
☆　詳しく情報が見られます！　→

研  修  名 内　　容 講　師 実 費

5月1日 （月）

～ 5月7日 （日）

5月3日 （水）

～ 5月9日 （火）

5月5日 （金）

～ 5月11日 （木）

5月7日 （日）

～ 5月13日 （土）

5月9日 （火）

～ 5月15日 （月）

5月14日 （日）

～ 5月20日 （土）

5月16日 （火）

～ 5月22日 （月）

5月18日 （木）

～ 5月24日 （水）

5月21日 （日）

～ 5月27日 （土）

☆　ご注意ください!!!　☆ 

　　　 ①　ホームページからお申込みください。受付締切後、視聴用のＩＤとパスワードをメールで送付いたします。 愛媛県在宅介護研修センター

　　　 　　 メールが受信できるよう「 ehime-zaitakukaigo.com 」のドメインをあらかじめ登録してください。 （指定管理者　特定非営利活動法人　愛と心えひめ）

　　　 ②　研修動画は、配信期間に限り視聴することができます。 　〒791-0122　松山市末町甲9番地1

　   　③　受付状況につきましては、当センターへお問い合わせください。 　　TEL : 089-914-0721 FAX : 089-914-0732

　　　        　 https://ehime-zaitakukaigo.com/

＜動画配信＞ 　　　　　愛媛県在宅介護研修センター （愛称 ： 愛ケア）　　5月講座案内
 https://ehime-zaitakukaigo.com/

配信期間（2023） 受付締切日

(水)

＜動画配信＞
「ボディメカニクス」を活用した介護②

～立位の介助～
（約１時間）

今回は、前回学んだボディメカニクスの基礎を前提に、特に人間の自然な動
き（立ち上がりのメカニズム）を正しく理解するための講座です。介護され
る方の「できること」を奪わないことも重要となります。ぜひ、安全に楽に
介助する方法を学んでください。

今治明徳短期大学
ライフデザイン学科

介護福祉コース

杉本　詠二

無料 4/24 (月)

＜動画配信＞
介護保険の利用・活用法

（約１時間）

2000年から始まった介護保険制度。介護保険料を払っているものの、その
内容については知らないという方が大勢います。まして実際に使うとなった
ら、「どうすればいいのか、全く分からない」という方がほとんどでしょ
う。介護保険を利用する日に備えて、この講座で学んでおきましょう。

愛媛県介護支援専門員協会

矢川　ひとみ
無料 4/26

(日)

＜動画配信＞
知っておきたい認知症の薬の基礎知識

（約１時間）

認知症の方の中には、認知症の薬を服用されている方もおられます。この講
座では、認知症の方が服用されることが多い薬について、種類・効果・副作
用などをお話いたします。認知症の方の介護に役立つ基礎知識になると思い
ますので、ぜひご視聴ください。

愛媛県薬剤師会

縄田　幸裕
無料 4/27 (木)

＜動画配信＞
高次脳機能障害の理解と支援

（約１時間）

頭部のケガや脳卒中などの病気をきっかけに発症する高次脳機能障害。高齢
者が高次脳機能障害を発症した場合は、高齢だからということで認知症だと
間違えられることもあります。ぜひこの動画で高次脳機能障害の理解を深
め、適切な支援について学んでください。

日本訪問看護財団
松山相談支援センター

西村　幸
無料 4/30

(日)

＜動画配信＞
高齢者と接する際の

メンタルヘルスの保ち方
（約１時間）

高齢者と接する際に、ついイライラしてしまうことはありませんか？そのイ
ライラがご自身の心身の不調の原因になるだけでなく、高齢者に伝わってよ
り介護が困難になることもあります。高齢者と接する際のイライラを軽減す
るために、ぜひこの講座を視聴してください。

株式会社
グッドコミュニケーション

中田　康晴
無料 5/1 (月)

＜動画配信＞
「口から食べたい」を支えるために②

～実際に食べてみましょう～
（約１時間）

このシリーズ①では、摂食・嚥下のメカニズム、口腔ケアの仕方、食事の形
態などの基本を学びました。それでは、実際にご自身で体験しながらさらに
学んでみましょう。体験するからこそ分かってくることがあります。「口か
ら食べたい」という思いを実現するために、ぜひご視聴下さい。

介護老人福祉施設
味酒野ていれぎ荘

窪田　里美
無料 5/7

(木)

＜動画配信＞
認知症の人の感性の世界

（約１時間）

認知症の人は、「理性の世界」から「感性の世界」に移行していくと言われ
ることがあります。実際に、認知症の人の感性に響く声かけや接し方をする
と、介護が楽になる場合があります。この動画で、感性の豊かな認知症の人
の世界について学んでみませんか？

今治明徳短期大学
ライフデザイン学科

介護福祉コース

杉本　詠二

無料 5/9 (火)

＜動画配信＞
高齢者の疾患・症状を
早期発見するポイント

（約１時間）

高齢になると、心疾患や脳卒中などの疾患を持つ方も多くなり、脱水や低血
糖などの症状により重篤な状態になる方もおられます。大切な方を守るため
に、この講座で高齢者に多い疾患や症状の特徴を理解し、早期に発見するた
めのポイントを学びましょう。

日本赤十字社愛媛県支部

鵜久森　陽子
無料 5/11

みんなで学ぼう介護のいろは

＜動画配信＞
高齢者との

コミュニケーションのコツ
（約１時間）

高齢者とうまくコミュニケーションが取れない…と悩んでいませんか？この
講座では、高齢者と上手にコミュニケーションを取るためのコツをお伝えい
たします。すぐにでも実践できる内容ですので、ぜひ視聴して苦手意識を克
服しましょう。

居宅介護支援事業所
砥部オレンジ荘

小椋　真吾
無料 5/14 (日)

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！



☆　詳しく情報が見られます！　→

研  修  名 内　　容 講　師 実 費

6月1日 （木）

～ 6月7日 （水）

6月4日 （日）

～ 6月10日 （土）

6月6日 （火）

～ 6月12日 （月）

6月8日 （木）

～ 6月14日 （水）

6月11日 （日）

～ 6月17日 （土）

6月13日 （火）

～ 6月19日 （月）

6月15日 （木）

～ 6月21日 （水）

6月18日 （日）

～ 6月24日 （土）

6月21日 （水）

～ 6月27日 （火）

☆　ご注意ください!!!　☆ 

　　　 ①　ホームページからお申込みください。受付締切後、視聴用のＩＤとパスワードをメールで送付いたします。 愛媛県在宅介護研修センター

　　　 　　 メールが受信できるよう「 ehime-zaitakukaigo.com 」のドメインをあらかじめ登録してください。 （指定管理者　特定非営利活動法人　愛と心えひめ）

　　　 ②　研修動画は、配信期間に限り視聴することができます。 　〒791-0122　松山市末町甲9番地1

　   　③　受付状況につきましては、当センターへお問い合わせください。 　　TEL : 089-914-0721 FAX : 089-914-0732

　　　        　 https://ehime-zaitakukaigo.com/

みんなで学ぼう介護のいろは

＜動画配信＞
失語症の特徴と適切な関わり方

（約１時間）

失語症とは、脳の損傷によって「聴く」「話す」などの機能が失われた状態
をいいます。発症してしまうと、コミュニケーションを取るのが困難になる
ので、本人や家族に大きなストレスを伴います。この講座で、症状の特徴や
適切な関わり方を学んでみませんか。

愛媛県立中央病院
リハビリテーション部

三瀬　和人
無料 6/14 (水)

(日)

＜動画配信＞
胃ろうについて

（約１時間）

本来は『もう一度、口から食べられる元気を取り戻す』ためであった「胃ろ
う」と、高齢者に対する「胃ろう」とでは、位置づけが全く違っています。
高齢者に対して安直に「胃ろう」を選ぶ前に、出来ることはないのでしょう
か。「胃ろう」の必要性と効果について、今一度考えてみませんか。

介護老人福祉施設
味酒野ていれぎ荘

窪田　里美
無料 6/8 (木)

＜動画配信＞
お口の健康を維持しよう！

～口腔ケアの基本～
（約１時間）

加齢によって身体のあちこちに不調を感じるようになりますが、なかなか気
づかないのがお口の健康状態です。お口の健康状態が悪化してくると、やが
て全身の健康にも影響を及ぼします。「健口長寿」となるようこの研修で口
腔ケアの基本を学んでおきましょう。

訪問歯科衛生士

阿部　博恵
無料 6/11

(火)

＜動画配信＞
脳を活性化して、

認知機能を高めよう！
（約１時間）

楽しく脳を活性化させることで、認知機能の向上が期待できるシナプソロ
ジー。高齢者向け、企業、スポーツ、教育の現場などで活用され、効果をあ
げている今注目のプログラムです！ 楽しみながら、脳の機能アップを図りた
い方は、ぜひこの講座をご視聴ください。

老人保健施設　たかのこ館

向井　亮子 無料 6/4 (日)

＜動画配信＞
介護に備えて何を知っておくべきか

（約１時間）

「介護なんてまだまだ大丈夫！」と思っていても、介護は突然やってきま
す。突然の介護に戸惑わないために、この講座で今のうちに備えておきませ
んか？介護に直面していない今が最適の備え時です。「備えあれば憂いな
し」となるために、ぜひご視聴下さい。

愛媛県介護支援専門員協会

矢川　ひとみ
無料 6/6

(木)

＜動画配信＞
介護施設の選び方

（約１時間）

介護する側としても、される側としても、在宅での暮らしが難しくなった
ら、介護施設の検討が必要になります。より良い施設を選びたいと思われた
ら、必要に迫られる前に、いろいろな施設を見て回られることをお勧めしま
す。その前に、この講座で施設の選び方のポイントを学んでおきましょう。

愛媛県介護支援専門員協会

矢川　ひとみ
無料 5/30 (火)

＜動画配信＞
若々しさを保つための食事

（約１時間）

いつまでも元気で、若々しくありたい・・・この願いを実現する鍵の一つと
なるのは、毎日の食事です。食べたもので体は作られるので、毎日の食事が
若々しさを保てるかどうかの分かれ道になると思います。この講座で日々の
食事を見直してみませんか？

管理栄養士

松本　孝子
無料 6/1

(日)

＜動画配信＞
「ボディメカニクス」を活用した介護③

～車いすやトイレへの移乗の介助～
（約１時間）

介護の中で日々繰り返される車いすやトイレへの移乗介助ですが、その１回
１回が介護する側・される側の負担になるようでは、より良い生活を支援で
きません。どうすれば双方の負担にならずに、上手に出来るようになるか、
この講座で学んでいただきたいと思います。

今治明徳短期大学
ライフデザイン学科

介護福祉コース

杉本　詠二

無料 5/25 (木)

＜動画配信＞
認知症のタイプ別ケア

（約１時間）

認知症は、脳に器質的変化が起こり、認知機能が低下した状態をいいます。
この器質的変化の原因は、脳が委縮して起こるものと脳血管障害によるもの
とに大別されます。それぞれの症状の特徴と、いろいろなエピソードを交え
て、生活ケアのポイントをお伝えします。

愛媛県在宅介護
研修センター

金田　由美子
無料 5/28

＜動画配信＞ 　　　　　愛媛県在宅介護研修センター （愛称 ： 愛ケア）　　6月講座案内
 https://ehime-zaitakukaigo.com/

配信期間（2023） 受付締切日

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！



☆　詳しく情報が見られます！　→

研  修  名 内　　容 講　師 実 費

7月2日 （日）

～ 7月8日 （土）

7月4日 （火）

～ 7月10日 （月）

7月6日 （木）

～ 7月12日 （水）

7月9日 （日）

～ 7月15日 （土）

7月11日 （火）

～ 7月17日 （月）

7月13日 （木）

～ 7月19日 （水）

7月16日 （日）

～ 7月22日 （土）

7月18日 （火）

～ 7月24日 （月）

7月20日 （木）

～ 7月26日 （水）

.

☆　ご注意ください!!!　☆ 

　　　 ①　ホームページからお申込みください。受付締切後、視聴用のＩＤとパスワードをメールで送付いたします。 愛媛県在宅介護研修センター

　　　 　　 メールが受信できるよう「 ehime-zaitakukaigo.com 」のドメインをあらかじめ登録してください。 （指定管理者　特定非営利活動法人　愛と心えひめ）

　　　 ②　研修動画は、配信期間に限り視聴することができます。 　〒791-0122　松山市末町甲9番地1

　   　③　受付状況につきましては、当センターへお問い合わせください。 　　TEL : 089-914-0721 FAX : 089-914-0732

　　　        　 https://ehime-zaitakukaigo.com/

みんなで学ぼう介護のいろは

＜動画配信＞
知って防ごう！高齢者虐待

（約１時間）

大きな社会問題となっている「高齢者虐待」。虐待は暴力や暴言だけではあ
りません。自覚なく虐待をしていることも受けていることもあります。高齢
者虐待を防ぐには、何が「虐待」にあたるか正しく理解しておくことがまず
第一歩となります。今一度、高齢者との接し方を振り返りませんか。

愛媛県介護支援専門員協会

矢川　ひとみ 無料 7/13 (木)

(火)

＜動画配信＞
快適な排泄を支援しよう

（約１時間）

排泄は人間の自然な生理現象ですが、誰かの手を借りなければならないとな
ると、「恥ずかしい」とか「情けない」と感じてしまうものです。介助され
る方の尊厳に配慮した快適な排泄方法とはどんなものでしょうか。この講座
で、排泄介助のポイントと正しい方法を学びましょう。

介護老人福祉施設
味酒野ていれぎ荘

窪田　里美
無料 7/9 (日)

＜動画配信＞
フレイル予防はお口から

（約１時間）

フレイルと聞いて身体機能の低下を思い浮かべる人も多いと思います。しか
し、お口のささいな衰え（オーラルフレイル）が始まることで全身の衰え
（身体的フレイル）に繋がると言われています。この講座でフレイルの予防
と改善方法について学び、健康寿命を延ばしましょう！

言語聴覚士

池尻　幸司
無料 7/11

(木)

＜動画配信＞
腰痛予防・改善のポイント

（約１時間）

腰痛は辛いですよね。腰痛になると、仕事や運動に前向きに取り組めなく
なってしまいます。約85％は原因不明といわれる腰痛ですが、一定のメカニ
ズムがあるといわれています。この講座で腰痛のメカニズムを理解していた
だき、腰痛を予防・改善するための方法を学んでください。

愛媛県理学療法士会

松岡　栄二郎
無料 7/4 (火)

＜動画配信＞
介護ストレスのセルフケア

（約１時間）

介護をしていてストレスを感じる人も多いと思います。その一方で、ストレ
スを感じていない人もいます。この違いは、ストレスケアが上手かどうかで
生じるのだと思います。ストレスに押しつぶされ、「もう限界！」とならな
いように、この講座でセルフケアの仕方を学びませんか。

今治明徳短期大学
ライフデザイン学科

介護福祉コース

杉本　詠二

無料 7/6

(日)

＜動画配信＞
自力での立ち上がりにこだわろう！

（約１時間）

介護場面で必要な移乗介助。ベッドから車イス、車イスから便座等々。この
介助を力仕事でやるか、相手の残された機能を生かすかで、介護の内容は大
きく違ってきます。使える機能も使わなければ使えなくなります。今のうち
に学んでおきましょう。

愛媛県在宅介護
研修センター

金田　由美子
無料 6/29 (木)

＜動画配信＞
より良い老いの生き方

（約１時間）

人生100年時代と言われる超長寿社会において、長い老後をどのように生き
ていったらよいのでしょうか？「より良い老いの生き方」は時代とともに変
化するものかもしれませんが、いずれにせよ、幸福で実りの多い人生を全う
したい方は、ぜひこの講座をヒントにしてください。

株式会社
グッドコミュニケーション

中田　康晴
無料 7/2

(火)

＜動画配信＞
「ボディメカニクス」を活用した介護④

～歩行の介助～
（約１時間）

歩行の介助と聞くと、とにかく転ばせないように注意することを第一に考え
ますが、そのために何が必要かを理解していないと、介助者の立ち位置と介
助行為そのものが転倒の原因になりかねません。この研修で、正しい介助法
を学んでください。

今治明徳短期大学
ライフデザイン学科

介護福祉コース

杉本　詠二

無料 6/25 (日)

＜動画配信＞
年齢に負けない丈夫な骨づくり

（約１時間）

「高齢になると骨を強くすることはできない」と思っていませんか？たしか
に、高齢になると骨の量は減少します。しかし、必要な栄養の摂取、適度な
運動、日光浴などの習慣を心掛けることで、骨密度を増加させることは可能
です。丈夫な骨をつくって、骨太な人生を送りましょう！

あき整形外科
リハビリテーション

クリニック

吉野　一弘
無料 6/27

＜動画配信＞ 　　　　　愛媛県在宅介護研修センター （愛称 ： 愛ケア）　　7月講座案内
 https://ehime-zaitakukaigo.com/

配信期間（2023） 受付締切日

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！


