
 開催日：2021年2月14日（日）

 受講料：無料

主催：埼玉県立大学地域産学連携センター
共催：彩の国連携力育成プロジェクト（４大学連携IPE）

多職種連携	
　　　　基礎研修	

総合課程	IPW	

実務経験者を対象に
更なるサービスの“質”向上に向けた

初めての方も、経験者も
連携基礎力の確立に向けた

★全8回のIPW特化型の総合講座

チーム医療、在宅医療、地域包括ケア…広がるサービス	

 今後ますます求められる

「	

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

をしっかりと学びます。

具体的な専門職連携活動が実践でき、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！

 ◆IPWの基礎　　 ◆IPWと専門職の役割

 ◆IPW実践ポイント　◆IPW実習　等

開催日：2020年8月29日（土）

　　　　　　　～12月5日（土）8日間

会　場：Zoom（Web会議システム）

定　員：20人（定員を超えた場合は抽選）

受講料：20,000円

本学が開学以来、全国に先駆けて実施してきたIPWのためのIPE(専門職連携教育)、
そのノウハウを皆さんにお伝えします。

コロナ後の新常態（ニューノーマル）を見据え、
今回、IPW総合課程はＷｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」で開催。
今まで会場が遠くて、断念していた方も受講出来ます。	

２０２０年度	

　　　　　　　　　　　　　講座」	
　　　　　のご案内	

※　会場、募集定員につきましては、２０２０年
　１１月に埼玉県立大学ホームページ等でお知ら
　せします。
　【参考】２０１９年度は、定員６０人、会場は
　　　　　地域医療教育センター（ＪＲさいたま
　　　　　新都心駅）でした。



総合課程	IPW	

≪カリキュラム日程（予定）≫

今後ますます求められる専門職連携。
実務経験者を対象に、更なるサービスの
“質”向上を目指します。

　専門職連携（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。

　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。

　今回、初めての試みとして、コロナ後の新常態を見据

え、全回をWeb会議システム「Zoom」で開催します。

IPW(Interprofessional 

Work：専門職連携)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。

	
	

第１回　	

2020年	
　8月29日(土)	
　9：30	
　　　～16：20	

オリエンテーション	
IPWの基礎（1）　コミュニケーションと自己理解	
IPWの実践と専門職の役割（1）　地域包括ケアシステム概論（行政の立場から）	
IPWの実践と専門職の役割（2）　在宅ケアにおけるIPW（ケアマネの立場から）	

開講あいさつ、IPWの基礎（2）　IPW/IPEとは	
IPWの基礎（3）　IPWにおけるチーム活動とチーム形成	

横山　恵子（看護学科）	
横山　恵子	
伊藤　善典（社会福祉子ども学科）	
柴山志穂美（看護学科）	
萱場　一則（学長）	
丸山　　優（看護学科）	

	
	

第２回	

　9月12日(土)	
　9：30	
　　～16：00	

IPWの基礎（4）　IPWの基礎となるヒューマンケア	
IPWの基礎（5）　IPWの基本原則	
IPWの実践と専門職の役割（3）	
　地域包括ケアシステムにおけるIPW（リハビリテーションの立場から）	
IPWの基礎（6）　IPWにおけるリフレクションと葛藤　	

朝日　雅也（社会福祉子ども学科）	
朝日　雅也	
臼倉　京子（作業療法学科）	
	
嶌末　憲子（社会福祉子ども学科）	

	
	
	

第３回	

　9月26日(土)	
　9：30	
　　～16：00	
	

IPWの基礎（7）　IPWに必要なファシリテーションスキル	
IPWの実践と評価（1）	
　多職種連携実践の現状と評価（実践の立場から）	
IPW実習（1）　ガイダンス	
IPWの実践　ミニレクチャー（1）　薬剤師とうまく付き合う法	
IPWの実践報告（1）　準備	

小川　孔美（社会福祉子ども学科）	
國澤　尚子（看護学科）	
	
田口　孝行（理学療法学科）	
細谷　　治（城西大学）	
井上　和久（理学療法学科）	
久保田章仁（理学療法学科）	
木下　　聖（社会福祉子ども学科）	

	
第４回	

10月10日(土)	
　9：30	
　　～16：00	

IPWの実践　ミニレクチャー（2）医師とうまく付き合う方法（仮題）	
IPWの実践　ミニレクチャー（3）建築分野との連携が開く可能性とその入口	
IPWの実践報告（2）	

金野　倫子（共通教育科）	
勝木　祐仁（日本工業大学）	
會田みゆき（看護学科）井上　和久・	
久保田章仁・木下　　聖	

	
	

第５回	

10月31日(土)	
　9：30	
　　～16：10	
	

IPWの実践と評価（2）	
　IPWのコンピテンシーとIPEの成果について（大学教育の立場から）	
IPWの実践と専門職の役割（4）	
　IPWに向けた国の施策動向と連携・協働上の諸課題	
IPWの実践報告（3）	

柴﨑　智美（埼玉医科大学）	
	
川越　雅弘（大学院研究科）	
	
井上　和久・久保田章仁・	
木下　　聖・會田みゆき	

	
第６回	

11月14日(土)	
　9：30	
　　～16：00	
	

	
IPW実習（2）	
※グループに分かれ模擬患者により実習	

柴﨑　智美・山本　英子（看護学科）・
押野　修司（作業療法学科）・	
柴田貴美子（作業療法学科）・	
國澤　尚子・	
小泉　浩平（作業療法学科）	

	
	

第７回	

	
11月28日(土)	
　9：30	
　　～16：00	

	
IPW実習（3）　報告会準備	
	
特別講義　「2040年に向けた地域包括ケアシステムの進展」	
IPWの基礎（8）　改めてIPWの基本原則を確認する	

田口　孝行・柴﨑　智美・山本　英子・
小泉　浩平・柴田貴美子・	
國澤　尚子・（押野　修司）	
田中　　滋（理事長）	
朝日　雅也	

	
第８回	

12月　5日(土)	
　9：30	
　　～15：50	

IPW実習（4）　報告会	
IPW実習（5）　リフレクション	
修了式	

田口　孝行・全担当者・	
施設ファシリテーター	
萱場　一則・横山　恵子	



講座担当者
　井上　和久

　（理学療法学科）

　山本　英子

　（看護学科）

　柴山志穂美

　（看護学科）

　新井　智子

　（健康開発学科）

　會田みゆき

　（看護学科） 

多職種連携基礎研修	
　医療や福祉の現場で必要となる、専門職種の垣根を越えて実施され

る多職種連携のための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（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。

＜講座の内容＞

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（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

連携基礎力を身に付けるため
の基本の技術を学びます。

前回までの IPW	総合課程	の様子と皆さんの評価です

＜皆さんの評価と感想＞

IPW総合課程後に以下のような感想が聞かれました

　総合課程を受講した

皆さんの自己評価結果

です。IPWで注意すべ

き点や心得について、

受講の前後を較べると

皆さん、向上したと評

価しています。

グループワーク

＜講義・演習・実習風景＞

IPWはチームケアです。チームを組ん
で、学び、課題を抽出し、課題解決に

取り組みました。
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IPW受講前後の自己評価結果

〇　多職種連携の場面で、患者のために仕事をしている意識を高く　
　持つことが大切であり、ヒューマンケアの深さを学んだ。

〇　情報を見える化し、全体を俯瞰することが現在の進捗確認、軌

　道修正、具体的プラン作成には必要。

〇　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。

〇　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。

講義



申込方法	

多職種連携	
　　　　基礎研修	

IPW	総合課程	

開催日：2020年8月29日（土）

　　　　　　　～12月5日（土）8日間

　　　　9：30～16：10（日により終了時間

　　　　　　　　　　　　につきましては変更があります。）

会　場：Zoom（Web会議システム）

受講料：20,000円

対　象：5年目以上の中堅実践家

定　員：20人（定員を超えた場合は抽選）

※　一定の条件を満たした修了者には本学学長名で

　修了証を交付します。

※　受講料納入方法は受講決定時にお知らせします。　　　

開催日：2021年2月14日（日）

　　　　13：30～17：30

受講料：無料　

https://business.form-　　

mailer.jp/fms/495befd7119256

下記応募フォームからお申込みください	 下記応募フォームからお申込みください	
申込締切日：2021年１月２７日（水）１５時	

https://business.form-mailer.jp/fms/

5c667753118928

※　その他、以下内容についてご了承ください。
　〇　受講決定は申込締切日以降にEメールで通知します。
　　　（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。）　 
　〇　テキスト等は主催者が用意します。 

＜問合せ先＞

埼玉県立大学　地域産学連携センター

〒343-8540　越谷市三野宮820番地

TEL : 048-973-4114（平日のみ）

E-mail : edec@spu.ac.jp

皆様のご参加を	
　　お待ちしております！	

※　申込の受付は１２月１日（火）から	
　開始します。	

※　応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。	
※　受講決定にあたっては、埼玉県内在職の方を優先	
　させていただきます。	

※　会場、募集定員につきましては、２０２０年
　１１月に埼玉県立大学ホームページ等でお知ら
　せします。
　【参考】２０１９年度は、定員６０人、会場は
　　　　　地域医療教育センター（ＪＲさいたま
　　　　　新都心駅）でした。


