
＜平成３０年度（★後期）マイライフ年間研修＞ № ⇒ 研修№     ●日程や場所・内容等は変更になる場合があります。   2018/07 

当事者による家事援助講座  

 

№１１０１ 定員10名 

応急手当研修 

１０月…№１１０２  定員20名 

１２月…№１１２２  定員20名 

傾聴とは・・・ 

 

№１１０３ 定員18名 

日時 ： １０/１２（金） １７：３０～２０：３０ 
日時 ： １０/２４（水） １８：００～２０：３０ 

日時 ： １２/１３（木） １８：００～２０：３０ 
日時 ： １０/２９（月） １３：３０～１５：３０ 

場所 ： マイライフ西 場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室                        場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 

＜目的＞ 

･自立支援の基本的考えのもと行う家事援助とは何かを

当事者から学ぶ。 

＜内容＞ 

・座学 

掃除と洗濯、衛生管理（食中毒 等）、食材の保存、 

電子レンジの利用について 他 

・調理実習 

 

＜講師＞入谷 忠宏  氏 

＜目的＞ 

･応急手当の重要性を理解すると共に、正しい知識を得

て、緊急時に適切な対応ができる技術を身につける。 

＜内容＞ 

･応急手当の重要性 

･基本的心肺蘇生法（実技） 

･ＡＥＤの使用法（実技） 

･異物除去法 

･止血法 

＜講師＞応急手当普及員有資格者 

＜目的＞ 

･利用者の方へのアンケートをもとに、ヘルパーとして介

助の際に気をつけて欲しいこと等、事例をふまえ検討

し、今後の活動にいかす。 

 

＜内容＞ 

･事例検討 

･グループワーク 

地域移行と地域生活を目指して  

 

№１１１１ 定員40名 

ボディメカニクス講座 

     １１月…№１１１２ ３月…№１０３２ 定員15名 

１月…№１０１４ 定員10名 

誤嚥の予防と対応 

 １１月…№１１１３ 定員20名 

 ２月…№１０２１ 定員20名 

日時 ： １１/６（火） １０：００～１２：００  
日時 ： １１月１０日（土）１８：００～２０：００ 

日時 ： １月２８日（月）１０：００～１２：００ 

日時 ： ３月１２日（火）１３：００～１５：００ 

日時 ： １１/１３（火） １８：００～２１：００ 

日時 ：  ２/６（水）  １８：００～２１：００ 

場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 
場所： マイライフ西 （１１月、３月） 

     相馬ハウス3階 多目的室 （１月） 
場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 

＜目的＞ 

・日常生活から人生設計までヘルパーが存在することで

「何が出来て」「何が実現できて」「どんな夢がもてた

か」障害当事者に語ってもらい日々の活動の意義を感じ

てもらう。 

＜内容＞ 

･生活の変化のきっかけ 

･現在の生活状況 

･たくさんの人との出会い 

･今取り組んでいること、今後何をやりたいか 

＜講師＞ 

当事者3名予定 

＜目的＞ 

･介護技術の基礎であるボディメカニクスを学び、安全安

楽な介助を利用者の方に提供する。 

 

＜内容＞ 

･ボディメカニクス８原則をもとに体位変換や移乗等の

実技練習をし、介助時の身体の使い方やコツを学ぶ。 

 

＜目的＞ 

･誤嚥のメカニズムを知り、予防方法を覚える。 

･実際に起こってしまった場合の対処方法を学ぶ。 

＜内容＞ 

･誤嚥に関する講義   

･緊急時の対応・マニュアル説明   

･誤嚥事故事例から学ぶ 

･胸骨圧迫とAEDの使い方（実技） 

＜講師＞当事者  佐藤 元紀  氏 

看護師  山根 さつき  氏 

応急手当普及員 鈴木 康夫  氏 

実技あり

り 

実技あり

り 

実技あり

り 

実技あり

り 



＜平成３０年度（★後期）マイライフ年間研修＞  № ⇒ 研修№   ●日程や場所・内容等は変更になる場合があります。    2018/07 

医療的ケアを必要とする重度障害者への支援 

 

№１１１４ 定員15名 

当事者が語る 
～障害別介助方法～ 

№１１２１ 定員10名 

介護事故を防ぐための腰痛予防ストレッチ 

 

№１１２３ 定員20名 

日時 ： １１/２２（木） １３：３０～１６：００ 日時 ： １２/４（火） １１：００～１４：００ 日時 ： １２/１８（火） １０：００～１２：３０ 

場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室  場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室    場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 

＜目的＞ 

･医療的ケアが必要な障害者への理解と、地域で生活し

ていくために必要な支援とは何かを一緒に考え、今後

の支援にいかしていく。 

 

＜内容＞ 

･呼吸器を使っての生活 

･地域で生活するにあたっての想いと課題 

 

＜講師＞ 

村井 良考  氏 

佐藤 元紀  氏 
 

＜目的＞ 

・障害の状態により、介助の注意点が変わる。それを当

事者本人に確認しながら介助を行う必要があるため、

当事者からその方法と気を付ける点を学ぶ。 

 

＜内容＞ 

・障害ごとの主な特性に合わせた介助 

（関節が外れやすい、可動域が狭い） 

・当事者の指示による介助 

（シャツの着脱、靴の脱ぎ履き 

 

＜講師＞ 

当事者講師２名予定 

＜目的＞ 

･日常生活やヘルパー活動を送っていくうえで、気を付け

ていながらも、ふとした時に起きてしまう【腰痛】。そ

のメカニズムや予防するストレッチを学ぶ。 

 

＜内容＞ 

･腰痛予防のための基礎的な知識 

･腰痛予防のポイント 

･腰痛予防ストレッチ 

 

※動きやすい服装でお越しください※ 
 

身近な社会資源 
 

№１０１１ 定員40名 

障害の理解 
～脳性まひについて～ 

№１０１２ 定員50名 

私たちにできること 
～当事者の生活エピソード～ 

№１０１３ 定員20名 

日時 ： １/１１（金） １３：００～１５：００  日時 ： １/１６（水） １８：００～２０：００  日時 ： １/２６（土） １０：００～１２：３０ 

場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 場所 ： 名古屋聖マタイ教会 場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 

＜目的＞ 

・マイライフの利用者が利用している公的制度について比較

的利用頻度の高いものに絞って学びます。 

 

＜内容＞ 

･マイライフの利用者がよく利用している制度について 

･65歳になったら 

 

＜講師＞ 

水野 依都子  氏 

加藤 正志  氏 

＜目的＞ 

・脳性まひについての理解を深め、利用者の方に負担の少

ない介助方法や特徴を知る。 

 

＜内容＞ 

・身体障害を持つ方や当事者の方による講義 

（自身の障害説明と特徴、気をつけてほしい介助、地域

生活への想い等） 

＜講師＞ 

万歳 登茂子  氏（医師） 

当事者１名 

＜目的＞ 

･事例をもとに当事者の自己実現に向け、私たちとして何

ができるかを考え、今後の支援にいかしていく。 

 

＜内容＞ 

･エピソード紹介 

･グループワーク 

･まとめ 
 

 

実技あり

り 実技あり

り 



＜平成３０年度（★後期）マイライフ年間研修＞  № ⇒ 研修№   ●日程や場所・内容等は変更になる場合があります。    2018/07 

介助における当事者主体とは 
～コミュニケーションの大切さと指示の難しさを知る～ 

№１０２２ 定員12名 

アルコール依存症の理解 
～自助グループの取り組み～ 

№１０２３ 定員30名 

信頼関係とは 
～ヘルパーとしての関わり～ 

№１０３１ 定員20名 

日時 ： ２/２０（水） １４：００～１６：３０ 日時 ： ２／２６（火） １３：００～１５：３０ 日時 ： ３/６（水） １８：００～２１：００ 

場所 ： マイライフ刈谷 場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 

＜目的＞ 

･障害当事者は、介助者が常に近くにいるという生活を

送っている。疑似体験を通し何気ない動作も人の手が

必要であり、長時間介助者がそばにいる当事者側の気

持ちを考えていく。また支援者側の気持ちも事例等を

通し共有し長く関わってもらう為のポイントを共有し

ていく。 

 

＜内容＞ 

･普段何気なく行なっている動作を、指示をし、難しさ

を知り経験する。 

 

＜講師＞ 当事者講師３名 予定 

＜目的＞ 

･心身、経済的にボロボロにならないと飲酒をやめる気持

ちにならない。 

･否定の病と言われている。 

･医療だけでは寛解に至らない。 

・・・これらの現実を知る。 

＜内容＞ 

･アルコホーリクス・アノニマス（ＡＡ）とは 

･男女複数の当事者体験談 

･当事者を交えグループに分かれての座談会 

 

＜講師＞ 

深津 伸夫  氏（ＡＡサンフラワーグループ） 

＜目的＞ 

･介助者としての関わりを通して、良好な人間関係を築く

ヒントを、当事者の話と活動事例から学び、今後の支援

にいかす。 

 

＜内容＞ 

･当事者からの話 

･介助者からの失敗談 

･当事者より「ヘルパーとしての関わり方」の講義 

 

＜講師＞ 

入谷 忠宏  氏 

当事者１名 

東京オリンピック･パラリンピックに期待！ 
～バリアフリー法の現状と課題～ 

№１０３３ 定員40名 

介助研修 
～疑似体験を通して当事者の思いを知る～ 

№１０３４ 定員10名 

日時 ： ３/１６（土） １７：００～１９：００ 日時 ： ３/２８（木） １４：００～１７：００  

場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 場所 ： 相馬ハウス3階 多目的室 

＜目的＞ 

･バリアフリー法の現状と課題、そして2020年に開催予

定の東京オリンピック・パラリンピックに向けた動き

を学びます。 

 

＜内容＞ 

･車いすで生活するということ 

･バリアフリー法の現状と課題 

･東京オリンピック・パラリンピックに向けた動き。 

 

＜講師＞  伊藤 秀樹  氏 

小川 直人  氏 

＜目的＞ 

・実技体験を通して、介助される側の気持ちを知り、その上で

必要なことを学ぶ。 

＜内容＞ 

・リフト介助の体験 

・ベッド上の着脱介助 

・オムツのあて方 

・清拭介助 

・その他 

実技あり

り 

実技あり

り 



＜平成３０年度(★後期) マイライフ年間研修＞ 重度訪問講座・現任研修    ● 研修№ ⇒ 月毎で№が異なる為『年間計画表』参照 

● 日程や場所・内容等は変更になる場合があります    2018/07 

重度訪問講座 

№ ３１０１ ～ № ３０３２ 

（月毎で№が異なる為『年間計画表』参照） 

重度身体障害者の地域生活等に 

関する講義 

（ＡＪＵが目指す地域支援とは） 

医療的ケアを必要とする重度訪問介護の          

支援に関する講義 

（障害の理解） 

コミュニケーションの技術に関する講義 

（介助の実際） 

日時：毎月2回（土） 10:00～17:00  予定 

予定のうち2時間１コマ以上 
２時間 ２時間 ２時間 

場所 ： ＡＪＵ自立の家 相馬ハウス 

                           等 

＜目的＞ 

･障害者の自立とは何かを理解し、どんな

に障害が重くても、地域で当たり前に暮

らす支援とは何かを学ぶ。 

＜目的＞ 

･医療的ケアを必要とする重度の障害者の

心理について学び、共感的理解とＱＯＬ

の向上を目指す支援とは何かを学ぶ。 

＜目的＞ 

･介助時における、利用者が求めるコミュ

ニケーション方法を学ぶ。 

 

＜内容＞ 

･指示の内容を正確に理解する 

（指示待ちと確認） 

･お互いの距離感について 

･コミュニケーション不足によって起こる

問題 

･信頼関係について 

 ・日程は現在未定の為、決まり次第ご連絡を差し 

上げます。 

 ・１コマが２時間以上の講座より選択して下さい。 

 ・重度訪問講座の日程は、ホームページ 

  でもご確認いただけます。 

 http://www.aju-cil.com/ 

  ホーム→マイライフ→お知らせ 

          →重度訪問介護従業者養成研修 

 

 ※『重度訪問介護従業者資格』取得者は 

研修不可 

基礎的な介護技術に関する講義 

緊急時の対応・危険防止に関する講義 

基礎的介護技術コミュニケーション技術 

医療的ケアを必要とする 

重度訪問介護 利用者の障害 

（在宅看護の基礎知識） 

ホームヘルパー現任研修 

「～知っていますか？精神障害について～」 

定員：若干名  №４１０１～４１０３ 

４時間半       ２時間    日時 ：１０月６日（土）、１３（土）、２０日（土）  ※時間については「年間計画表」参照 

＜目的＞ 

･介助に入る上で、必要な介護技術と知識

を学ぶ。 

 

＜内容＞ 

･介助をする上で、安全・安楽なボディメ

カニクスを習得する。 

･障害の特色を知っていただいた上で、事

例を学ぶ。 
 

※ 昼食持参 

※ 動きやすい服装 

＜目的＞ 

･介護サービスを安全に提供する上で、看

護的ケアの知識を習得する。 

 

＜内容＞ 

･身体観察のポイント 

･バイタルサイン 

･緊急時の対応 

･感染症について 

･誤嚥について 

場所 ： 社会福祉研修センター（名古屋市昭和区阿由知通３-１９ 昭和区役所７階） 

＜目的＞ 

・精神障害についての理解 

・ヘルパーとしての関わり方について学ぶ 

 

＜内容＞ 

・同封の「３０年度 ホームヘルパー現任研修」についての案内を参照してください 

※年間研修として受講できるのは、義務研修、複数受講合わせ「２コマ」です。 

 

※全日程参加希望の方は、現任研修への申し込みをよろしくおねがいします。 

その場合、マイライフ年間研修の対象になりません。 

 


