
No 氏名 武田　英二
専門：医師

　医療と栄養

No 氏名 武田　英二
専門：医師

　医療と栄養

No 氏名 小谷　盛子
専門

　高齢者介護

No 氏名 小谷　盛子
専門分野

　高齢者介護

No
所属学科 介護福祉学科 氏名 河野　和代 専門：介護福祉士

　高齢者介護

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 河野　和代
専門：介護福祉士

　高齢者介護

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 河野　和代
専門：介護福祉士

　高齢者介護

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 河野　和代
専門：介護福祉士

　高齢者介護

4

テーマ:介護職員のキャリア形成 備考

内容：介護職員のモチベーションを高めるために個人の目標を明確にしたり、ベテラン職員が新人職員を手

助けしたりする等の具体的方法について一緒に考えます。

5

テーマ：介護福祉士の役割

国家資格である介護福祉士の役割、専門性、今後の介護福祉士に求められるもの、期待されることについて

共に考えましょう。

備考

令和２年度地域医療介護総合確保基金事業(キャリアアップ研修）

令和２年度健祥会学園　介護出張講義

テーマ：介護職人財のキャリアアップについて

内容：介護は専門知識とともに人格が求められる職業です。その中で、介護人財が自己肯定感をもってキャ

リアアップを図る方法や考え方について概説します。

備考

1

備考

内容：高齢者虐待防止法、身体拘束禁止、不適切ケアについての基本的な考え方を学び、尊厳ある介護につ

いて共に考えましょう。

7

テーマ：排泄介助の基礎知識 備考

内容：排泄は、生命を維持し健康な生活を送るうえで欠かせない行為であり、人間の尊厳にかかわるプライ

ベートな部分であります。排泄の自立に向けて、どのように考え支援していくことが必要か、排泄に関する

基本的な講義です。

テーマ：介護福祉士の倫理について考える

6

備考

認知症VR体験（期間限定と

なりますので、ご相談くだ

さい）

内容：介護の専門職として、認知症を有する人を理解し、パーソンセンタード・ケアを実践するには、まず

認知症についての基礎知識をもつことが必要です。認知症についての基礎知識を持ち、認知症の人の気持ち

を察することができることを目的とした講義です。

テーマ：認知症についての基礎知識、認知症の人の思いを尊重したサポート方法を考える

8

テーマ：医療的ケア 備考

校長

校長

副主管

副主管

内容：経管栄養と喀痰吸引についての基礎知識と留意点について講義します。2

3

テーマ:介護の基本 備考

内容：介護って何？介護ってどうすること？生活って何？ｺﾆｭﾐｹｰｼｮﾝって何？等の介護の基本を一緒に考え

ます。



No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美
専門：看護師

　発達と老化の理解

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美
専門：看護師

　こころとからだのしくみ

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美
専門：看護師

　こころとからだのしくみ

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美
専門：看護師

　こころとからだのしくみ

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐々木　よし美
専門：看護師

　高齢者介護

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 細田　章
専門

　生物

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 細田　章
専門

　コミュニケーション

No 所属学科 介護福祉学科 氏名 佐藤　淳史
専門：介護福祉士

　高齢者介護

No 所属学科 作業療法学科 氏名 佐藤　美智子
専門：作業療法士

　老年期障害

16

テーマ：新人職員のための介護保険制度 備考

内容：介護保険の申請の流れや、各サービスについて解説します。

備考

内容：認知症をもつ人への関わり方と介入の実践を考えて実施してみましょう。17

テーマ：認知症高齢者に対するアクティビティとレクリエーション

備考

内容：高齢者に多い疾患や生活習慣病について生物学的・生理学的に解説します。病態の原因を知ることか

ら理解を深めましょう。

13

テーマ：介護現場におけるリスクマネジメント 備考

このテーマについては、11月

からの受付となります。
内容：日常の介護場面でリスクを回避するためには、どのようなことに心がけなければならないか考えてみ

ましよう。

15

テーマ：人との上手な付き合い方 備考

内容：人間の心理や考え方を通して、円滑なコミュニケーション方法について紹介し実践してみましょう。

キーワードはアサーティブ、褒める、メンタルヘルス。

14

テーマ：疾患の基礎生物学

備考

このテーマについては、11月

からの受付となります。
内容：加齢による身体の機能の低下（感覚器・口腔を含む）について知識を深めましょう。

備考

このテーマについては、11月

からの受付となります。
内容：正確なバイタル測定方法（体温・脈拍・呼吸・血圧）を身につけ、アセスメント能力をアップしま

しょう。

テーマ：観察（フィジカルアセスメント）とバイタル測定

12

9

テーマ：高齢者に多い疾患と観察点および対応について 備考

内容：日々の利用者のからだの変化に気づく観察点について学びましょう。

10

テーマ：終末期における看取りのありかた 備考

このテーマについては、11月

からの受付となります。
内容：施設における多職種での連携をスムーズに行う上で大切なことは何か。介護福祉士の役割について考

えてみましょう。

11

テーマ：高齢者におけるこころとからだの変化について



No 所属学科 作業療法学科 氏名 佐藤　美智子
専門：作業療法士

　老年期障害

No 所属学科 作業療法学科 氏名 川畑　浩二
専門：作業療法士

 　精神医学

No 所属学科 作業療法学科 氏名 井手　法子
専門：作業療法士

　高齢者介護

No 所属学科 作業療法学科 氏名 井手　法子
専門：作業療法士

　高齢者介護

No 所属学科 理学療法学科 氏名 松浦　康・北田　功
専門：理学療法士

　運動療法

No 所属学科 理学療法学科 氏名 松浦　康・北田　功
専門：理学療法士

　運動療法

No 所属学科 理学療法学科 氏名 森下　照大・北田　功
専門：理学療法士

　理学療法

No 所属学科 理学療法学科 氏名 板東　正記
専門：理学療法士

　理学療法

No 所属学科 理学療法学科 氏名 隅田　奈美
専門：理学療法士

　理学療法

22

テーマ：介護者のための腰痛体操 備考

内容：腰痛についての説明と家庭でできる腰痛体操を指導します。

23

テーマ：介護者のための肩こり体操 備考

内容：肩こりについての理解と家庭でできる肩こり体操を指導します。

26

テーマ　集団体操の基本と実践 備考

内容：利用者に対して実施する集団体操の効果の基礎知識を伝達します。

また、職員自身の体操習慣による体力維持・向上にもつながります。

24

テーマ　安全な移動・移乗の支援技術(リハビリテーションの視点を含む) 備考

内容：要介護者の移動・移乗の支援において、個人の状態に応じた安全な支援技術について練習しましょ

う。

25

テーマ：姿勢の見方、改善ストレッチ 備考

内容：要介護者に対して姿勢の見方・改善ストレッチ技術を伝達します。

また、介護職員の姿勢改善、怪我の予防に役立ててください。

20

テーマ：する側・される側に楽な介護方法の実践 備考

内容：寝台介護で多発する腰痛予防と介護の工夫について学びます。

21

テーマ：入浴介助の方法 備考

内容：在宅訪問での入浴サービスについて、安全な入浴方法や福祉用具を学びます。

18

テーマ：認知症のタイプ別アセスメントと実践 備考

内容：認知症の主な原因疾患の症状と経過の理解と、タイプ別の関わり方を考えてみましょう。

19

テーマ：ストレス解消法 備考

内容：ストレス軽減の方法について学びましょう。



No 所属学科 理学療法学科 氏名 池住　祐哉
専門：理学療法士

　福祉機器・介護ロボット

No 所属学科 保育学科 氏名 山地　貴子
専門：保育士

障害児保育

No 所属学科 保育学科 氏名 山地　貴子
専門：保育士

障害児保育

No 所属学科 保育学科 氏名 宮城　祐太郎
専門：保育士

レクリエーション

No 所属学科 保育学科 氏名 園木　夏江
専門：保育士

乳児保育

No 所属学科 保育学科 氏名 坂口　陽子
専門：保育士

レクリエーション

32

テーマ　楽器を作って演奏してみよう　 備考

内容：身近にあるものを使って楽器を作り、作った楽器で曲に合わせて合奏して楽しみま　　しょう。

29

テーマ　発達障がいの疑似体験 備考

10月中旬から下旬予定
内容：ADHD、聴覚過敏、視覚過敏についてのVR体験を通して、本人にしか分からない困難さを感じ、障

がい理解につなげます。

30

テーマ　身体レクリエーション 備考

内容：楽しく体を動すことのできるレクリエーションを体験してみましょう。

31

テーマ　わらべうたや童謡　 備考

内容：懐かしいわらべうたや童謡を思い出して一緒に楽しみましょう。

27

テーマ：福祉機器や介護ロボットの紹介 備考

内容：利用者や職員自身の抱える問題点に対して対応できる機器や介護ロボットの紹介を行います。

28

テーマ　発達障がいの基礎知識 備考

内容：見た目では分からない困難さを抱えている発達障がいの特徴と対応の方法について学び、一人一人に

応じた関わりについて考えましょう。


