
２０１９年  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　　　　（2019.10.10）

月 日 時 間 回 研修会名 会     場 研    修    内    容 講    師 定員

県民活動総合センター チームを引き上げる部下指導力研修 本間 義昭氏　石川 恵美氏

セミナーホール1 部下の指導力とチーム力の向上を目的とする (株)キャリアファクトリー２１

外国人介護福祉士候補者の受け入れ体制と実践 宮内賢司氏  埼玉ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ

外国人介護福祉士候補者の受け入れについて  宮内綾子氏　埼玉ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ

地域に開かれた老健を目指して…。 田口 尊章氏

これからの地域の高齢者の現状を学ぶ 草加中央・稲荷地域包括支援ｾﾝﾀｰ長

県民活動総合センター 腰痛予防について 山口 賢一郎氏　理学療法士

第1会議室 腰痛予防 上尾中央総合病院

県民活動総合センター 講演：なぜ介護現場に紙芝居か？　 遠山昭雄氏 紙芝居文庫おっぺ舎代表　

307ｾﾐﾅｰ室 実演：人生劇場紙芝居作成の経緯と実際 三橋とら氏 紙芝居師

阿部 高家氏　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ天草病院　

村野 弘美氏  介護福祉士 ﾌﾟﾗｲﾑｹｱ川越

前園 佑貴氏  理学療法士ﾌﾟﾗｲﾑｹｱ川越

県民活動総合センター 老健の理念と役割　 平川 汀子氏

210ｾﾐﾅｰ室 改めて伝えたい老健の魅力 埼玉老健協会理事

基本介助 小橋 一雄氏　作業療法士

起居・移乗動作・歩行等の仕組み・介助方法を学び、今後のケアに活かす 帝京科学大学准教授

リハビリ 県民活動総合センター 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 セミナーホール2 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

相談業務 県民活動総合センター 自分自身の支援を振り返る

関係職員 210ｾﾐﾅｰ室 老健経験年数3年未満の方を対象とし、相談を受ける者として、大切にするべきことを振り返る。

県民活動総合センター やりがいのある職場とは？ 石川 ゆき子氏

210ｾﾐﾅｰ室 他施設の良いところをきき、今の職場をやりがいのある職場にするにはどうするべきかを考える 老健 いづみケアセンター

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　　作業療法士

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法を学ぶ リハビリコミュニケーション研究所

AM:県職員

PM:山下 里美氏  摂食嚥下障害認定看護師

　　今井広恵氏  認知症認定看護師

中央地区 １日目認知症介護の実践と展開について

初任者 ２日目ICFについて

(木・金） 合同開催 認知症介護とICFを学ぶ

埼玉県
看護・介護職に求められる事故対応～転倒事例を通して～

看護協会研修センター 事故に関する意識を高め、他職種連携を深める。

リスク 県民活動総合センター 現場で生かせるリスクマネジメント 大橋 幸子氏

マネジメント セミナーホール1 座学＋グループワーク　他施設での対応を学ぶ 文京学院大学教授

「リスクマネジメント」の基礎研修

現場で生かせるケア

コピスみよし アイスブレイクの実践的展開 埼玉県介護福祉士会

ミニホール コミュニケーションの実践研修 青年部

音楽療法について

高齢者施設における音楽療法について学ぶ

リスク 県民活動総合センター
多職種で考える施設マネジメント

マネジメント セミナーホール1 感染症対策　事故対応等　ロールプレイング

老健施設で提供する通所リハビリテーションの強みを考える。

通所系ｻｰﾋﾞｽが各地域で様々な特徴を持って運営をされている中で、老健で提供する通所リハの強みを振り返る。

県民活動総合センター 口腔ケア 小野田 恵氏

307ｾﾐﾅｰ室 摂食嚥下の仕組みを学び、今後のケアに活かす 栗橋ナーシングホーム翔裕園

県民活動総合センター AM:リンパケア AM:山名敏子氏  山名ﾘﾝﾊﾟｹｱ研究所 

多目的スタジオ PM*音楽療法 PM:小林恵子氏  ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ安行

県民活動総合センター スキンケア～外用薬について～ 藤屋聡子氏

210ｾﾐﾅｰ室 高齢者のスキントラブルの解決方法を学び現場に生かす。 彩の国東大宮メディカルセンター

栄養 県民活動総合センター AM:グループワーク　PM:「地域における栄養士の役割」

関係職員 セミナーホール1 埼玉県栄養士会と合同で、地域の栄養士間の連携の強化を目指す

神山知子氏  介護福祉士   老健 遊

並木洋之氏  理学療法士   老健 愛

11/30(土) 相談業務 関東甲信越ブロック　支援相談員合同研修 若月 健一氏(元全老健副会長)

12/1(日) 関係職員 『魅力あふれる支援相談員になるために　～　Mt.Fujiの力を浴びて　～』 平川 汀子氏(埼玉老健協会理事)

県民活動総合センター　

210ｾﾐﾅｰ室

多職種による 県民活動総合センター 認知症カフェについて

ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ 210ｾﾐﾅｰ室 地域と老健のつながりを考える

県民活動総合センター 中堅以上は知っておきたい接遇～言ってはいけない禁句対応研修～ 本間 義昭氏　石川 恵美氏

セミナーホール2 接遇を学び　円滑な対人関係に活かす  (株)キャリアファクトリー２１

医療・現場で活かせるアンガーマネジメントⅡ 田辺有理子氏

医療・福祉の現場で活かせるアンガーマネージメントについて学ぶ 横浜市立大学医学部看護学科講師

相談業務 県民活動総合センター 地域の中で老健ができること～人と人とのつながりを大切にする～

関係職員 210ｾﾐﾅｰ室 地域に対して、支援相談員や老健がどのように働きかけるのかを学ぶ。

県民活動総合センター

307ｾﾐﾅｰ室

リハビリ

関係職員

「口腔機能訓練器具を用いた最新のリハビリの紹介」

 ～すぐに役に立つ口腔ケアのヒント～

「現場の視点から見る高齢者虐待防止について」

　～事例を交えて～

第3回
山梨県

レイクホテル西湖

未定 未定

3/8(日) 10:00~13:00 第3回 さくらめいと 地域における認知症利用者様対応 会員施設職員　２名 60

1/30(木) 10:00~16:00 第2回 県内ソーシャルワーカー等 80

2/15(土) 第2回
ﾘﾊﾋﾞﾘ・介護

合同開催
ターミナルケアについて

1/25(土) 10:00~16:00 第3回 看護部会
県民活動総合センター

209ｾﾐﾅｰ室
80

12/13(金) 9:00~12:00 第2回 未定 60

1/17(金) 10:00~16:00 第2回 中堅職員 60

12/10(火) 13:30~16:30 第2回 利根地区
土屋典子 氏

(立正大学 社会福祉学部社会福祉学科 准教授)
40

在宅復帰に向けての多職種連携の意義を考える

現場に生かせる多職種協働によるケアを学ぶ
40

11/28(木) 14:00~16:00 第2回 北部地区 寄居町中央公民館
本庄市児玉郡歯科医師会会長

飯塚歯科医院院長　飯塚能成氏
30

10/31(木) 10:00~16:00 第2回 埼玉県栄養士会 100

11/14(木) 10:00~16:00 第2回 生活リハビリ
県民活動総合センター

307ｾﾐﾅｰ室

10/24(木) 10:00~15:00 第2回 看護部会 50

10/21(月) 10:00~16:00 第2回 アクティビティ 60

施設職員 25

10/18(金) 10:30~16:00 第2回 基本介助 40

10/18(金) 13:30~16:00 第2回 東部地区 老健 あすかHOUSE松伏

音楽療法士 15

10/5(土) 10:00~16:00 第2回 未定 60

9/11(水) 14:00~16:00 第2回 中央地区 老健 あさがお

藤野 一重氏

老健　なでしこ
30

8/8(木) 14:00~16:00 第2回 西部地区 20

8/6(火) 10:00~16:00 第1回 北部地区
寄居町中央公民館

会場代：

宗像  雄弁護士 100

7/28(日) 10:00~16:00 第1回 100

7/22(月) 10:00~15:00 第1回 看護部会

AM：『管理栄養士の係わる介護保険加算について

　          ～加算の取り方と注意点について～』

PM：『認知症の方への食事アプローチ』

100

7/18,19 9:00~16:00 第1回 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰのぞみ さいたま市認知症介護指導者 40

7/11(木) 10:00~16:00 第1回
栄養

関係職員

県民活動総合ｾﾝﾀｰ

セミナーホール1

40

7/5(金) 10:00~16:00 第1回 60

県内ソーシャルワーカー等 80

6/28(金) 10:00~16:00 第1回 介護職

6/18(火) 10:00~16:00 第1回

30

6/9(日) 10:00~16:30 第1回 50

60

6/9(日) 10:00~15:00 第1回 基本介助
飯能リハビリ館

会場代5,000円

県民活動総合ｾﾝﾀｰ

210ｾﾐﾅｰ室

生活リハビリの導入方法と実践例

在宅復帰支援のための生活リハビリの取り組みを学ぶ
40

6/6(木) 10:00~16:00 第1回 初任者

70

5/23(木) 10:00~16:00 第1回 生活リハビリ

40

5/21(火) 10:00~16:00 第1回 アクティビティ

老健 みどりの館 25

5/20(月) 13:30~16:30 第1回 利根地区

コピスみよしミニホール 20

5/19(日) 9:30~11:30 第1回 東部地区

60

5/16(木) 14:00~16:00 第1回 西部地区

5/10(金) 10:00~16:00 第1回 中堅職員

※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。

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


