
平成30年度 公益社団法人埼玉県介護老人保健施設協会研修会予定表 
月 日 時 間 回 研修会名 会     場 研    修    内    容 講    師 定員

　戸坂 心 氏

　老健　いづみケアセンター

県民活動総合センター 　本間 義昭氏　石川 恵美氏

セミナーホール1 　 (株)キャリアファクトリー２１

施設見学会

～施設の特色、４月からの介護報酬改定での取り組み等について～

基本介助 介護現場における身体介助（起居・移乗）の基本 　田方 逸朗氏(PT)　橋場 詩織氏(PT)

口腔ケア 基本的な介助方法を学ぶ 　土佐 侑司氏(OT)　老健  すみよし

　神山 知子氏 介護福祉士　

　老健 遊

　鈴木 康夫氏 (PT)

　老健 うらら

介護老人保健施設における看取りについて学ぶ 　小池 真由美氏

～ご本人だけではなく家族や周りの方もやすらかな看取りのために～ 　老健 鶴ヶ島ケアホーム副施設長 

リハビリ リハビリ関係職員初任者研修 　中野 佳子氏  老健 ハーティハイム  

関係職員 リハビリ関係職員初任者向けに、心得や役割などを伝える 　永原 俊昭氏  老健 トワーム熊谷

県民活動総合センター 高齢者施設におけるアクティビティ・ケア~ケアの基礎知識と現場で活かせる実践集~ 　高齢者アクティビティ

210ｾﾐﾅｰ室 現場におけるアクティビティ・ケアの基礎と実践例を学ぶ 　開発センター職員　２名

県民活動総合センター 高齢者への食事・口腔ケアの介助について~摂食嚥下障害のある利用者への介助・ケア~

210ｾﾐﾅｰ室 摂食嚥下についての知識とケアを学ぶ

介護・医療の同時改定を受けて

～ソーシャルワーカーだからこそ大事にしたいこと～

様々な報酬改定がある中でｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰとして忘れてはならない価値があることを学ぶ

リスク リスクマネジメントの基礎 　長岡 秀和氏

マネジメント リスクマネジメントの基礎について学ぶ 　㈱川原経営総合センター

県民活動総合センター 老健の理念と役割～認知症利用者の理解を深める～ 　佐藤 龍司氏

210ｾﾐﾅｰ室 老健の理念と役割を学び、認知症の利用者へどう向き合っていくかを考える 　埼玉老健協会理事

　AM:斉木 実氏　　 埼玉医科大学医師

　PM:小林 泉氏　　 緩和ケア認定看護師

　PM:福田 美津子氏

多職種による 県民活動総合センター コミュニケーション技術を学ぶ 　杉長 彬 氏

ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ セミナーホール1 多職種連携のための協力を学ぶ 　ﾘﾊﾋﾞﾘｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所

リハビリ 重度者・終末期ケア研修会

関係職員 重度者や終末期におけるケアを多職種で学ぶ

県民活動総合センター 「自分の介護への関わり方について考えよう！」～今、現場で何ができるか～ 　神山 知子 氏

210ｾﾐﾅｰ室 ケアについての知識、考え方を学び、今、介護士として何をすべきかを学ぶ 　老健 遊

AM:埼玉県介護老人保健施設版嚥下食マップについて・学会分類2013について 　山下 里美氏（AM）

PM:「重度者について～出会いから最後までその人らしいケアを考える～」(仮題) 　上尾中央総合病院

グループディスカッション 　摂食・嚥下障害認定看護師

各々の職種が自身の役割を再度考え、施設、地域社会でできることを考える機会をつくる 　佐々木  淳氏（PM）

　医療法人社団  悠翔会  理事長  

重度認知症のターミナルケア 　内海 巨史氏 

終末期ケア 　老健 ビッラベッキア

老健 1日目認知症介護の実践と展開について　　2日目ICFについて 　さいたま市認知症

高齢者ｹｱｾﾝﾀｰゆらぎ 認知症とICFについて学ぶ 　介護指導者

施設見学会

～基本的な介助方法や施設の特色、取り組みを学ぶ～

基本介助 県民活動総合センター 口腔ケア～摂食・嚥下について～ 　柳 祥淑氏(ST)

口腔ケア 210ｾﾐﾅｰ室 基本的な介助方法を学ぶ 　老健 ケアセンター八潮

県民活動総合センター 医療・福祉現場で活かすアンガージメント 　田辺 有理子氏

セミナーホール1 医療・福祉現場で活かすアンガージメントについて学ぶ 　横浜市立大学看護学科講師

音楽療法とは？～老健施設に於ける音楽療法の現場見学と講義～

音楽が利用者に与える影響と効果

「人間関係・ストレス・虐待」について 　平川 汀子氏

初任者が陥りやすい人間関係やトラブルなどの問題解決の糸口になるよう考える 　埼玉老健協会理事

　阿部 高家氏　　

　リハビリテーション天草病院

　村野 弘美氏

    前園 佑貴氏(PT)　

　老健  プライムケア川越

相談業務 県民活動総合センター 重度者の受け入れについてソーシャルワークの視点で考える

関係職員 第1会議室（予定） 地域のニーズに答えられる老健を目指すためにソーシャルワークの意義を考える

リスク リスクマネジメントの応用 　大橋 幸子氏

マネジメント 重度者に対するリスクマネジメントについて学ぶ 　文京学院大学教授

県民活動総合センター アロマケアアクティビティについて 　高齢者アクティビティ

210ｾﾐﾅｰ室 現場におけるアクティビティ・ケアの基礎と実践例を学ぶ 　開発センター職員　２名

利用者のＡＤＬの変化に合わせた食事・口腔ケア・口腔体操 　中西 敦子氏(ST)

重度のご利用者様も安全な嚥下を促し食事を楽しんでいただくために 　老健  愛

県民活動総合センター 職員への仕事への意識改革(3年未満)

210ｾﾐﾅｰ室 職員のモチベーションを高める

多職種による 県民活動総合センター 「老健だからできる重度者の受け入れ」シンポジウム

ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ セミナーホール 出会いから最後までその人らしいケアを考える

AM:未定 　未定（AM）

PM:「中鎖脂肪酸を用いた経口摂取支援と低栄養改善について」(仮題) 　阿部 咲子氏（PM）

グループワーク 　医療法人伊純会 介護老人保健施設スカイ

・様々な事例を通して新たな学びを得る・低栄養の利用者様に対してより良い食事改善を学ぶ 　管理栄養士・栄養経営士

リハビリ 地域包括ケアシステムにおける取り組み～医療・介護同時改訂を受けて～

関係職員 他施設の取り組みを共有する

起居移乗介助 　渡邉 翔氏

基礎研修 　老健 逍遥の郷

県民活動総合センター 部下指導接遇テクニック研修  　本間 義昭氏　 石川 恵美氏

セミナーホール 社会人に求められるマナー。部下の抱える課題を克服させるための指導方法の習得  　(株)キャリアファクトリー２１

相談業務 関東甲信越ブロック支援相談員合同研修会      若月 健一氏(元全老健副会長)

関係職員 県を超えて情報共有や振り返りを行うことにより支援相談員としてあるべき姿を見つめ直す      平川 汀子氏
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群馬県第3回

　5職種代表者

　 未定

栄養

関係職員

利根地区

セミナーホール

県民活動総合センター

未定第3回

第2回

第2回

北部地区

中堅職員

10:00~16:00

10:00~16:00

13:30~16:30 第2回

第2回

第2回

２月中旬(金)

未定土日

10:00~16:00

14:00~16:00

10:00~13:00

12/3(月)

12月中旬(金)

2/16(土)

2月

2月頃

11/27(火) 10:00~16:00 第2回

11月中旬 14:00~16:00 第2回 西部地区 コピスみよしミニホール

11月中旬 10:00~16:30 第2回アクティビティ

11/15(木) 10:00~16:00 第2回 初任者 県民活動総合センター

9/22(土) 10:00~15:00 第2回 看護部会

9/27(木) 14:00~16:00 第2回 中央地区 老健 あさがお

8月上旬 14:00~16:00 第1回 北部地区

9/14(金) 10:00~16:00 第2回

8月(2日間) 9:00~16:00 第1回 中央地区

9/9(日) 14:00~16:00 第2回 東部地区

14:00~16:00 第1回

8/18(土) 10:00~16:00 第2回 介護職

7/13(金) 10:00~16:00 第1回

10:00~16:00 第1回

６月 第1回

相談業務

関係職員

10:00~16:308/25(土)

14:00~16:00 第1回 東部地区

6/21(木) 第1回10:00~16:30 アクティビティ

7/22(日) 10:00~16:30 第2回

7/5(木) 10:00~16:00 第1回 初任者

第1回10:00~16:306/3(日)

6/22(金) 13:30~16:30 第1回 利根地区

5/23(水)

10:00~16:00 第2回 生活リハビリ
県民活動総合センター

210ｾﾐﾅｰ室

生活リハビリの具体的内容と実践方法

各生活場面での実践例を学ぶ

「今、体痛くありませんか？」~腰痛予防を中心とした、様々な介助方法を知る~

現場におけるリーダーシップとチーム作り

リーダーが知っておきたい、チームが円滑に機能するために必要なもの

老健 すみよし5/20(日) 10:00~16:00 第1回

5/3(木)

5/11(金)

10:00~16:00

10:00~16:00

第1回

第1回

介護職

中堅職員

埼玉福祉・保育専門学校

老健 ケアセンター八潮

西部地区

5/18(金)

6/27(水)

30

県民活動総合センター

第1会議室

県民活動総合センター

210ｾﾐﾅｰ室
生活リハビリ第1回10:00~16:005/23(水)

生活リハビリとは

その人らしいケアのために生活リハビリの理解を深める
40

11月 第2回 県民活動総合センター

7/5(木) 10:00~16:00 第1回 看護部会
埼玉県看護協会

研修センター

看取りケア

看取り期の理解とケアの実際について学ぶ

県民活動総合センター

セミナーホール1

栄養

関係職員
第1回

11/22(木)

※研修予定表となりますので、日時内容等変更になることもございます。最新情報はホームページをご覧ください。

参加費：会員施設職員は無料 その他は資料代運営費として1,000円（県民の皆様もご参加ください。） (公社)埼玉県介護老人保健施設協会事務局 TEL  049-285-5055

H30.4.3


