北海道認知症グループホーム
北海道認知症グループホーム協会
グループホーム協会 平成２６
平成２６年度研修予定
２６年度研修予定のお
年度研修予定のお知
のお知らせ
（※
※日程等変更になる
日程等変更になる場合
になる 場合がございます
場合がございますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。）
がございます
◎

１，スタッフ研修
（認知症ケア専門士単位認定 申請予定）
※ グループホームで先駆的な取り組みを続け、ＮＨＫの「プロフェッショナル 仕事の流儀」にもご出演された、介護福祉士
の和田行男氏を講師に迎え、「楽しく笑って仕事をしよう！」をテーマに研修会を開催いたします。
離職率が高いと言われている介護現場でありますが、働く楽しさに改めて気付いたり、認知症介護の専門職として働く
上で心掛けるべきことを見つけていただきたいと思います。
研 修 名

対

象

実施月日及び
実施月日及び 開催地

定員

申込期間

平成２６年 ７月１１日（金）

スタッフ研修
スタッフ研修

全ての介護関係者

時間
会場
参加費

10：00～16：30
札幌市内（調整中）
会員 5，000円

１００名

平成26年
6月3日（火）～
6月5日（木）

非会員 10，000円

◎

２，潜在力を引き出す介助／拘縮予防のアプローチ 研修
（認知症ケア専門士単位認定 申請予定）
※ 介護療養型医療施設で拘束廃止に向けた取り組みを実践、理学療法士養成校講師等を経られ、現在は質の高い
ケア・リハビリの理論と技術で現場や全国各地でのセミナーでご活躍でいらっしゃり、多数の著書もございます、理学
療法士の田中義行氏にご講義いただきます。
研修会では、認知症グループホーム利用者の潜在的な力を引き出す介護技術について、また拘縮を予防・改善す
るための基礎知識・正しく評価するためのポイント・正しいポジショニングを実践できるコツなどをご講義いただく予定
です。
研 修 名

対

象

実施月日及び
実施月日及び 開催地

定員

申込期間

平成２６年１１月２８日（金）
潜在力を
潜在力を 引き出す 介助／
介助／
拘縮予防の
拘縮予防のアプローチ 全ての介護関係者
研修

時間
会場
参加費

10：00～16：30
札幌市内（調整中）
会員 5，000円

１００名

平成26年
10月15日（水）～
10月17日（金）

非会員 10，000円

◎

３，計画作成担当者研修
（認知症ケア専門士単位認定 申請予定）
※ グループホームの計画作成担当者として、ケアマネジメントの基礎を理解し、必要なサービス計画書の作成が習得
出来る、またケアマネジメントの中でも最も重要なアセスメントを考える機会とし、利用者のニーズの捉え方が利用者
の立場から考えられるようになることを目的とし、研修会を開催いたします。
講師は、看護師・介護支援専門員・認知症介護指導者等として多くの講義をされている、グループホーム花縁の総
合施設長でいらっしゃり、当会理事も務めていただいております釜谷薫氏にご担当いただきます。
研 修 名

対

象

実施月日及び
実施月日及び 開催地

定員

申込期間

平成２７年 １月１６日（金）
計画作成担当者 又 時間

計画作成担当者研修 は、計画作成担当者 会場
となる予定の方

参加費

10：00～16：30
札幌市内（調整中）
会員 5，000円
非会員 10，000円

１００名

平成26年
12月9日（火）～
12月11日（木）

◎ 各研修ごとに北海道認知症グループホーム協会会長名で修了証書を発行いたします。
◎ 日程等、変更となる場合がございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
◎ 各研修の１ヶ月半程前になりましたら、詳細をホームページに掲載する予定ですので、
ご確認くださいますようお願いいたします。
◎ 実践者・管理者・リーダー研修につきましては、次頁に計画一覧がございますが、詳細につきまして
は協会のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。

協会ホームページアドレス
協会ホームページアドレス

http://
http://www
:// www.
www. h - gh.
gh . net/
net /

◎ お問い合わせとお申し込みは
〒060-0001 札幌市中央区北１条西７丁目１番地 広井ビル３Ｆ
一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会
ＴＥＬ ０１１－２０８－３３２０
事務局

瀬 戸（せと）

ＦＡＸ ０１１－２０４－７３１２
又は

小 縣（おがた）

認知症介護実践研修（
認知症介護実践研修（実践者研修）
実践者研修）及び認知症対応型サービス
認知症対応型サービス事業管理者研修
サービス事業管理者研修
研修事業名
1 認知症介護実践研修
（実践者研修）
【講義・演習4日間】
【外部実習1日間】
【自施設実習2週間】
【実習報告まとめ1日間】
全４回

研修対象

実施期日及び
実施期日及び開催地

１，２いずれかに該当する方

定員

第１回（札幌市）

１， 認知症介護業務に従事
する職員で、身体介護に関す
る基本的な知識・技術を修得
し、介護保険事業所に於いて
認知症介護業務に受講月ま
でに２年以上従事した経験を
有し、①又は②に該当の方。
①今後開設予定、又は既存
のグループホームにおいて計
画作成担当者業務に従事予
定の方。
②介護保険施設・事業所等に
従事する、介護・看護職員等
であって、介護福祉士あるい
は同等以上の能力を有する
方。(受講月現在)

平成26年4月7日～18日

平成26年5月27日～30日 及び 6月19日
【会場】
札幌市産業振興センター セミナールーム１
（札幌市白石区東札幌５条１丁目１－１）

第２回（苫小牧市予定）
平成26年6月24日～27日 及び 7月17日
【会場】 調整中

平成26年5月7日～16日
80

第３回（旭川市）
平成26年6月2日～13日

平成26年7月22日～25日 及び 8月18日
【会場】
旭川勤労者福祉会館 大会議室
２， 居宅介護支援事業所等
（旭川市６条通４丁目）
で居宅サービス計画等の作成

に従事する介護支援専門員
であって、認知症の利用者に
係る計画等作成業務に、受講
月までに２年以上従事した経
験を有する方

2 認知症対応型
サービス事業管理者研修
【講義・演習2日間】
全４回

開設予定又は既存の
グループホーム・認知症
対応デイ・小規模多機能型

申込期間

※7/23のみ、旭川市ときわ市民ホール
多目的ホール（旭川市５条通４丁目）

第1回（札幌市）
平成26年4月7日～18日

平成26年6月19日～20日
【会場】 実践者研修会場に同じ

事業所・複合型サービス事
業所において管理者に従事

第２回（苫小牧市予定）

平成26年7月17日～18日
修受講時点で認知症介護実 【会場】 調整中
する予定の方で、管理者研

40

平成26年5月7日～16日

践者研修又は認知症介護
実務者研修（基礎課程）を
修了している方。（コピー要）

研修事業名
3 認知症介護実践研修
（実践リーダー研修）
【講義・演習10日間】
【外部実習3日間】
【自施設実習4週間】
【実習報告まとめ1日間】
全３回

第３回（旭川市）

認知症介護実践研修（
認知症介護実践研修（実践リーダー
実践リーダー研修
リーダー研修）
研修）
実施期日及び
研修対象
実施期日及び開催地
認知症介護実践者研修

第1回（函館市）

又は認知症介護実務者
研修（基礎課程）を修了

・第1週目 平成26年5月12日～5月16日
・第2週目 平成26年5月19日～5月23日

して1年以上経過しており、

・報告まとめ 平成26年6月30日

既存のグループホーム等

【会場】
函館大学（函館市高丘町51番1号）

にて従事する職員で、

平成26年6月2日～13日

平成26年8月18日～19日
【会場】 実践者研修会場に同じ

定員

申込期間
平成26年4月1日～11日

認知症介護現場経験が
受講月までに５年以上
ある方。（コピー要）

第２回（苫小牧市予定）
・第1週目 平成26年8月25日～29日
・第2週目 平成26年9月8日～12日
・報告まとめ 平成26年10月27日

平成26年6月30日～7月11日

【会場】 調整中

第３回（旭川市）
・第1週目 平成26年9月29日～10月3日

40
平成26年8月11日～22日

・第2週目 平成26年10月6日～10日
・報告まとめ 平成26年11月17日
【会場】
福祉村地域交流ホーム「Ｙｏｕ」
（旭川市春光台３条１０丁目 ）

第４回（札幌市予定）
・第1週目 平成26年10月20日～24日
・第2週目 平成26年11月3日～7日
・報告まとめ 平成26年12月15日

平成26年9月2日～12日

【会場】 調整中

【受講料】 認知症介護実践研修（実践者研修）
認知症対応型サービス事業管理者研修
実践者・管理者研修をつづけて
認知症介護実践研修（実践リーダー研修）

会員20,000円 非会員25,000円
会員15,000円 非会員20,000円
会員30,000円 非会員45,000円
会員40,000円 非会員50,000円

※実践者・リーダーの外部実習
費用別途（1日3,000円）
※北海道デイサービスセンター
協議会会員様も会員受講料

※詳細・お申込書はホームページに掲載いたします。また、研修日程・会場等、変更となった際もホームページにてご案内いたしま
すので、お申込いただく前には必ずホームページをご確認下さいますようお願い申し上げます。

【協会ホームページアドレス
協会ホームページアドレス http://
http://www
://www.
www.h-gh.
gh.net】
net】

