
 

平成３０年度愛媛県認知症介護実践リーダー研修 カリキュラム 

［前期日程］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 時 間 時間数 教科名 内容 担当講師 

8/27(月) 

8:40～ 9:00  受 付  愛媛県社会福祉協議会 

9:00～ 9:05 5分 開講式、オリエンテーション  愛媛県社会福祉協議会 

9:05～ 10:05 60分 
１ 認知症介護実践リーダー研修総論 

（１）認知症介護実践リーダー研修の理解 

講義 

演習 
愛媛県長寿介護課 

10:15～12:15 120分 
２ 認知症の専門知識 

（１）認知症の専門的知識 

講義 

演習 

認知症介護実践者等研修講師 

森川  隆 氏 

12:15～13:00 45分 昼食休憩   

13:00～17:00 240分 
２ 認知症の専門知識 

（２）認知症ケアに関する施策の動向 

と地域展開 

講義 

演習 

愛媛県長寿介護課（40分） 
 

有限会社エンジェル・コール 

代表取締役 越野 文枝 氏 

17:00～17:10 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

8/28(火) 

9:00～12:00 180分 
３ 認知症ケアにおけるﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

（１）認知症介護実践リーダーの役割 

講義 

演習 

認知症介護実践者等研修講師 

森川  隆 氏 

12:00～12:45 45分 昼食休憩   

12:45～16:45 240分 
３ 認知症ケアにおけるﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

（２）チームにおけるケア理念の構築方法 

講義 

演習 

株式会社響 

代表取締役 井上 和弘 氏 

16:45～16:55 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

8/29(水) 

9:00～12:00 180分 
３ 認知症ケアにおけるﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

（３）スタッフへのストレスマネジメント 

の理論と方法 

講義

演習 

認知症介護実践者等研修講師 

森川 隆 氏 

12:00～12:45 45分 昼食休憩   

12:45～16:45 240分 
３ 認知症ケアにおけるﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

（４）チームケアのためのケース 

カンファレンスの技法と実際 

講義 

演習 

認知症介護実践者等研修講師 

増田 桂子 氏 

16:45～16:55 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

8/30(木) 

9:00～12:00 180分 
３ 認知症ケアにおけるﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

（５）認知症ケアにおけるチーム 

アプローチの基本と実践 

講義 

演習 

グループホームルンビニー 

施設長 相原 あや子 氏 

12:00～12:45 45分 昼食休憩   

12:45～16:45 240分 
３ 認知症ケアにおけるﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

（６）職場内教育（ＯＪＴ）法の  

理解と実際（運用法）Ⅰ 

講義 

演習 

認知症介護実践者等研修講師 

坂本 貴美子 氏 

16:45～16:55 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

8/31(金) 
9:05～ 16:50 420分 

３ 認知症ケアにおけるﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

（７）職場内教育（ＯＪＴ）法の  

理解と実際Ⅱ 

講義 

演習 

株式会社クロス・サービス 

常務取締役 小林 厚子 氏 

16:50～17:00 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 



 

平成３０年度愛媛県認知症介護実践リーダー研修 カリキュラム 

［後期日程］ 

 

期 日 時 間 時間数 教科名 内容 担当講師 

9/25(火) 

8:40～ 9:00  受 付  愛媛県社会福祉協議会 

9:00～ 9:05 5分 オリエンテーション  愛媛県社会福祉協議会 

9:00～10:00 60分 
４ 認知症ケア指導法 

（１）認知症ケアの指導の基本視点 

講義 

演習 

株式会社クロス・サービス 

常務取締役 小林 厚子 氏 

10：10～12:10 120分 
４ 認知症ケア指導法 

（２）認知症ケアに関する倫理の指導 

講義 

演習 

株式会社介護屋えにし 

畑中 智子 氏 

12:10～12:55 45分 昼食休憩   

12:55～16:55 240分 
４ 認知症ケア指導法 

（３）認知症の人への介護技術指導 

（食事・入浴・排泄等） 

講義 

演習 

グループホーム陽だまり 

管理者 田中 加代 氏 

16:55～17:05 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

9/26(水) 

9:00～12:00 180分 
４ 認知症ケア指導法 

（４）認知症の人の行動・心理症状

（ＢＰＳＤ）へのケア指導 

講義

演習 

デイサービスセンターアソカ園 

センター長 片山 素志 氏 

12:00～12:45 45分 昼食休憩   

12:45～16:45 240分 
４ 認知症ケア指導法 

（５）認知症の人への権利擁護の指導 

講義 

演習 

砥部寿会 

副施設長 安岡 英哉 氏 

16:45～16:55 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

9/27(木) 

9:00～12:00 180分 
４ 認知症ケア指導法 

（６）認知症の人の家族支援方法の

指導 

講義 

演習 

認知症介護実践者等研修講師 

鈴木 よし子 氏 

12:00～12:45 45分 昼食休憩   

12:45～16:45 240分 
４ 認知症ケア指導法 

（７）認知症の人へのアセスメント 

とケアの実践に関する計画の指導 

講義 

演習 

有限会社エンジェル・コール 

代表取締役 越野 文枝 氏 

16:45～16:55 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

9/28(金) 
9:00～16:45 420分 

５ 認知症ケア指導実習 

（１）自施設実習の課題設定 

講義 

演習 
認知症介護実践者等研修講師 

16:45～16:55 10分 振り返り  愛媛県社会福祉協議会 

５ 認知症ケア指導実習（２）自施設実習（１８日間） 

11/30(金) 
9:00～16:45 420分 

５ 認知症ケア指導実習 

（３）結果報告 

（４）自施設実習評価 

講義 

演習 

メイン講師 

認知症介護実践者等研修講師 

サブ講師 

認知症介護実践者等研修講師 

16:45～17:05 20分 閉講式  愛媛県社会福祉協議会 


