
● 講演 （９０分）

令和3年

認知症多職種協働研修
東京都

植田宏樹先生 プロフィール

6/27（日）
12：20
～16：30

「認知症疾患と多職種協働」
〜医師の立場から〜
秋川病院 院長 植田 宏樹

● 講義・グループワーク （約１２０分）

「質の高い多職種の
コミュニケーションを目指して」

参加費無料

東京都認知症介護指導者会
講師：井上 信太郎・鈴木 恵介・鈴木 雄生

実施主体： 東京都、地域拠点型認知症疾患医療センター【青梅成木台病院】
共催：地域連携型認知症疾患医療センター

【福生クリニック・菜の花クリニック・奥多摩病院・あきる台病院・大久野病院・羽村三慶病院】

認知症の方の支援に携わる専門職に対し、認知症ケアに関わる多様な

職種や支援者の視点を相互に理解し、認知症の方が適切な医療・介護・

生活支援を受けられる体制の構築することを目的とする研修です。

対象：圏域内で認知症の人の支援に携わる「医師」「看護師」「保健師」「精神保健福祉士」「臨床心理士」

「理学療法士」「作業療法士」「歯科医師」「薬剤師」「ケアマネジャー」「社会福祉士」「介護福祉士」「栄養

士」「地域包括支援センター職員」「行政職員」等

〇 利用システム：ＺＯＯＭ
〇 定員：25名
〇 申込詳細は別紙「募集のご案内」を参照ください

［オンライン開催］

問い合わせ： 青梅成木台病院認知症疾患医療センター Tel. 0428-74-9933

昭和37年生まれ。聖マリアンナ医科大学卒

業。同大学の神経精神科に入局。平成22年

秋川病院院長就任。同院や西多摩医療圏の

行政・民間の施設で精神科の診療を続ける

傍ら、地域において、認知症、うつ病、自殺

対策、各世代の心の健康と病気についての

講演会を積極的に実施している。

【裏面： 募集要項ご覧ください】



 

令和3年度 東京都認知症多職種協働研修（オンライン開催） 

募集要項 
  

１ 目的 

 認知症の人の支援に携わる専門職や行政関係者に対し、認知症ケアに関わる多様な職種や支援者の 

 視点を相互に理解し、認知症の人が必要とする支援を役割分担的かつ統合的に提供できるようにす 

 ることを学ぶための研修を実施することにより、認知症の人が状態に応じて適切な医療・介護・生活 

 支援等の支援を受けられる体制の構築を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

 地域拠点型認知症疾患医療センター 青梅成木台病院（東京都より受託して実施） 

 

３ 研修対象者 

   圏域内で認知症の人の支援に携わる以下の者 

   医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、歯科医師、薬剤師、  

   ケアマネジャー、社会福祉士、介護福祉士、栄養士、地域包括支援センター職員、行政職員 等 

 

４ 研修日時 

 令和 3年 6月 27日（日曜日）：１２時００分から受付、１２時２０分研修開始、１６時３０分終了 

 

５ 研修方法 ： オンライン（ZOOM） 

 

６ カリキュラム  

 東京都の標準カリキュラムに基づき実施（別紙のとおり） 

 

７ 募集定員 ： ２５名 【 開催要件：1０名以上の参加者】 

 

８ 受講料 ： 無料 

 

９ 申込方法及び申込期限 

（１） 申込方法 ： 必要事項を指定の申込フォームより送信ください（別紙参照） 

 （２） 申込期限 ： 令和 3年 5月 21日（金）まで 

 

10 問い合わせ先 

   青梅成木台病院 認知症疾患医療センター（所在地：〒198-0001 東京都青梅市成木 1-447） 

   担当者：細野 健  電話番号：０４２８－７４－９９３３ 

   MAIL：center@narikidai.jp 

 

11 その他 

（１） 研修修了者名簿は、各区市町村からの求めにより、東京都を通じ各区市町村へ提供しますので、

予め御了承下さい。 

（２） 研修修了証書等の発行はありません。 

（３） 研修の参加確認、グループワーク実施のため、カメラ・マイク付きの接続機器が、参加者 1人

につき１台必要です。 

http://gw-server.narikidai.local/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1617151543508


令和３年 4 月吉日  

 関  係  者   各  位  

医療法人財団良心会  青梅成木台病院  

地域拠点型認知症疾患医療センター  

電話：0428-74-9933 

 

令和 3 年度  第１回東京都認知症多職種協働研修（オンライン開催）  

参  加  者  募  集  の  ご  案  内  

 

日頃より当、西多摩医療圏地域拠点型認知症疾患医療センターの運営にご協力、

ご支援を賜り誠に有難うございます。  

令和３年度「第１回東京都認知症多職種協働研修」のご案内を申し上げます。本

研修は「新型コロナウィルス感染問題」により東京都よりオンライン研修を推奨

されており、今回はその方法にて開催致します。  

参加を希望される方は、下記参照の上メールにてお申込み下さい。  

 

             【  記  】  

  

１．日   時：令和 3 年 6 月２７日（日）  

開始：１２時２0 分  終了：1６時３0 分  

   

２．Ｗｅｂシステム：ZOOM 

   

３．講  師  等：別紙プログラムをご参照ください。  

４．内   容：講義及びグループワーク（詳細は募集要項参照）      

 

５．募集定員：最大 25 名  

※参加者 1 名につき、1 台の PC 等の機器が必要です。  

※参加者多数の場合、先着順または１施設１名等の対応をさせて頂く可能性がございます。  

予めご了承ください。                    

６．締   切：5 月 21 日（金）必着   

 

７．申し込み方法：下記のＵＲＬにアクセスし  

オンラインフォームより申込して下さい。  

https://bit.ly/3sB5xP2 

※インターネットエクスプローラーでフォームに接続できない場合が

ございます。最新の Microsoft Edge、Chrome、Safari などをお使い

ください。アクセスできない等ございましたら「center@narikidai . jp」

までメールでご連絡ください。詳細ご返信します。  

 

８．受講決定のご案内  

①受講決定のご案内、また申込み多数により今回の受講が難しい場合、  

５月 2８日（金）迄に担当者よりご連絡申し上げます。  

②お申し込み時に記載のメールアドレスに、center@narikidai.jp より招待

メールを送付いたします。ドメイン受信指定解除をお願いいたします。  

【裏面：プログラム参照下さい】    

申込は QR コードからも  

アクセスできます 



令和３年度 第１回 東京都認知症多職種協働研修 
 

開 催 日： 令和 3年 6月 27日（日） 12：20 ～ 16：30 

 

方    法： オンライン研修（ZOOM） 

 

実施 主体：  東京都【 地域拠点型認知症疾患医療センター 青梅成木台病院 】 

共催：  地域連携型認知症疾患医療センター【福生クリニック・菜の花クリニック・  

奥多摩病院・あきる台病院・大久野病院・羽村三慶病院】       

 

受講者： 25名（予定） 

 

プログラム： 

時間・形態 内    容 担   当  

11：30～12：00 オンライン接続テスト 接続に不安がある方のみ 

12：00～12：20 ◆受付  

12：20～12：30 ◆開会の挨拶（本日の予定案内） 
青梅成木台病院 

地域連携部長：萬沢せつ子 

12：30～14：00 

90分・講義 

◆認知症疾患と多職種協働 

  ～医師の立場から～ 

東京精神科病院協会 

西多摩支部長 

秋川病院 

院長：植田宏樹 

14：00～14：10 休憩 ＜10分＞  

14：10～16：20 
◆講義及びグループワーク 

（途中休憩あり） 

東京都認知症介護指導者会 

井上信太郎 

鈴木恵介 

鈴木雄生 

中山常之 

16：20～16：30 ◆閉会の挨拶、アンケート記入  
青梅成木台病院 

地域連携部長：萬沢せつ子 

 

【お問い合わせ先】 

開催前日まで：0428-74-9933 （認知症疾患医療センター細野・古久保） 

開催日当日： 080-8434-9783 （認知症疾患医療センター細野） 

 

 

 

 

医療法人財団良心会 青梅成木台病院 

認知症疾患医療センター 事務局 

TEL：0428-74-9933 

FAX：0428-74-9934 

Mail：center@narikidai.jp 
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