受講者募集

埼玉県立大学
地域産学連携センター

チーム医療、在宅医療、地域包括ケア・・
今後ますます求められる“多職種連携”

２０１９年度

「

講座」

開催

彩の国連携力育成プロジェクト(4大学連携IPE)共催

医療・介護連携、地域包括ケアの実践、

施設内連携・機関間連携における

更なるサービスの“質”向上に向けた

連携基礎力の確立に向けた

IPW

多職種連携
基礎研修

総合課程

★全8回のIPW特化型の総合講座
具体的な専門職連携実践活動ができ、専門
職連携を推進するリーダーとなる実践家の

育成を目指します！
◆ヒューマンケア
◆チーム形成
◆専門職連携教育

（IPE）
◆各領域のIPW実践

連携において基本となる
◆コミュニケーション技術
◆傾聴技術
◆討論技術
◆チーム形成プロセス
◆リフレクションの方法
もう一度、しっかりと
学び直して
みませんか？

◆IPW実習
※ 講義と参加型学習

昨年度の参加者からもご好評をいただきました。

職場からの推奨、自己研鑚としての参加を
お待ちしております！

医療・介護連携、地域包括ケアの実践、
更なるサービスの“質”向上に向けた

IPW

総合課程

彩の国連携力育成プロジェクト
（4大学連携IPE）共催

IPW（Interprofessional Work：専門職連携実践）は複数の領域の専門職がそれぞれ
の知識と技術を提供しあい、相互に作用しつつ、共通の目標の達成を利用者と共に目指
す援助活動です。この課程では、IPWの実践能力を高めることで、多様化・複雑化した
ニーズを持った人々を支援できる人材育成を目指します。
専門職連携実践（IPW）を推進するリー
ダーとなる実践家の育成を目的とする、
IPWに関する体系的で実践的な講座です。
IPWに関する基本理論や最近の動向、施
設や地域でのファシリテーターとしての方
法論や技術、各専門別あるいは様々な具体
的な状況におけるIPWの実際を学びます。
その上で、ファシリテーターとして各施設
やそれぞれの地域の実情に合わせた
具体的なIPW活動ができることを
目標とします。
≪カリキュラムの基本的な柱≫
〇 IPWの本質に関する科目（IPW基幹科目）
〇 IPWの推進に関する科目（IPW関連科目）

開催期間：2019年９月7日（土）
～１２月7日（土）（８日間）
９：００ ～ １６：１０
会

場：埼玉県立大学（初回および１０
月１９日(土)）

他は地域医療教育センター
受 講 料 ：20,000円
対

象：5年目以上の中堅実践家

定

員：２０名（先着順）

申込〆切：8月2日(金)
＊修了者には本学学長名で修了証を交付
します（一定の条件があります）。

〇 IPE（組織内、地域内）の推進に関する科目
（IPE展開科目）
≪カリキュラム日程（予定）≫
開催日
2019年
9月7日

回

(土)

第１回

9月21日 ( 土 ) 第２回

10月5日 ( 土 ) 第３回

10月19日 ( 土 ) 第４回

11月2日 ( 土 ) 第５回

11月16日 ( 土 ) 第６回

11月30日 ( 土 ) 第７回

12月7日 ( 土 ) 第８回

内容
IPWの基礎(1) コミュニケーションと自己理解
IPWの基礎(2) IPW/IPEとは
IPWの基礎(3・4) IPWの基本原則・ヒューマンケア
IPWの基礎(5) IPWにおけるチーム活動とチーム形成
IPWの実践と専門職の役割(1・2・3)
（行政・ケアマネ・リハ・地域包括ケア等）
IPWの基礎(6) IPWにおけるリフレクションと葛藤
IPWの基礎(7) IPWに必要なファシリテーションスキル
特別講義 2040年に向けた地域包括ケアシステムの進展
IPW実習(1) ガイダンス
IPWの実践 ミニレクチャー(1・2)
IPWの実践報告(1)
IPWの実践と評価(1・2)
IPWの実践報告(2)
IPW実習(2)
※県内施設にて、受講者の多職種チームにて実際の対象者さん
の支援方針を作成する実習。
IPW実習(3) 報告会準備
IPWの実践と専門職の役割(４) 連携協働の諸課題
IPWの基礎(８) 改めてIPWの基本原則を確認する
IPW実習(4・5) IPW実習報告会・リフレクション
修了式

担当者
横山恵子（看護学科・課程責任者）
田口孝行（理学療法学科）
朝日雅也（社会福祉子ども学科）
丸山優（看護学科）
伊藤善典（社会福祉子ども学科）
柴山志穂美（看護学科）・原和彦（理学療法学科）
嶌末憲子（社会福祉子ども学科）
小川孔美（社会福祉子ども学科）・井上和久（理学療法学科）
田中滋（理事長）・柴田貴美子（作業療法学科）
田口孝行（理学療法学科）・久保田章仁（理学療法学科）
保科寧子（社会福祉子ども学科）
細谷治(日本赤十字社医療センター) ・ 勝木祐仁(日本工業大学)
井上和久（理学療法学科）・ 會田みゆき（看護学科）
久保田章仁（理学療法学科）・保科寧子（社会福祉子ども学科）
柴﨑智美(埼玉医科大学) ・ 國澤尚子（看護学科）
會田みゆき（看護学科）・ 井上和久（理学療法学科）
久保田章仁（理学療法学科）・保科寧子（社会福祉子ども学科）
田口孝行（理学療法学科）・大月恵理子（看護学科）
山本英子（看護学科）・押野修司（作業療法学科）
柴﨑智美(埼玉医科大学)
田口孝行（理学療法学科）・ 柴﨑智美(埼玉医科大学)
川越雅弘(研究科)・山本英子（看護学科）
朝日雅也（社会福祉子ども学科）・押野修司（作業療法学科）
田口孝行（理学療法学科）
萱場一則(学長) ・ 横山恵子（看護学科）

施設内連携・機関間連携における

連携基礎力の確立に向けた

多職種連携基礎研修
医療や福祉の現場で必要となる、職種の
垣根を越えて実施されるチームワークの基
礎を学ぶ講座です。この講座では、グルー
プワークを取り入れながら、多職種連携の
背景や現状、専門職連携実践（IPW）に必
要な能力、チームワークの考え方やコミュ
ニケーション技術のほか、現場での経験を
意味づけ今後に活かすためのリフレクショ
ン技法について、体験を通じて学びます。

彩の国連携力育成プロジェクト
（4大学連携IPE）共催

開催日時：2019年１１月１1日（月）
１３：３０ ～ １７：３０
会
場：地域医療教育センター
担 当 者 ：新井利民（社会福祉子ども学科）
山本英子（看護学科）
會田みゆき（看護学科）
井上和久（理学療法学科）
受 講 料 ：無料
定
員：６０名
申込〆切：10月 4日(金)

＜講座の内容＞

連携
“質”向上

①多職種連携が求められる背景とチームワークの考え方
・多職種連携が求められる背景
・専門職連携実践（IPW）のための基礎力
・チームワークの考え方
・信頼関係の構築
②チームワークを深化させる「コミュニケーション技術」
・非言語コミュニケーション
・傾聴の技術
・話し合う技術
③「リフレクション」を通じて自己とチームワークを俯瞰する
・なぜ「リフレクション」なのか ・リフレクションのスキル

申込方法
件名欄に「専門職連携を学ぶ講座希望」と
明記して、右の項目①～⑩を記載して、
Eメールでお申込みください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
下記①～⑤をご了承ください。
⑨
① 受講決定にあたっては、埼玉県内在職の方を優先します。
⑩
② 定員に達した講座は募集を停止します（先着順）。
③ 受講決定は申込締切日以降にEメールで通知します。

参加を希望する講座名
氏名（ふりがな）
住所
連絡先電話番号
ＦＡＸ番号
Eメールアドレス
勤務先及び所属
職種
経験年数
過去に同様の講座に受講歴があれば、
その講座名

（大学からのメールが受信できるよう設定をお願いします。）

④ 受講料は、実施当日に集金します。
⑤ テキスト等は主催者が用意します。
問合せ・申込先
埼玉県立大学 地域産学連携センター
edec@spu.ac.jp
〒343-8540 越谷市三野宮820番地
TEL:048-973-4114（平日のみ）

地域医療教育センター
（県立小児医療センター８階）
ＪＲさいたま新都心駅
西口下車 徒歩８分

昨年度の

IPW 総合課程 の様子と成果です
＜講義・演習・実習風景＞
IPWの基本および方法論、
各領域のIPW実践内容、
専門職連携教育（IPE）等
について知識
を深めました。

参加者のIPWの実践内容
や課題の共有、解決策案
などを話し合いました。

講義

グループワーク
IPWにおけるチーム形成
プロセスを実際に体験し
ました。

協力施設において、実際
の利用者さんや患者さん
のケア方針をチーム
で検討しました。

多職種によるチーム活動

IPW実習

＜IPW総合課程の成果＞
IPW総合課程後に以下のような感想が聞かれました

IPW実習前後の自己評価結果
できる

5
4

IPW実習前
向上

向上

・多職種連携実践の場面で、患者のために仕事をしてい

IPW実習後
向上

p<.05

る意識を高く持つことが大切であり、ヒューマンケアの

向上

深さを学んだ。

・まとめた情報を模造紙や付箋を用いながら図式化する

3

ことで見える化し、全体を俯瞰することも現在の進捗確

2

認、軌道修正、具体的プラン作成には必要。

1

・対等になる為に追いつかなければ！という意識を勝手

0
できない
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に思っていたのは自分かもしれないと気づいた。
・コンフリクトを恐れず前向きに捉えてＩＰＷを進めて
いくことが大切であると感じました。
・保健、医療、福祉、介護の正しい理解を広げ、対象者
の方々の幸せを一番に考えられる人材であるように学び
続けなければならない。
・今IPEに触れられたことで、より具体的な行動への移
し方を学べました。

