
～ 介護のプロを応援します ～

お申込みお問い合わせ

令和2年度
短期スキルアップ
講習のご案内

三好春樹氏 の【脳卒中 片マヒの知識と介護の技術】

生活とリハビリ研究所

代表 三好春樹 氏

HOTシステム株式会社
代表取締役

蜂谷 英津子 氏
（使用テキスト 著者）

基礎 徹底 !【 接遇・マナー研修 】（新人教育編）

【 介護のための医学の基礎】（全３回）

【 介護記録の書き方】

【 サービス提供責任者研修】

〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 労働センター(エル・おおさか)南館12階

② 6/16（火）
10:00-16:00

③ 7/14（火）
10:00-16:00

① 5/19（火）
10:00-16:00

介護労働安定センター 大阪支部 ヘルスカウンセラー

看護師 宗清 芳美 氏

そうだったのか、なるほどの

※全3回、全2回シリーズの研修は、全回をセットで受講することを推奨します

対象：全ての介護職員
介護に携わる方

2/10
（水）

10:00-16:00

3/11
（木）

10:00-16:00

５/26
（火）

10:00-16:00

観察の視点を活かした

【摂食・嚥下障害がとてもよくわかる研修】

① 11/19（木）
10:00-16:00

② 1/20（水）
10:00-16:00

今日から あなたの介護が変わる

（全２回）

演習あり

業務手引きをズバッと解説

【 緊急時の介護 】（全２回）

① 10/23（金）
10:00-16:00

② 12/10（木）
10:00-16:00

実技あり

《会場》
大阪赤十字会館

そのときあなたはどう動く！？

京都保育福祉専門学院 学院長

岡本 匡弘 氏

【 腰を守るトランスファーの考え方】

（全２回）① 9/9（水）
10:00-16:00

② 10/7（水）
13:30-16:30 実技あり

腰痛予防の基礎から、移乗の応用まで

虹色のりんご 代表取締役

坂本 明美 氏

介護職の「接遇・マナー」の重要性！

使用テキスト

使用テキスト

使用テキスト

使用テキスト

使用テキスト

協力：特定非営利活動法人 日本アビリティーズ協会

矢木脳神経外科病院リハビリテーション科 篠原長寿歯科

言語聴覚士 西村 紀子 氏講師：日本赤十字社大阪府支部

① 緊急時の介護（前編） ＋ 救命手当
・緊急時に備える、急な体調変化の対応他

② 緊急時の介護（後編） ＋ 応急手当
・事故が起こった際の対応他

大阪労災病院治療就労両立支援センター両立支援部門

主任理学療法士 浅田 史成 氏

① 基本の身体の仕組みと働き（観察ポイントとバイタルサイン他）

② 理解しておきたい疾患（糖尿病・腎疾患、がん、COPD他）
・膀胱留置カテーテルの仕組み、在宅酸素療法の管理他

③ 感染症・食中毒・薬・医行為ではない行為の実践
・軟膏の塗布、点眼薬の点眼、擦り傷・切り傷について他

① 摂食・嚥下の仕組みを理解する、誤嚥とは何か
・基本の食事介助の方法、嚥下機能の評価、タイプ別支援方法のポイント

② セオリー通りにいかない終末期における包括的な支援

① 腰痛の理解と人間工学を駆使した移乗の方法

② 今後のノーリフト対策を考える
・様々な道具を活用した移乗の方法他

演習あり

演習あり

対象：新人職員（～入社1年程度）/ 新人の教育担当者 等

カチカチで動かない手指の開き方、ブラブラで動かない上肢の管理法、
片マヒに伴う障害を7つチェックしよう 他

介護職が知っておくべき

ホスピタリティマナー、態度、挨拶、身だしなみ、言葉遣い、訪問時のマナー、職場でのマナー他

新型コロナウイルス感染防止の観点を踏まえ、 全2回中止となりました

新型コロナウイルス
感染拡大防止のた
め中止となりました

新型コロナウイルス
感染拡大防止のた
め中止となりました

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 全3回中止となりました



【手順 1】受講申込書を FAX する  受講申込書に必要事項をご記入の上、大阪支部へ FAX してください。 FAX 06-4791-416６       

【手順２】「受講確認通知書」を受け取る 開催日の約１ヶ月前頃に、受講確認通知書（お振込先・金額を記載）をＦＡＸいたします。         

 【注意】開催日の２週間前までに FAX が届かない場合は、必ずご連絡ください。           

【手順３】受講料を振込む  「受講確認通知書」に記載の振込期日までに、指定の口座へ 記載されている受講料 をお振込みください。                                 

注） ①振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。 

②振込の控え（銀行の振込票等）をもって領収書に代えさせていただきます。                 
③『受講申込書』による申込があっても受付完了とはなりません。（【手順 4】ご参照） 
受講をキャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡ください。 

④お振込みいただいた受講料は、開催決定（開催日から起算して 14 日前（※当該日が土・日・祝 
の場合はその前日）以降は、原則として返金いたしませんので予めご了承ください。 

【手順４】受付完了 お振込みいただいた時点で、「受講申込」が完了となります。                             

※本講習が定員に満たない場合等、当センターの都合で講習を中止する場合は、 
電話等でご本人にご連絡の上、お振込み金額を返金いたします。 

（この場合の振込手数料は当センターが負担します） 

【手順５】「受講決定通知書を受け取る」 「受講決定通知書」を研修日の２週間前をめどに FAX いたします。                
 当日必ずご持参ください。  

  

 
 
  
 
  
 
 

受講者氏名 
フリガナ 職

種 
 

生年月日 

昭和 ／ 平成    年    月    日（    ）才 

受講確認通知書等送付先（希望先に〇印）                 勤務先  担当者名（      ）様宛  ・  自宅 

複数回・複数名 お申込の場合【受講料のお振込方法】（希望に〇印）    一括 ・  各回 

法人名 
 

賛助会員（該当に〇印）      会員  ・  非会員 

事業所名   

住所 

(送付先） 

〒 TEL         （        ）            

FAX       （        ）               

主たる資格 
初任者研修  ／ 実務者研修  ／介護福祉士 ／  看護師  ／ 

その他（                   ） 
経験年数 年   か月 ・  未経験 

◎ 受講者の個人情報（氏名、住所、電話番号等）は、当該講座に関する通知等の送付および講座実施に関する連絡、講座受講の際の本人確認、新規講座等のご案内の 

送付の範囲で利用させていただきます。ご提供いただいた個人情報は、当センターのプライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、上記目的以外には使用いたしません 

 

 
 

ｾｯﾄ 
 申込 

 単独   
 申込 

日程 研修名 会場 
一般受講料（税込） 
（ ）内テキスト代 

★賛助会員受講料（税込） 
（ ）内テキスト代 

使用テキスト 

  4 月 22 日（水） 
脳卒中 片マヒの知識と介護
の技術 

エル・おおさか 4,000 円   

  5 月 26 日（火） 
基礎 徹底！【接遇・マナー
研修】 

エル・おおさか 7,000 円（2,000 円） ★6,800 円（1,800 円） 
「介護職のための接遇マナ

ー」 

  5 月 19 日（火） 介護のための医学の基礎① エル・おおさか 6,800 円（1,800 円） ★各回 6,100 円 
（テキスト代 1,600 円込） 

 

★セット 15,100 円 
（テキスト代込） 

「介護のための医学の基礎」 

※こちらの講習を複数回受講の方
は、初回のみテキストを購入し
ていただくようになります 

 6 月 16 日（火） 介護のための医学の基礎② エル・おおさか 6,800 円（1,800 円） 

 7 月 14 日（火） 介護のための医学の基礎③ エル・おおさか 6,800 円（1,800 円） 

  9 月 9 日（水） 
腰を守るトランスファーの 
考え方① エル・おおさか 5,000 円  

 
 10 月 7 日（水） 

腰を守るトランスファーの 
考え方② エル・おおさか 4,000 円  

  10月23日（金） 緊急時の介護① 大阪赤十字会館 6,200 円（1,200 円） ★各回 6,100 円 
（テキスト代 1,100 円込） 

★セット 11,100 円 
（テキスト代込） 

「緊急時の介護」 

※こちらの講習を２回受講の方
は、初回のみテキストを購入し
ていただくようになります 

 12月10日（木） 緊急時の介護② 大阪赤十字会館 6,200 円（1,200 円） 

  11月19日（木） 
摂食・嚥下障害がとてもよく

わかる研修① 
エル・おおさか 5,000 円  

 

 1 月 20 日（水） 
摂食・嚥下障害がとてもよく
わかる研修② 

エル・おおさか 5,000 円  

  2 月 10 日（水） 介護記録の書き方 エル・おおさか 6,600 円（1,600 円） ★5,900 円（1,400 円） 「介護記録の書き方」 

  3 月 11 日（木） サービス提供責任者研修 エル・おおさか 6,500 円（1,500 円） ★5,800 円（1,300 円） 
「サービス提供責任者のた

めの基本テキスト」 

注意 「受講確認通知書」をお受け取りいただいた後、ご入金の確認を持ちまして「受講決定」といたします 

*********************** 申込にあたっての留意事項 ～講習受講を希望される皆さまへ～  ******************************* 

受講を希望されるコースに○を付けてください。（複数可）    
〈※賛助会員の方は、一部の講習（★対象講習のみ）の受講料が１割引になります。入会ご希望の方はお申し出下さい。〉 

テキストをお持ちの方は「受講申込書」FAX 後にお電話でご連絡ください 

 令和  年  月  日 

令和 2 年度 短期スキルアップ講習 

受講申込書（以下の太枠内をご記入のうえ FAX 願います） 

【お問合せ】(公財）介護労働安定センター 大阪支部  TEL: 06-4791-4165  FAX:06-4791-4166 

介護労働安定センター  

大阪支部行き 

FAX  0６-4791-4166 

 

センター受付印 

  

 

都度お振込手数料をご負担
いただくことになります。 

記入日 令和   年   月  日 

受付番号  

 

HP５月 

付印   

高橋 里佳
テキストボックス
　HP7月


