
＜平成 29 年度（★前期）フォローアップ研修＞ № ⇒ 研修№ ●下記日程や場所・内容等は変更になる場合があります。    2017/02 

ボディメカニクス講座 

№１０４１ 

定員 15 名 

誤嚥の予防と対応 

４月‥№ １０４２ 

５月‥№ １０５１    定員 20 名 

応急手当研修 

№１０５２ 

   定員 20 名 

障害者スポーツについて  

№１０５３ 

定員 30 名 

介助研修 
 

～疑似体験を通して当事者の思いを知ろう～ 

№１０６１       定員 10 名 

日時 ： ４/１２（水） １８：００ ～ ２０：００ 
日時 ： ４/２１（金） １７：３０ ～ ２０：３０ 

日時 ： ５/８ （月） １７：３０ ～ ２０：３０ 
日時 ： ５/１５（月） １８：００ ～ ２０：３０ 日時 ： ５/３１（水） １８：００ ～ ２１：００ 日時 ： ６/１０（土） １３：００ ～ １６：００ 

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

＜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 

＜講師＞ 

佐藤元紀 氏・山根さつき 氏・鈴木康夫 氏  

（看護師）   （応急手当普及員）予定 

＜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 

・ＡＥＤの使用法 

・異物除去法 

・止血法 

＜目的＞ 

・障害者スポーツの始まりと歴史、そして競技者からの

話を聞くことにより、スポーツを通して生活がどのように影

響され変化していったのかを知る機会とする。 

＜内容＞ 

・障害者スポーツの歴史と種目 

･競技者からの話し（電動車いすサッカー、車いすツイン

バスケ）  

・種目の一部実践 

＜講師＞・当事者２名  他 

＜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 

傾聴とは・・・ 

№１０６２ 

定員 10 名 

障害の理解（脳性まひについて） 

№ １０７１ 

定員 50 名 

当事者による家事援助講座 

№１０７２ 

定員 10 名 

コミュニケーション障害について 

～言語障害についての理解～ 

№１０７３      定員 15 名 

介護事故を防ぐための腰痛ストレッチ 

       №１０８１ 

定員 20 名 

日時 ： ６/１６（金） １８：００ ～ ２０：３０ 日時 ： ７/８（土） １４：００ ～ １６：００ 日時 ： ７/１３（木） １８：００ ～ ２１：００ 日時 ： ７/２４（月） １３：３０ ～ １５：３０ 日時 ： ８/１（火） １８：００ ～ ２０：００ 

場所 ： 相馬ハウス３Ｆ 多目的室 場所 ：名古屋聖マタイ教会 場所 ：相馬ハウス３Ｆ 多目的室 場所 ： 相馬ハウス３Ｆ 多目的室 場所 ： 名古屋柳城短期大学 実習室 

＜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 

 

＜目的＞ 

 ・障害の理解を深め、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> 

・当事者１名 

・ルミナス大府 施設長  長屋政博 氏 予定 

＜目的＞ 

 ・自立支援の基本的考えの基に行う家事援助とは何か

を当事者から学ぶ。 

＜内容＞ 

 ・掃除と洗濯について 

 ・衛生管理（食中毒 等） 

 ・食材の保存について 

 ・電子レンジの利用について  他 

 ・調理実習 

＜講師＞ 

・当事者１名  予定 

＜目的＞ 

 ・言語障害について理解をし、言語障害のある方とのコ

ミュニケーション方法を学ぶ 

＜内容＞ 

 ・言語障害のある方から実体験を交えた話を伺う 
   「今までの経歴と現在の生活」 

   「日常でのコミュニケーションの取り方」 

   「コミュニケーションで気をつけていること」 

   「今までの人間関係の中で嬉しかったことと嫌な思いをした

こと」 

 ・言語障害のある方とのコミュニケーションを実際に経

験してみよう！ 

＜講師＞・白井孝幸氏  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 

＜講師＞ 

・名古屋柳城短期大学 介護福祉専攻 准教授 

 大﨑千秋氏   予定 

 

信頼関係とは 
～ ヘルパーの関わりとして ～ 

№１０８２        

定員 20 名 

地域移行と地域生活を目指して 

№１０８３ 

定員 30 名 

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～ 

№１０９１ 

定員 12 名 

当事者が語る 
～ 障害別介助方法 ～ 

№１０９２ 

定員 10 名 

排泄ケアについて 

NO.１０９３ 

定員 12 名 

日時 ： ８/１７（木） １２：３０ ～ １５：３０ 日時 ： ８/２１（月） １５：００ ～ １７：００ 日時 ： ９/６（水） １４：００ ～ １６：３０ 日時 ： ９/１４（木） １８：００ ～ ２１：００ 日時 ： ９/１６（土） １８：００ ～ ２０：３０ 

場所 ：相馬ハウス３Ｆ 多目的室 場所 ： 相馬ハウス３Ｆ 多目的室 場所 ： 相馬ハウス３Ｆ 多目的室 場所 ： 相馬ハウス３Ｆ 多目的室 場所 ： 相馬ハウス３Ｆ 多目的室 
＜目的＞ 

 ・ヘルパー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、当事者の話とヘルパー事例から学び、

今後の支援にいかす。 

＜内容＞ 

 ・当事者側からの話 

  ヘルパーとの関係で悩んだ事 

  私が思う信頼できるヘルパーとは  等 

 ・ヘルパー側からの失敗談 

  事例紹介とその事例を通してグループワーク 

・当事者より「ヘルパーとしての関わり方」の講義 

＜講師＞・当事者１～２名  ・入谷忠宏 氏 予定 

＜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２名予定 

＜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。疑似体験を通して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という当事

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＞ 

・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３名  他 

＜目的＞ 

・排泄ケアについての知識・技術を身につけ、年齢や

障害により変化する介助方法について学ぶ 

＜内容＞ 

・排泄のメカニズム 

・排泄障害の特徴と対応 

・オムツ・パットの当て方 

・ベッド上での排泄介助 

・陰部洗浄の手法（ベッド上での排泄介助） 

＜講師＞今井慎二（看護師）氏   予定   

 

実技あり 実技あり 実技あり 実技あり 

実技あり 

実技あり 

実技あり 

実技あり 

実技あり 実技あり 



 

＜平成 29 年度(★前期)重度訪問講座＞     ※  研修№ ⇒ 月毎で№が異なる為『年間計画表』参照 

              ● 下記日程や場所・内容等は変更になる場合があります                2017/02 

重度訪問講座 

№ ３０４１ ～ № ３０９２ 

（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 
   

・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 

＜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の向上を指す支援とは何かを学ぶ

機会とする。 

＜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 

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） 

4 時間半 ２時間 

  

＜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 

 
 

実技あり 


