浴槽の縁まで移動する、浴槽に入る、浴槽から出る
【入浴介助の応用（実技）
】前方介助、手を離せない方の介助、重度の方の二人での介助

講師

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

東京

介護職のための病気と薬の基礎講座

日時

2020 年 3 月 30 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【「医療外行為」の再確認～介護職ができる行為、できない行為～】
【医療知識が必要な理由～介護保険制度の変遷とあわせて～】
【バイタルサインの意味を再確認～“何か気になる”を伝える～】
【高齢者の心身の特徴と高齢者に多い疾病】老年症候群、脱水、便秘、低栄養、感覚器の老化、呼吸器疾患、
心疾患、神経内科系の疾患、消化器疾患、糖尿病、骨・関節の疾患、精神疾患
【薬剤の作用と役割】薬の作用と役割、原因療法と対症療法、薬効に影響する食べ物等、
薬の有効期限と保管方法、薬の用法・服用時間の目安等、模擬事例演習

講師

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

～起き上がり・移乗～
9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

9：30～16：30

受講料

10：00～16：00

受講料

徒歩 10 分）

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

東京

職員の育成及び連携のための「伝える力」「聞く力」向上研修

日時

2020 年 4 月 7 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

◎報告・連絡・相談について
◎なぜ情報が伝わらないのか
◎伝える力（正しく伝える知識と技術）
◎聞く力（正しく聞く知識と技術）
◎人材育成のためのコミュニケーションの知識と技術
◎演習

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

東京

ターミナルケア基礎研修

日時

2020 年 4 月 9 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

～終末期のケアを実践するための基本的な考え方と取り組みのために～

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

【ターミナルの基礎】ターミナルケアとは、ターミナルケアの考え方と歴史
【ターミナルケアの体制作り】病院と施設・在宅の違い、事業所の体制作り、医療等との連携
【ターミナルケアの実際】死を直前にした観察とケアのポイント、家族への支援

【事例を通してターミナルケアを考える】事例紹介
【ターミナル加算について】加算の条件、書類整備

講師

大瀧厚子/ 保健師、看護師、介護支援専門員、福祉施設士、元特別養護老人ホーム施設長

東京

感染症の予防及び発生時の対応基礎研修

日時

2020 年 4 月 10 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【感染症の基礎知識】高齢者施設と感染症の対策、介護現場における感染症対策
【感染症予防】感染症の経路、日常の予防、消毒薬の知識
【感染症対策の体制作り】衛生管理、ゾーニング、健康管理、委員会の体制作り、研修
【感染症の蔓延防止】初期状況の気付きの視点、感染症別対応法
【まとめ】

講師

大瀧厚子/ 保健師、看護師、介護支援専門員、福祉施設士、元特別養護老人ホーム施設長

東京

臨床死生学

日時

2020 年 4 月 11 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【臨床死生学とは】臨床死生学会の定義、ケア・カウンセリングの定義
【ターミナルケアの原義】キリスト教におけるモードチェンジ、我が国の終末期医療管理
【人称構造からの「死」
】一人称の混沌、三人称の「死の事実」
、二人称の「命」
【個体の死から「関係の命」へ】メメントモリ：常に死を自覚して生きよ！
間主観性：自己と他者との間に命は現象する
【セルフ・エンゲージメント】感覚・感情・思考のセルフ・エンゲージメント、死を扱うケア従事者の根拠地

講師

品川博二/ 臨床心理士、日本ケア・カウンセリング協会代表理事

東京

グループホームの健全な運営のためのマネジメント研修

日時

2020 年 4 月 17 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

～死別から共存への心理学～
10：00～16：00

受講料

一般：12,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

9：30～16：30

受講料

徒歩 10 分）

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：6,000 円

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

【制度改正における視点】制度改正に対する取り組み

カリ
キュ
ラム

講師

【サービス提供における取り組み】認知症のケアと生活支援、認知症ケアと環境整備、

認知症ケアにおける記録、リスクマネジメント、接遇
【人事マネジメント】人材育成の取り組み、離職防止への取り組み
【重度化への対応と地域等との関わり】重度化への対応、他職種との連携、インフォーマル資源の活用
【健全経営の視点】空室ゼロへの取り組み、健全経営の視点
田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、グループホームあんずの家 施設長

東京

介護従事者の「気づき」の力を高める研修会

日時

2020 年 4 月 27 日

場所

お茶の水ケアサービス学院

カリ
キュ
ラム

【「気づき」の基本】
「気づき」とは、
「気づき」を高める重要性、介護事業所で求められる「気づき」
危険予知について、「気づき」を高める３つの力
【「気づき」の力を高めるために】
利用者を知る、環境を理解する、医療の知識の必要性、介護の基本的な特性を理解する、
経験及び情報の共有の重要性、
「気づき」の力を高める取り組み、リスク感性を高める、演習

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、グループホームあんずの家 施設長

東京

フレイル・ロコモティブシンドローム基礎研修

日時

2020 年 4 月 28 日

場所

お茶の水ケアサービス学院
★フレイル

受講料

9：30～16：30

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

受講料

9：30～16：30

徒歩 10 分）

一般：11,000 円

千代田区岩本町 1-10-3 （ＪＲ神田駅

配信加入者：5,500 円

配信加入者：5,500 円

徒歩 10 分）

●フレイルとは？ ●フレイル状態に至るとどうなるか？ ●フレイル・サルコペニア・ロコモの

関係 ●フレイルの原因 低栄養とフレイルの関係 ●フレイルの進行 フレイルの多面性 ●フレイルの診断
Fried の基準 基本チェックリスト 簡易チェック（指輪っかテスト イレブンチェック） ●フレイルの予防 運
動療法と栄養療法 社会参加 フレイルサイクルとは サルコペニア ●フレイルが重症化しないためのケア 日
常生活に運動の要素を取り入れる 持病のコントロール 感染症の予防 孤食よりも共食 口腔機能のケア 社会
活動に積極的に参加するとフレイルを防げる

カリ
キュ
ラム

★ロコモティブシンドローム

●ロコモティブシンドロームとは？ ●ロコモティブシンドロームの定義 ●

予防がなぜ必要なのか？ ●要介護の原因となるロコモ ●ロコモの原因 加齢による生活習慣による運動器の
機能低下 運動器疾患の発症による移動機能の低下 ●ロコモをチェックする ロコモチェック 立ち上がりテ
スト 2 (ツー) ステップテスト ロコモ 25 ●症状が出る年齢は？ ●症状が進む過程 ●ロコモの予防 ロコモ
とメタボリックシンドロームの関係 肥満・痩せすぎとロコモ 運動管理による予防（ロコトレ、ヒールレイズ、
フロントランジ） 栄養管理による予防 ●ロコモのケア 運動器疾患を伴う場合（腰痛体操、膝痛体操） 運動
習慣を取り入れる（軽い体操 ストレッチング） ★実技

●ロコモ度テスト（ロコモチェック 立ち上がりテ

スト 2 (ツー) ステップテスト ロコモ２５） ●ロコトレ（片足立ち スクワット ヒールレイズ
ンジ 軽い運動 ストレッチング）

講師

フロントラ

●基本チェックリスト（指輪っかテスト イレブンチェック BMI）

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

東海
名古屋

リスクマネジメント研修

～現場で活用できる実践的な知識と技術～

日時

2020 年 2 月 18 日

場所

名古屋企業福祉会館

カリキ
ュラム

【権利意識について】事故対応と苦情処理だけでは済まされない実情を知る
【介護事故・トラブルについて基礎から学ぶ】介護トラブルとは、介護裁判判例、
過失の見極めのポイント、マイルールを決めよう、契約書に追加する解約条項例、
事故対応体制チェックシート、事故後の家族連絡、病院受診、行政報告
【外傷に対するチェックポイント】診る視る看るポイント、画像でどこまでわかる？、
骨折予測、部位別チェックポイント（骨盤、頭蓋骨、大腿骨頸部（内側・外側）など）
【介護トラブル事故後の実践的な対処法】
【事例から学ぶ介護トラブル事故後の対応】予見可能性、過失割合、安全配慮義務など

講師

渡邊信介/

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

名古屋市中区大須 2-19-36 （鶴舞線「大須観音」駅徒歩４分）

作業療法士、介護支援専門員、介護老人保健施設星のしずく事務長

名古屋

事例で学ぶ生活相談員支援力アップ基礎研修

日時

2020 年 3 月 13 日

場所

名古屋企業福祉会館

カリキ
ュラム

受講料

9：30～16：30

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

名古屋市中区大須 2-19-36 （鶴舞線「大須観音」駅徒歩４分）

◎生活相談員が持つべきソーシャルワーク視点と仕事力

◎生活相談員固有のコミュニティ視点

◎生活相談員としてご利用者・家族との向き合い方
◎ご利用者のそ擁護的立場に立った生活相談員の事例

◎生活相談員が持つべき９つの視点

講師

梅沢佳裕/ 日本福祉大学経営学部医療・福祉マネジメント学科教授、社会福祉士、介護支援専門員

名古屋

ショートステイにおける相談援助の課題と生活相談員の役割

日時

2020 年 3 月 14 日

場所

名古屋企業福祉会館

カリキ
ュラム

◎
◎
◎
◎

講師

口村淳/ 特別養護老人ホーム淡海荘介護課長、博士（社会福祉学）、介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

名古屋

接遇マナー研修

日時

2020 年 4 月 9 日

場所

ウィルあいち

カリキ
ュラム

【接遇マナーの基礎知識】福祉・介護における接遇マナーとは
【接遇の基本】笑顔のポイント、あいさつのポイント
【ディズニー流接遇ワンポイントレッスン】ディズニー流接遇ワンポイントレッスン、プラス言葉
【まとめ】まとめ、成功循環モデル

講師

石坂秀己/ 接客向上委員会＆Peace 代表

名古屋

看取りケア研修実践編

日時

2020 年 4 月 14 日

場所

ウィルあいち

カリキ
ュラム

【看取りケアの基本】
・看取りケアとは ・看取りケアの考え方
【看取りケアの体制作り】
・事業所内の体制作り ・医療等との連携 ・家族との協力体制
【看取りケアの支援の実際】・利用者への具体的な支援 ・家族への具体的な支援
【事例を通した実践の理解】事例紹介

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア専門士、グループホームあんずの家 施設長

名古屋

脳血管障害（脳卒中）の基礎知識とケアの技術

日時

2020 年 4 月 24 日

場所

ウィルあいち

カリキ
ュラム

【脳血管障害とは？】
【脳血管障害の分類と原因】
【脳血管障害に伴う後遺症】
・運動マヒ・感覚マヒ・高次脳機能障害・構音障害・右片マヒと左片マヒ共通
の障害とそれぞれ特有の障害
【運動マヒのステージと簡易検査法】
【運動マヒのステージと生活】上肢及び下肢
【拘縮を防ぐには】
・拘縮した指の開き方 【高次脳機能障害の色々】
・記憶障害・注意障害・遂行機能障害
・地誌的見当識障害・失語症・失行・失認・社会的行動障害 【脳血管障害のケアのポイント】
・失行・失
認への関わり方・左マヒに伴う性格変容・同名半盲、構音障害、失語症への関わり方・脳血管障害者の
生活の場でのリハビリ・環境整備（住環境・福祉用具）
・公的支援制度 【実技指導】 ・三角巾の付け
方・拘縮を防ぐ運動（手首・前腕）
・拘縮を防ぐ運動（肘・肩）
・拘縮を防ぐ運動（股関節・膝関節）

講師

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

受講料

10：00～16：00

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

名古屋市中区大須 2-19-36 （鶴舞線「大須観音」駅徒歩４分）

ショートステイの意義と特長について
◎ ショートステイの構造的課題とは
ショートステイ相談員の業務の実態
◎ 予約管理・稼働率管理のノウハウ
ショートステイを利用する家族の理解と連絡・調整の方法
◎ 個別援助計画の考え方と作成方法
他職種との連携について
◎ ショートステイ相談員の心構え ほか

～元東京ディズニーリゾート研修講師による実践研修～
受講料

10：15～17：15

名古屋市東区堅杉町 1 番地

一般：11,000 円

（名鉄瀬戸線「東大手」駅

配信加入者：5,500 円

徒歩 8 分）

著書：ディズニーランドが教えてくれたみんなが笑顔で働ける習慣

10：00～17：00

名古屋市東区堅杉町 1 番地

9：50～16：50

名古屋市東区堅杉町 1 番地

受講料

一般：11,000 円

（名鉄瀬戸線「東大手」駅

受講料

徒歩 8 分）

一般：11,000 円

（名鉄瀬戸線「東大手」駅

配信加入者：5,500 円

配信加入者：5,500 円

徒歩 8 分）

名古屋

医療・介護職のためのアンガー・コントロール（怒り感情の自己制御）

日時

2020 年 4 月 25 日

場所

ウィルあいち

カリキ
ュラム

【「怒り感情」の理解】「いま、そこにある危機」への反応！、
「怒り感情」にセルフ・モニタリング
怒りの脳科学システム、
「怒り感情」の機能、「怒り感情」の悪循環、アンガー・マネジメント定義
【対人ストレスの構造】
「怒り感情」は無定形・多方向、混沌から秩序を読み操作するセルフ・コントロール！
【コーピング・スキル】ディレイ・テクニック（遅延介入法）
、グラウンディング（対象振替法）
コーピング・メッセージ（対処命題法）、タイムアウト（空間移動法）、
「怒り感情に支配されない対話！
【対人リテラシー】コア・ビリーフ（中核信念）、アンパンとドーナツの信念？、対人リテラシーの対人態度

講師

品川博二/ 臨床心理士、日本ケア・カウンセリング協会代表理事

受講料

10：00～16：00

名古屋市東区堅杉町 1 番地

一般：12,000 円

（名鉄瀬戸線「東大手」駅

配信加入者：6,000 円

徒歩 8 分）

関西
大阪

介護職のためのここは抑えておきたい接遇マナー基礎研修

日時

2020 年 2 月 14 日

場所

国労大阪会館

カリ
キュ
ラム

◎介護現場の接遇マナーとビジネスマナーの違い
◎ 接遇マナーのできている現場の７つの実践
◎接遇マナーができていく順番
◎ 接遇の目指すもの
◎身だしなみチェック
◎ことばづかい・現場で普段使っている気をつけたいことば
◎優しさが伝わる態度
◎相手をいやす笑顔 ほか

講師

濱島しのぶ/ 介護支援専門員、全米 NLP 協会、日本 NLP 協会、LAB プロファイルプラクティショナー認定資格

大阪

「利益を生み出す」生活相談員の仕事術

日時

2020 年 2 月 15 日

場所

国労大阪会館

カリ
キュ
ラム

◎「競争時代」の相談員の役割とは
◎現場と経営者の両方の期待に応えるには
◎特養相談員の中核業務は「入退所」
◎デイ相談員の目指す方向性と戦略の立て方
◎ショート相談員が行うアフターケアの重要性
◎法則を活用した「営業」の方法
◎ケアマネジャーとの上手な関わり方
◎「ウリ（他社にない強み）
」を見出す発想転換
◎稼働率を均一化させるテコ入れ方法
◎目指す方向は「狭く」から「広く」
ほか

講師

口村淳/ 特別養護老人ホーム淡海荘介護課長、博士（社会福祉学）、介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

大阪

経験２年未満の職員及び新人教育担当者向け「介護の基本を身につけるための集中講座」

日時

2020 年 2 月 29 日

場所

国労大阪会館

カリ
キュ
ラム

基礎編（８項目）と、各論編（13 項目）を１日で学んでいただきます
【基礎編】１．介護の仕事が必要な背景 ２．考えてみよう！～利用者の立場になる、尊厳と自立支援～
３．介護職の役割と介護保険制度 ４．不適切ケアと接遇・マナー ５．虐待・身体拘束防止
６．個人情報・プライバシーの保護 ７．チームケアの必要性 ８．法令に基づくサービス提供
【各論編】１．食事のケア ２．排泄のケア ３．入浴のケア ４．睡眠のケア ５．移動・移乗のケア
６．様々な生活行為のケア ７．福祉用具・環境整備 ８．医療との関わり ９．認知症の基本
10．リスクマネジメント 11．家族、地域との関わり 12．ターミナルケア 13．介護職の基本姿勢

講師

榊原宏昌/ 介護福祉士、介護支援専門員、天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社代表取締役

大阪

臨床死生学

日時
場所

2020 年 3 月 21 日
国労大阪会館

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

～相談援助と稼働率管理の両立を目指して～

10：00～16：00

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

～死別から共存への心理学～
10：00～16：00

受講料

一般：12,000 円

配信加入者：6,000 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

カリ
キュ
ラム

【臨床死生学とは】臨床死生学会の定義、ケア・カウンセリングの定義
【ターミナルケアの原義】キリスト教におけるモードチェンジ、我が国の終末期医療管理
【人称構造からの「死」
】一人称の混沌、三人称の「死の事実」
、二人称の「命」
【個体の死から「関係の命」へ】メメントモリ：常に死を自覚して生きよ！
間主観性：自己と他者との間に命は現象する
【セルフ・エンゲージメント】感覚・感情・思考のセルフ・エンゲージメント、死を扱うケア従事者の根拠地

講師

品川博二/ 臨床心理士、日本ケア・カウンセリング協会代表理事

大阪

介護虐待を起こさないための基礎研修

日時

2020 年 3 月 26 日

場所

国労大阪会館

カリ
キュ
ラム

受講料

9：30～16：30

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

【虐待の基礎知識】虐待とは、背景、種類と程度
【認知症と虐待】認知症の理解と虐待防止の取り組み
【虐待発生時の対応】利用者、家族、職員、行政
【虐待を未然に防ぐには】虐待の芽を摘むための視点、メンタルヘルスとストレスチェック
【組織的な取り組み】組織体制の整備、具体的な取り組み

【高齢者の笑顔のために】まとめ

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、グループホームあんずの家 施設長

大阪

介護記録研修会

日時

2020 年 3 月 27 日

場所

国労大阪会館

カリ
キュ
ラム

【介護記録の目的と重要性（座学）
】
【介護記録の課題と整備（座学）】記録の知識と技術、記録の確認のポイント（事例を交えて）
、
分かりやすく正確な記録の基本視点、書式の改訂の基本知識
【介護記録の書き方（個別演習）】介護記録の実践、介護記録の確認

～ 実地指導と法令遵守のためにも必要な視点を網羅 ～
9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

～介護場面の映像を基に実際に記録を書いて確認します。
講師

石橋亮一/ 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護予防運動指導員

大阪

職員の育成及び連携のための「伝える力」「聞く力」向上研修

日時

2020 年 4 月 17 日

場所
カリ
キュ
ラム

国労大阪会館

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

大阪

フレイル・ロコモティブシンドローム基礎研修

日時

2020 年 4 月 22 日

場所

国労大阪会館

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

◎報告・連絡・相談について
◎なぜ情報が伝わらないのか
◎伝える力（正しく伝える知識と技術）
◎聞く力（正しく聞く知識と技術）
◎人材育成のためのコミュニケーションの知識と技術
◎演習

★フレイル

受講料

9：30～16：30

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）
●フレイルとは？ ●フレイル状態に至るとどうなるか？ ●フレイル・サルコペニア・ロコモの

関係 ●フレイルの原因 低栄養とフレイルの関係 ●フレイルの進行 フレイルの多面性 ●フレイルの診断
Fried の基準 基本チェックリスト 簡易チェック（指輪っかテスト イレブンチェック） ●フレイルの予防 運
動療法と栄養療法 社会参加 フレイルサイクルとは サルコペニア ●フレイルが重症化しないためのケア 日
常生活に運動の要素を取り入れる 持病のコントロール 感染症の予防 孤食よりも共食 口腔機能のケア 社会
活動に積極的に参加するとフレイルを防げる

カリ
キュ
ラム

★ロコモティブシンドローム

●ロコモティブシンドロームとは？ ●ロコモティブシンドロームの定義 ●

予防がなぜ必要なのか？ ●要介護の原因となるロコモ ●ロコモの原因 加齢による生活習慣による運動器の
機能低下 運動器疾患の発症による移動機能の低下 ●ロコモをチェックする ロコモチェック 立ち上がりテ
スト 2 (ツー) ステップテスト ロコモ 25 ●症状が出る年齢は？ ●症状が進む過程 ●ロコモの予防 ロコモ
とメタボリックシンドロームの関係 肥満・痩せすぎとロコモ 運動管理による予防（ロコトレ、ヒールレイズ、
フロントランジ） 栄養管理による予防 ●ロコモのケア 運動器疾患を伴う場合（腰痛体操、膝痛体操） 運動
習慣を取り入れる（軽い体操 ストレッチング） ★実技

●ロコモ度テスト（ロコモチェック 立ち上がりテ

スト 2 (ツー) ステップテスト ロコモ２５） ●ロコトレ（片足立ち スクワット ヒールレイズ
ンジ 軽い運動 ストレッチング）

講師

フロントラ

●基本チェックリスト（指輪っかテスト イレブンチェック BMI）

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

大阪

脳血管障害（脳卒中）の基礎知識とケアの技術

日時

2020 年 4 月 23 日

場所

国労大阪会館

カリ
キュ
ラム

【脳血管障害とは？】
【脳血管障害の分類と原因】
【脳血管障害に伴う後遺症】・運動マヒ・感覚マヒ・高次脳機能障害・構音障害・右片マヒと左片マヒ共通の
障害とそれぞれ特有の障害
【運動マヒのステージと簡易検査法】
【運動マヒのステージと生活】上肢及び下肢
【拘縮を防ぐには】・拘縮した指の開き方 【高次脳機能障害の色々】
・記憶障害・注意障害・遂行機能障害
・地誌的見当識障害・失語症・失行・失認・社会的行動障害 【脳血管障害のケアのポイント】・失行・失認
への関わり方・左マヒに伴う性格変容・同名半盲、構音障害、失語症への関わり方・脳血管障害者の生活の
場でのリハビリ・環境整備（住環境・福祉用具）・公的支援制度 【実技指導】 ・三角巾の付け方・拘縮
を防ぐ運動（手首・前腕）
・拘縮を防ぐ運動（肘・肩）・拘縮を防ぐ運動（股関節・膝関節）

講師

大塚洋/ 理学療法士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、新しい介護研究所代表

大阪

介護リーダー養成研修

日時

2020 年 4 月 28 日

場所

国労大阪会館

カリ
キュ
ラム

【役割】介護リーダーって、何をするの？
【指示・指導】ベテランスタッフに指示・指導ができないのは、なぜ？
・事例検討
【スタッフ教育】やる気のないスタッフ、指示まちスタッフの対処法がわからない！
【情報共有】沢山ある情報をスタッフ間で共有できないのは、なぜ？
・事例検討
【問題解決力】スタッフ同士が、仲が悪くてリーダー業務が行えない
・事例検討
【リーダーシップ】介護リーダーに必要なリーダーシップがわからない
・事例検討

講師

三田村薫/ 介護支援専門員、一般社団法人日本ポジティブ教育協会認定レジリエンス・トレーナー

9：30～16：30

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

（一日短期集中コース）

10：00～16：00

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

大阪市北区錦町 2-2 （ＪＲ天満駅より徒歩５分）

中国・四国
広島

看取りケア研修実践編

日時

2020 年 2 月 12 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

【看取りケアの基本】
・看取りケアとは ・看取りケアの考え方
【看取りケアの体制作り】
・事業所内の体制作り ・医療等との連携 ・家族との協力体制
【看取りケアの支援の実際】・利用者への具体的な支援 ・家族への具体的な支援
【事例を通した実践の理解】事例紹介

講師

田島利子/ 介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア専門士、グループホームあんずの家 施設長

広島

職員の育成及び連携のための『伝える力』 『聞く力』向上研修

日時

2020 年 2 月 13 日

場所
カリ
キュ
ラム

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

9：30～16：30

9：30～16：30

受講料

受講料

一般：11,000 円

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

配信加入者：5,500 円

◎報告・連絡・相談について
◎なぜ情報が伝わらないのか
◎伝える力（正しく伝える知識と技術）
◎聞く力（正しく聞く知識と技術）

◎人材育成のためのコミュニケーションの知識と技術

◎演習

広島

介護記録研修

日時

2020 年 2 月 14 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

【記録の目的】記録の目的、記録が薄くなる背景、記録の構造、記録を書けない本質
【記録の基本】記録に求める基本的要素、記録の形態、記録を深めるツールや方法
【記録の実際】事例から学ぶ記録の確認のポイント、事例から学ぶ記録の注意事項、
事例から学ぶ書式の確認のポイント、事例から学ぶ書式の注意事項
【個人演習】個人演習、解説
【記録の体制】記録を活かす基礎知識、サービス向上に繋げるための具体的な取り組み
【記録のまとめ】記録のまとめ、取り組みの優先順位

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

広島

介護職のためのここは抑えておきたい接遇マナー基礎研修

日時

2020 年 3 月 30 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

◎介護現場の接遇マナーとビジネスマナーの違い
◎ 接遇マナーのできている現場の７つの実践
◎接遇マナーができていく順番
◎ 接遇の目指すもの
◎身だしなみチェック
◎ことばづかい・現場で普段使っている気をつけたいことば
◎優しさが伝わる態度
◎相手をいやす笑顔 ほか

講師

濱島しのぶ/ 介護支援専門員、全米 NLP 協会、日本 NLP 協会、LAB プロファイルプラクティショナー認定資格

広島

介護職員向け

日時

2020 年 3 月 31 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

◎「仲良し」が良いチームとは限らない ～介護現場における「真のチーム」を理解する
◎リーダーを孤独にさせないために ～リーダーの役割と思いを知る
◎リーダーの能力はメンバーの「行動」で向上する ～メンバーシップについて考える
◎「指示待ち」だけではチーム力は向上しない！ ～チーム力を向上させるメンバーの行動とは
◎演習（メンバーシップを発揮するために）

講師

三田村薫/ 介護支援専門員、一般社団法人日本ポジティブ教育協会認定レジリエンス・トレーナー

広島

チーム及び組織力向上研修

日時

2020 年 4 月 6 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

【チーム力向上】チームワークとは、チームの成長プロセス、役割分担と協力体制、相互理解
合意形成の基本、行動様式について
【組織力向上】リーダーの役割、働きやすい環境整備、目的・目標の共有、変化を拒む本質
人材育成に向けたリーダーの姿勢

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

広島

相談援助が上達する研修会

日時

2020 年 4 月 7 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

【交流分析】エゴグラム、自己覚知、頼み方の上手な方法
【相談援助面接技術】開かれた質問、繰り返し、感情の反射など
【相談援助職としての接遇マナー】面接・訪問のマナー、敬語の適切な用い方
【ソーシャルワークの基本】社会福祉援助技術とは
【相談援助業務の上達方法】スーパービジョン、ストレスマネジメント

講師

竹内太一/ 主任介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、ヘルパー研修・ケアマネジャー研修講師

9：30～16：30

9：45～16：45

受講料

受講料

一般：11,000 円

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

配信加入者：5,500 円

メンバーシップ研修会
10：00～16：00

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

～リーダー対象（候補含む）～

10：00～16：00

9：30～16：30

受講料

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

～介護支援専門員、生活相談員、支援相談員など必見～
受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

広島

通所介護・生活相談員

スキルアップ研修会

日時

2020 年 4 月 20 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

【介護、そして介護を支える社会のしくみと生活相談員の役割】
【生活相談員業務に必要な法令の理解（介護保険法、指定基準）
】

講師

石橋亮一/ 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護予防運動指導員

広島

サービス提供責任者 スキルアップ研修会

日時

2020 年 4 月 21 日

場所

広島県健康福祉センター 広島市南区皆実町 1-6-29 （市内電車「南区役所前」徒歩３分）

カリ
キュ
ラム

【介護、そして介護を支える社会のしくみとサービス提供責任者の役割】
【サービス提供責任者の業務に必要な法令の理解（介護保険法、指定基準）
】

講師

石橋亮一/ 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護予防運動指導員

9：30～16：30

～ 通所介護計画作成編～

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

【事例を用いた演習 ～アセスメントから通所介護計画作成まで～】

9：30～16：30

～訪問介護計画作成編～
受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

【演習 ～要介護の事例を用いたアセスメントの実施、訪問介護計画の作成～】

九州・沖縄
福岡

介護記録研修

日時

2020 年 2 月 19 日

場所

福岡消防会館

カリ
キュ
ラム

【記録の目的】記録の目的、記録が薄くなる背景、記録の構造、記録を書けない本質
【記録の基本】記録に求める基本的要素、記録の形態、記録を深めるツールや方法
【記録の実際】事例から学ぶ記録の確認のポイント、事例から学ぶ記録の注意事項、
事例から学ぶ書式の確認のポイント、事例から学ぶ書式の注意事項
【個人演習】個人演習、解説
【記録の体制】記録を活かす基礎知識、サービス向上に繋げるための具体的な取り組み
【記録のまとめ】記録のまとめ、取り組みの優先順位

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

福岡

チーム及び組織力向上研修

日時

2020 年 2 月 20 日

場所

福岡消防会館

カリ
キュ
ラム

【チーム力向上】チームワークとは、チームの成長プロセス、役割分担と協力体制、相互理解
合意形成の基本、行動様式について
【組織力向上】リーダーの役割、働きやすい環境整備、目的・目標の共有、変化を拒む本質
人材育成に向けたリーダーの姿勢

講師

神智淳/ 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院学院長、日本健康医学会監事、福祉サービス第三者評価者

福岡

介護職員向け

日時

2020 年 2 月 21 日

場所

福岡消防会館

カリ
キュ
ラム

◎「仲良し」が良いチームとは限らない ～介護現場における「真のチーム」を理解する
◎リーダーを孤独にさせないために ～リーダーの役割と思いを知る
◎リーダーの能力はメンバーの「行動」で向上する ～メンバーシップについて考える
◎「指示待ち」だけではチーム力は向上しない！ ～チーム力を向上させるメンバーの行動とは
◎演習（メンバーシップを発揮するために）

講師

三田村薫/ 介護支援専門員、一般社団法人日本ポジティブ教育協会認定レジリエンス・トレーナー

9：30～16：30

受講料

福岡市博多区中洲中島町 3-10 （西鉄バス

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

中州バス停から徒歩１分）

～リーダー対象（候補含む）～

10：00～16：00

受講料

福岡市博多区中洲中島町 3-10 （西鉄バス

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

中州バス停から徒歩１分）

メンバーシップ研修会
10：00～16：00

受講料

福岡市博多区中洲中島町 3-10 （西鉄バス

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

中州バス停から徒歩１分）

福岡

ショートステイにおける相談援助の課題と生活相談員の役割

日時

2020 年 2 月 29 日

場所

福岡商工会議所

カリ
キュ
ラム

◎
◎
◎
◎

講師

口村淳/ 特別養護老人ホーム淡海荘介護課長、博士（社会福祉学）、介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

福岡

経験２年未満の職員及び新人教育担当者向け「介護の基本を身につけるための集中講座」

日時

2020 年 3 月 7 日

場所

福岡商工会議所

カリ
キュ
ラム

基礎編（８項目）と、各論編（13 項目）を１日で学んでいただきます
【基礎編】１．介護の仕事が必要な背景 ２．考えてみよう！～利用者の立場になる、尊厳と自立支援～
３．介護職の役割と介護保険制度 ４．不適切ケアと接遇・マナー ５．虐待・身体拘束防止
６．個人情報・プライバシーの保護 ７．チームケアの必要性 ８．法令に基づくサービス提供
【各論編】１．食事のケア ２．排泄のケア ３．入浴のケア ４．睡眠のケア ５．移動・移乗のケア
６．様々な生活行為のケア ７．福祉用具・環境整備 ８．医療との関わり ９．認知症の基本
10．リスクマネジメント 11．家族、地域との関わり 12．ターミナルケア 13．介護職の基本姿勢

講師

榊原宏昌/ 介護福祉士、介護支援専門員、天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社代表取締役

那覇

業務改善を通して働きやすい職場を創る基礎研修 ～業務に追われない一日をつくるために～

日時

2020 年 3 月 12 日

場所

沖縄県総合福祉センター 那覇市首里石嶺町 4 丁目 373-1

カリ
キュ
ラム

【問題解決、業務改善の７つの段階】ストレングス視点で組織を見る
ＰＤＣＡサイクルのメリットと不都合な罠 他
【現場を徹底分析】分析の視点やその手法、何のために現場を分析するのか
チームで理想の現場を共有するために 他
【行動につながる業務改善ポイント】
「動かない」「いつの間にか」はなぜおこるのか
スタッフの成長とモチベーションを引き出す対話力
その一言が指示待ち人間を作っている
業務改善の成果を出す５つのポイント 他

講師

小田昌敬/ 社会福祉士、ファシリテーター株式会社代表取締役、社団法人広島県社会福祉会理事

那覇

介護職員のための仕事の姿勢の確認研修

日時

2020 年 3 月 13 日

場所

沖縄県総合福祉センター 那覇市首里石嶺町 4 丁目 373-1

カリ
キュ
ラム

【社会人とは？】 学生と社会人の違い、仕事を通じて社会に貢献する、チームの一員として働く、組織で求
められる人材とは？、勤務外のふるまい 【ルールの遵守】社会のルール、コンプライアンス（法令順守）、
社会人として守るべき職場のルール（出勤時・外出・休憩時、社外でのマナー、健康管理の徹底、休暇・遅刻・
退職） 【ビジネスマナー】第一印象は大切（身だしなみ、表情・態度、話し方、挨拶）言葉遣い（敬語、社
会人に求められる言葉遣い、言葉遣いの基本）電話応対（電話応対 3 つの鉄則、電話応対のフロー、電話の受
け方・取り次ぎ方、ビジネス電話でよく使われる表現、電話のかけかた）来客応対・訪問時のマナー（ご案内
の仕方、席次、名刺交換、お見送りの際の気配り、訪問時の基本マナー） 【チームに貢献する仕事の進め方】
新人の仕事の進め方、仕事の指示を受ける、方法と時間を確認する、仕事をする上での判断材料、仕事を始め
る、中間報告、タイミング、報連相、終了報告の前の確認、仕事を振り返る、失敗のとらえ方、必要なのは振
り返りと改善 【メールのマナー】メールの心構え、メールとほかの通信手段の違い、メールのマナーを守る、
わかりやすい文章・構成で作成する、メールの注意事項、携帯メールや SNS との違い、添付ファイルの使い方、
メールのセキュリティ、メールの構造、メール作成のポイント

講師

小田昌敬/ 社会福祉士、ファシリテーター株式会社代表取締役、社団法人広島県社会福祉会理事

10：00～16：00

福岡市博多区博多駅前 2-9-28

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄祗園駅徒歩５分）

ショートステイの意義と特長について
◎ ショートステイの構造的課題とは
ショートステイ相談員の業務の実態
◎ 予約管理・稼働率管理のノウハウ
ショートステイを利用する家族の理解と連絡・調整の方法
◎ 個別援助計画の考え方と作成方法
他職種との連携について
◎ ショートステイ相談員の心構え ほか

9：30～16：30
福岡市博多区博多駅前 2-9-28

10：00～17：00

10：00～16：00

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

（地下鉄祗園駅徒歩５分）

受講料

受講料

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

(モノレール石嶺駅下車徒歩 10 分)

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

(モノレール石嶺駅下車徒歩 10 分)

那覇

介護職員向け

メンバーシップ研修会

日時

2020 年 4 月 8 日

10：00～16：00

場所

沖縄県総合福祉センター 那覇市首里石嶺町 4 丁目 373-1

カリ
キュ
ラム

◎「仲良し」が良いチームとは限らない ～介護現場における「真のチーム」を理解する
◎リーダーを孤独にさせないために ～リーダーの役割と思いを知る
◎リーダーの能力はメンバーの「行動」で向上する ～メンバーシップについて考える
◎「指示待ち」だけではチーム力は向上しない！ ～チーム力を向上させるメンバーの行動とは
◎演習（メンバーシップを発揮するために）

講師

三田村薫/ 介護支援専門員、一般社団法人日本ポジティブ教育協会認定レジリエンス・トレーナー

福岡

事故予防と緊急時対応研修

日時

2020 年 4 月 23 日

場所

福岡消防会館

カリ
キュ
ラム

【緊急時対応の原則】普段からの準備、医療と介護の連携
【緊急時の対応方法】苦痛を和らげる、救急車を呼ぶための準備
【観察のポイント】緊急性の高いバイタルサイン、症状と注意するべき状態
【事故予防のための視点】誤飲・誤嚥・窒息 【事故発生時の対応】誤飲・誤嚥・窒息・出血時・骨折・火傷

講師

大瀧厚子/

福岡

医療連携に必要な知識と技術

日時

2020 年 4 月 24 日

場所

福岡消防会館

カリ
キュ
ラム

【連携に必要な視点】各職種の特徴と求められる役割、連携に必要な「気づき」
【連携に役立てる基礎知識】
高齢者の病気の特徴、観察の視点、体調変化とその対応、疾患の理解、薬の基本、看取り
【連携の技術】他職種との連携のコツ、社会資源の活用

講師

大瀧厚子/

受講料

9：30～16：30

受講料

福岡市博多区中洲中島町 3-10 （西鉄バス

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

(モノレール石嶺駅下車徒歩 10 分)

一般：11,000 円

配信加入者：5,500 円

中州バス停から徒歩１分）

保健師、看護師、介護支援専門員、福祉施設士、元特別養護老人ホーム施設長

受講料

9：30～16：30

福岡市博多区中洲中島町 3-10 （西鉄バス

一般：12,000 円

配信加入者：6,000 円

中州バス停から徒歩１分）

保健師、看護師、介護支援専門員、福祉施設士、元特別養護老人ホーム施設長

研修詳細はホームページでもご確認いただけます。「お茶の水ケアサービス学院」で検索
していただき、「介護フォローアップ研修」のページをご参照ください。
お申込み 以下、キャンセル事項にご承諾後、必要事項をご記入のうえファックスにてお申込み下さい
キャンセル事項：お申し込み後（お申込み日を１日目とします）
、7 日目以降のキャンセルについては、お振込
前でも受講料の半額がかかります。 尚、申込日に拘らず開催日の 14 日前以降は全額のキャンセル料がかかりま
すのでご注意下さい。 ※キャンセルのご連絡がない場合は、キャンセル扱いにはなりませんのでご注意下さい

フォローアップ研修【２～４月】申込書
申込希望日
研修名
お名前
住所
TEL

月

日

FAX０３-３８６３-４００６
ネット配信加入の有無

ﾌﾘｶﾞﾅ

役職
事業所名

（〒

-

）
（ 事業所 ・ 自宅 ）

FAX

E-mail

お申込書受付後、詳細を送付いたしますのでご確認ください。
お問合せ：お茶の水ケアサービス学院 TEL０３-３８６３-４０００

有

無

