令和4年度
申込受付

回
定員

月日

第1回 5月24日
(30名) (火)

4月8日
受付開始

時間

介護職スキルアップ研修

内容

9:30～ 【講義･実技】
16:00
利用者と介護者に安全・安楽な移動の介助

10:00～
【講義】介護職が知っておきたい看取りの知識
第2回 6月10日 12:00
(30名) (金)
13:00～
【講義】介護職のための薬の知識
15:00

第3回 7月7日
4月29日 (30名) (木)
（金）
締切
5月10日
決定通知
第4回 7月12日
発送
(50名) （火）

第5回 8月4日
(50名) (木)

第6回 8月25日
(50名) (木)

9月上旬
受付開始

学校法人仙台北学園 仙台リハビリテーション専門学校
理学療法学科 学科長（理学療法士） 吉田 望 氏
理学療法学科 専任教員（理学療法士）佐藤 大樹
氏
ホームホスピスにじいろのいえ 代表

今野 まゆみ

氏

株式会社ノア けやき薬局 吉成台店
管理薬剤師 佐々木 眞奈美 氏

9:30～ 【講義･実習】介護職のためのバイタルサインの見 学校法人日本コンピュータ学園 東北保健医療専門学校
12:00 方、測定の仕方と観察のポイント
教務主任(兼)介護福祉科長 看護師 木田 真千子 氏
13:00～
【講義･実習】介護職のための感染予防の知識
16:00

公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 感染制御室室長
感染管理認定看護師 残間 由美子 氏

9:30～ 【講義】精神疾患を持つ人とのかかわり方
12:00
～介護職が知っておきたいポイント～

IMSグループ 医療法人財団明理会 西仙台病院
認知症看護認定看護師 成田 真人 氏

13:00～ 【講義】利用者の意欲を引き出す生活リハビリ
15:30 ～｢生活行為向上マネジメント｣に学ぶ～

学校法人日本コンピュータ学園 東北保健医療専門学校
作業療法科 教員 佐藤 秀美 氏

9:30～ 【講義】
12:00
介護保険制度の概要と地域包括ケアシステム

仙台市 健康福祉局 保険高齢部 地域包括ケア推進課
主幹 佐藤 利明 氏

13:00～ 【講義】高齢者の権利擁護と成年後見制度
16:00
【講義】高齢者虐待防止法の理解と対応の視点

ＮＰＯ法人ふくし＠ＪＭＩ 理事長
ＮＰＯ法人宮城福祉オンブズネット｢エール｣
副理事長・スーパーバイザー 小湊 純一 氏

10:00～
【講義】認知症の医学知識
12:00

医療法人社団清山会
院長 佐藤 滋 氏

13:00～ 【講義･演習】
16:00
事例から学ぶ認知症介護のポイント

社会福祉法人仙台福祉サービス協会
若林ヘルパーステーション
所長 神山 容子 氏

9:30～ 【講義･実習】
6月上旬
12:30
高齢者の皮膚ケアと褥瘡・ストマケア
第7回
受付開始
9月2日
(30名)
(金)
13:30～ 【講義･実習】
7月1日
16:00
介護に役立つ拘縮ケアの知識とポジショニング
（金）
締切
第8回 10月4日 9:30～ 【講義･実技】
7月12日 (30名) (火)
16:00
利用者と介護者に安全・安楽な移動の介助
決定通知
発送
【講義･演習】
10:00～
介護職のためのコミュニケーション
12:30
～介護家族・スタッフとの関係づくり～
第9回 10月25日
(50名) (火)
【講義･演習】
13:30～
認知症に対する音楽療法の特性と効果
16:00
～特性を捉えた音楽の使い方～

第10回 12月2日
(30名) (金)

講師

みはるの杜診療所

公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院
総合支援室 皮膚･排泄ケア認定看護師 安藤 共和 氏
東北文化学園大学 医療福祉学部
リハビリテーション学科 理学療法学専攻
准教授
星 孝 氏
学校法人仙台北学園 仙台リハビリテーション専門学校
理学療法学科 学科長（理学療法士） 吉田 望 氏
理学療法学科 専任教員（理学療法士）佐藤 大樹
氏
社会福祉法人東北福祉会
せんだんの杜ものう 総合施設長
特別養護老人ホームファミリオ 施設長

設樂 順一

氏

特定医療法人松涛会 南浜中央病院
公認心理師 臨床発達心理士 音楽療法士
今村 貴子 氏

10:00～ 【講義】食べる喜び､食べる楽しさにつなげる
12:00
認知症の人の食事ケア

東北生活文化大学 家政学部 家政学科 健康栄養学専攻
講師 髙橋 文 氏

13:00～ 【講義】高齢者の自立支援と福祉用具
15:00
～車いす適合支援の取組から考える～

東北福祉大学 社会福祉学科
教授 関川 伸哉 氏

9:30～ 【講義･実習】
12:00
介護職に役立つ口腔ケアの基礎知識
10月28日
（金） 第11回 令和5年 13:00～ 【講義】
締切 (50名) 1月12日 14:30
嚥下障害と誤嚥予防の医学知識
(木)
11月4日
14:40～ 【講義･実習】
（金）
16:00
嚥下障害、誤嚥予防と食事介助
決定通知
発送
10:00～ 【講義】
終末期における本人・家族の心理と支援
令和5年 12:00
第12回
2月2日
(50名)
13:00～ 【講義】
(木)
15:00
介護職のためのメンタルヘルス

一般社団法人 宮城県歯科衛生士会 副会長
人見 早苗 氏
東北大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
教授 香取 幸夫 氏
東北医科薬科大学
言語聴覚士 小原

若林病院
美紀 氏

リハビリテーション科

一般社団法人メンタルパイロテージ ジャパン オフィスろごす
代表 臨床心理士 吉田 香里 氏
東北福祉大学総合福祉学部 福祉心理学科 教授
認知症介護研究・研修仙台センター センター長
加藤 伸司 氏

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、内容（定員、テーマ、講師）を変更する場合があります。
また、やむを得ず中止とする場合があります。

