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ケア専門職の能力・スキルアップのためのリカレント講座 

「高度な認知症ケアの知識と実践」 募集要項 
 

 

本講座は、長野県が社会人の主体的な学び直しを促進し、県内における社会人の受け皿の

拡充を図るために創設した「働く人の学び直しの場拡充支援事業」を活用した講座となり  

ます。また、併せて、「長野県産業人材カレッジ事業」の講座としても認定されています。 

 

 

１ 講座の目的 

本講座では、現在、ケアスタッフとして従事している方、もしくは、今後従事したいと

考えている方（資格取得後、しばらく現場から離れている方を含む）が認知症ケアの質を

高める高度な知識と技術を修得し、認知症ケアのリーダー的役割が果たせるようになる 

ことを目的としています。 

 

２ 養成する能力 

保健医療福祉分野の現場で看護・介護・福祉・リハビリテーション等の専門職者として

従事している方、もしくは、今後従事したいと考えている方が在宅ケア・地域包括ケアの

視点をもって、認知症の理解、認知症ケアの理念とケアの実際、認知症ケアにおける社会

資源の活用、エンドオブライフ・ケアなどを総合的に理解し、知識と技術のスキルアップ

を図るとともに、地域における認知症ケアのリーダーとなるための能力を養成します。 

なお、本講座については、一般社団法人日本認知症ケア学会が行う「認知症ケア専門士

認定試験」※1の内容を網羅しているため、受講後に試験にチャレンジすることも可能です。 

※1 「認知症ケア専門士認定試験」とは、一般社団法人日本認知症ケア学会が認定する

更新制の資格認定試験であり、認知症ケア従事者の自己研鑚及び生涯学習の機会提供

を目的とした制度です。「認知症ケア専門士認定試験」に合格することが本講座の  

修了要件ではありません。 

※2 本講座は、医療・福祉関係の資格を有しない方を対象とした「認知症介護基礎研修」

の対象講座ではありません。 

 

３ 募集人員 

30名 

 

４ 開講期間 

2021（令和 3）年 12月 ～ 2022（令和 4）年 2月 

※開講日程については、3ページ「11 シラバス」の項を参照してください。 
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５ 講座カリキュラム 

高度な認知症ケアの知識と実践  計 60時間 

(1) 認知症の理解 16時間 

(2) 認知症ケアの理念・ケアの原則 8時間 

(3) 認知症ケアの実際 24時間 

(4) 認知症と地域包括ケア 12時間 

 

６ 実施方法 

(1) オンライン講習 【講義】 

火曜日・金曜日 18:00～20:00（2時間）  計 17回、34時間 

※勤務の都合などやむを得ない理由によりリアルタイムでの受講ができない場合は、

オンデマンドでの受講も可能ですので、ご相談ください。 

(2) 対面講習 【講義・演習】 

土曜日 12:30～16:30（4時間） 

※初回のみ 14:30～16:30（2時間）  計 7回、26時間 

 

７ 修了認定 

全講習時間の 8割（48時間）以上受講し、かつ、最終日に実施する修了認定試験に合格

した受講生には、本学より修了証を交付いたします。 

 

８ 出願資格 

保健医療福祉分野の現場で看護・介護・福祉・リハビリテーション等の専門職者として

従事している方、もしくは、今後従事したいと考えている方 

 

９ 出願手続き 

受講を希望する方は、別紙「佐久大学 リカレント講座 受講願」に必要事項を記入し、

下記期間中に郵送又は FAXにてお申し込みください。 

(1) 出願期間 

11月 15日(月) ～ 11月 30日(火) ［先着順、定員になり次第締切］ 

(2) 送付先 

郵送の場合：〒385-0022 長野県佐久市岩村田 2384 

      佐久大学 社会連携・研究支援センター事務室 宛 

FAX の場合：0267-68-6687 

 

10 受講料 

50,000円（テキスト代、教材費込） 

※受講料の納入時期・方法については、別途ご案内いたします。なお、やむを得ない理由

により期限までに納入することができない場合は、分納を申請することができます。 
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11 シラバス ※講習区分については、2ページ「５ 講座名、講習時間」の項を参照してください。 

回 日程 
実施方法 

(受講場所) 

講習

区分 
講習内容 担当講師 

1 12月4日(土) 

14:30～16:30 

対面 

(大学) 

(1) オリエンテーション 

老いと認知症 

堀内ふき 

2 12月7日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(1) 認知症ケアの変遷 

認知症の人の推移と現状 

認知症の人の居場所 

堀内ふき 

3 12月10日(金) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(2) 認知症ケアの理念と原則 

パーソンセンタードケア 

堀内ふき 

4 12月14日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(2) 認知症ケアの倫理（自己決定） 八尋道子 

5 12月17日(金) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(1) 認知症の医学的特徴 菊池小百合 

6 12月21日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(1) 認知症の人が起こしやすい疾病・転倒等 菊池小百合 

7 12月24日(金) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(1) 認知症の人の心理的特徴 菊池小百合 

8 1月4日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 認知症ケアのアセスメント 

アセスメントツール 

大渕律子 

9 1月7日(金) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(1) 認知症の医療（薬物療法の知識） 唐澤千登勢 

10 1月8日(土) 

12:30～16:30 

対面 

(大学) 

(3) 認知症の人とのコミュニケーション 

認知症の行動・心理症状とそのケア 

安川揚子 

11 1月11日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 在宅における認知症の人の生活障害への援

助 

大渕律子 

12 1月14日(金) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 生活を通した認知症のリハビリテーション 

非薬物療法 

齋藤順子 

13 1月18日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 病院における認知症ケア 唐澤千登勢 

14 1月22日(土) 

12:30～16:30 

対面 

(大学) 

(4) 認知症の人の地域包括ケア 

社会資源（フォーマルケア・インフォーマルケア） 

大渕律子 

坂戸千代子 

15 1月25日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(4) 認知症の人へのチームアプローチ 

ケアマネジメント 

大渕律子 

16 1月29日(土) 

12:30～16:30 

対面 

(大学) 

(4) 認知症の人が暮らしやすい環境 

認知症の人が活躍できる地域づくり 

櫻井記子 

17 2月4日(金) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 家族介護者への支援 中嶋智子 

18 2月5日(土) 

12:30～16:30 

対面 

(大学) 

(2) 認知症の人に対する身体拘束・虐待と対応 

家族の人の介護負担と虐待 

唐澤千登勢 

菊池小百合 

19 2月8日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(4) 認知症と介護予防 坂戸千代子 

20 2月12日(土) 

12:30～16:30 

対面 

(大学) 

(1) 認知症当事者からのメッセージ 櫻井記子 

21 2月15日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 認知症の発症・進行を遅らせるために 堀内ふき 

22 2月18日(金) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 認知症の人のエンドオブライフ・ケア 島田千穂 

23 2月22日(火) 

18:00～20:00 

オンライン 

(自宅等) 

(3) 地域における災害時の認知症ケア 中嶋智子 

24 2月26日(土) 

12:30～16:30 

対面 

(大学) 

(3) まとめ 

認知症ケアの今後に向けて 

全員 

【担当講師】（順不同） 

堀内ふき（佐久大学学長）、八尋道子（佐久大学看護学部長・教授）、安川揚子（佐久大学看護学部教授）、

島田千穂（佐久大学人間福祉学部教授）、菊池小百合（佐久大学信州短期大学部福祉学科教授）、 

唐澤千登勢（佐久大学信州短期大学部福祉学科教授）、齋藤順子（佐久大学看護学部准教授）、 

中嶋智子（佐久大学看護学部准教授）、大渕律子（佐久大学客員教授）、坂戸千代子（佐久大学客員講師）、

櫻井記子（ジェイエー長野会） 
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12 留意事項 

(1) 受講希望者が 10名以下の場合は、講座を中止とすることがあります。 

(2) 受講キャンセルは原則不可とします。やむを得ない事情によりキャンセルされる 

場合は、本学までご連絡ください。 

(3) オンライン講習を受講する環境（パソコン、WEB カメラ、マイク、インターネット

環境）については、受講者各自でご準備ください。 

(4) 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、実施方法を変更する場合があります。 

 

13 アクセスマップ 

 
 

14 お問い合わせ先 

佐久大学 社会連携・研究支援センター事務室 

〒385-0022 長野県佐久市岩村田 2384 

TEL 0267-68-6680(代) ／ FAX 0267-68-6687 ／ E-mail recurrent@saku.ac.jp 

 


