関係者各位

（一社）愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会

平成29
平成29年度
29年度 『介護支援専門員実践者
フォローアップ研修
フォローアップ研修』
研修』のご案内
のご案内
～
Ｈ30年度制度改正
30年度制度改正に
年度制度改正に向けて、
けて、医療連携ができるケアマネになるために
医療連携ができるケアマネになるために～
ができるケアマネになるために～
。
Ｈ３０年度介護報酬改定は、「地域包括ケアシステムの推進」を目指した改定ともいえます。
特に重点を置いてきたのは、適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制づくりです。
そのため、医療連携に関して、評価を充実し、新たな加算もつけてきました。これは、「医療連携が課題」
とされてきたケアマネジャーに対して、「地域包括ケアシステムにおける役割」を再認識させるものでもあり
ます。
Ｈ２８年度の介護支援専門員研修の大幅改正でも、 医療の単元が追加されました。ですが、この単元
を受講していないケアマネジャーが大半です。 したがって、今回は、実践者フォローアップ研修として、
実務経験者から主任ＣＭ（指導者）に至るまでを対象として、課題整理総括表を使い、疾患のアセスメン
トから医療連携に至るまでの実践に活用できる研修を企画しました。ぜひご参加ください。

＜研修の目的＞
疾患の基礎理解と医療的なアセスメント力をつける
課題整理総括表の実践活用とプロセス理解ができる
退院カンファレンス・サービス担当者会議におけるチームアプローチが実践できる
Ｈ３０年度の介護報酬改定の理解とケアマネジメントの質の向上

開催日時
１日目 Ｈ30年2月 8日（木）10:00〜17:00
２日目 Ｈ30年2月20日（火）10:00〜17:00
３日目 Ｈ30年3月17日（土）10:00〜17:00
（三日間の研修になります）

受講対象者
愛知県内の介護支援専門員・主任介護支援
専門員等 （定員：先着150名）

開催場所
１日目 刈谷産業振興センター 604号室
２日目 刈谷産業振興センター 401号室
３日目 刈谷産業振興センター 604号室
（刈谷市相生町1丁目1番地6）

受講料（事前振込）
会員
税込15,000円
非会員 税込20,000円
当日振込みの控えをお持ちください

主催：一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
お問合せ：（一社）愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 事務局 熊谷
Tel:052-265-6398 Fax: 052-308-6750 E-mail:aikairen2016@gmail.com
申し込み先・方法：海南病院介護保険相談室 担当：櫛田
申込書を Fax：0567-65-5523 へファックスしてください。 締切り：1
締切り：1月31日
31日
（延長しました）
受講料は事前振込になります。振込先・振込期日は裏面参照
【本研修は主任介護支援専門員更新研修受講要件・個別要件②に該当する研修です】

(一社）愛知県居宅介護支援事業所連絡協議会

各事業所 御中

『平成２９
平成２９年度
カリキュラムのフォローアップ研修』
２９年度 介護支援専門員 新カリキュラムのフォローアップ研修
研修』
ご案内
研修会主旨・・・詳細は、昨年末に郵送した研修内容を参考にしてください。
平成28年度、法定研修カリキュラムが大幅改正になり、特に実務研修から、医療連携に重点を置き、
各疾患の理解・アセスメントのカリキュラムが倍増になりました。
平成28年度より前の方は、この研修は受けていません。
１）主任ＣＭの方は指導するに当たり、新人ＣＭが何を学んできているのかの理解。
２）今後更新・主任ＣＭを受けられる方は、新カリキュラムで受講する為、特に実務研修の医療知識・
アセスメントの理解。
以上について、新カリキュラムのフォローアップ研修が必要と考えました。

研修プログラム
日時時間
2月8日（木）
10：00～16：30

2月20日（火）
10：00～16：30

講師

カリキュラム
ＡＭ 脳血管疾患の理解
講義と演習

＜演習内容＞

ＰＭ 認知症の理解
講義と演習

各単元ごとに事例
を通して各単元

ＡＭ 筋骨格系疾患の理解と
廃用症候群 講義と演習

ごとに課題整理総
括表を使い、実践
活用を学ぶ

各分野の専門職およ
び主任介護支援専門
員

ＰＭ 内臓の機能不全の理解
講義と演習
3月17日(土）
10：00～16：30

ＡＭ Ｈ30年度介護報酬改定に
ついて（改定の経緯と内容を踏
まえ、介護支援専門員に求めら
れる質とは？）

愛知県健康福祉部
指導監査グループ

ＰＭ 看取りについての理解
講義と演習
開催場所：刈谷市産業振興センター
所 在 地 ：〒448-0027 刈谷市相生町1丁目1番地6
JR刈谷駅・名鉄刈谷駅北口 徒歩3分
電
話：（0566）28-0555
参加費用：別紙申込書をご確認ください
交
通：（JR名古屋駅→JR刈谷駅）約20分
※刈谷へは名古屋からの交通の便がよいので、是非
お越し下さい。
お問い合わせ：（一社）愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 事務局 熊谷
電話/FAX：052-265-6398/052-308-6750 E-mail：aikairen2016@gmail.com

こ
こ

■研修スケジュール（予定）

平成29
平成29年度
介護支援専門員実践者フォローアップ
29年度 『介護支援専門員実践者
実践者フォローアップ研修
フォローアップ研修』
研修』
日程

区分
講義1

初日
平成30年
2月8日(木)
10:00〜16:30

講義2

演習

講義
2日目
平成30年
2月20日(火)
10:00〜16:30
演習

3日目
平成30年
3月17日(土)
10:00〜16:30

概要

講師

地域包括ケアシステム推進における医療と介護の連携の連 医 療 職 ・ 主 任 介
携〜介護⽀援専門員の医療知識とは？〜
護⽀援専門員
１）認知症の疾患の理解とアセスメントプロセスの理解
〜本⼈を理解するための連携とは？〜
２）脳⾎管疾患の理解と⾃⽴⽀援とは
〜リハビリ職との連携の在り⽅〜

医療 職・ 主 任介護
⽀援専門員

疾患ごとの共通事例から課題整理総括表の活⽤について
医療職・主任介
学び、
護⽀援専門員等
実践現場で、アセスメントプロセスが説明できる
１）筋骨格系の疾患の理解と予後予測の根拠
〜廃⽤症候群の悪循環の理解と予防の視点〜
２）内臓疾患の理解と⽣活習慣のアセスメント
〜疾患が⽣活の及ぼす影響の理解〜

医療職・主任介
護⽀援専門員等

疾患ごとの共通事例から課題整理総括表の活⽤について
学び、
医療職・主任介
実践現場で、アセスメントプロセスが説明できる
護⽀援専門員等

講義

Ｈ30年度介護保険報酬改正についてについて
・今回の制度改正で、介護⽀援専門員に求められる役割り
とは？
愛知県
・制度改正の経緯を踏まえて、適切なケアマネジメントを考え
る

講義

１）看取りについて（末期がん）
〜状態の経過に応じたアセスメントとは？〜

演習

疾患ごとの共通事例から課題整理総括表の活⽤について
学び、実践現場で、アセスメントプロセスが説明できる
3日間の総括

医療職・主任介
護⽀援専門員等

医療職・主任介
護⽀援専門員等

平成

年

月

日

海南病院介護保険相談室 担当：櫛田 宛
ＦＡＸ ０５６７－
０５６７－６５－
６５－５５２３

平成２９年度介護支援専門員実践者フォローアップ研修

＜申込書＞
申込期限：平成３０年１月
平成３０年１月３１
平成３０年１月３１日（
３１日（水
日（水）期日延長します。
※必要事項を記入してＦＡＸでお申し込みください。FAX：0567-65-5523
受講決定通知については、定員 150 名を超える場合のみ通知します。
＜受講料の振込期日と振込先＞参加初日にお振り込みのわかるものをご持参ください。
参加初日にお振り込みのわかるものをご持参ください。
振込期限：平成３０年
平成３０年２
平成３０年２月７日（水）期日延長します。
水）期日延長します。
振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店 普通 口座番号 0209717
イッパンシャダンホウジンアイチケンキョタクカイゴシエンジギョウシャレンラクキョウ
ギカイ ダイヒョウリジ オカダ イワオ

一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 代表理事 岡田 巌
＜変更事項＞
※開催日 2/8（木）
2/8（木）・2/20（火）
2/20（火）・3/17（土）
3/17（土）中、１日のみの参加も可能になりました。
（土）中、１日のみの参加も可能になりました。
参加費用：１日につき、会員４,０００円 非会員６,０００円
テキスト代として、別途３,０００円（３日間共通の為、１日のみでも必要）
【１
１日以上参加された方、本研修は主任介護支援専門員更新研修受講要件・個別要件
日以上
②に該当する研修となります】
参加費用
参加される日数に☑をお付けください
(テキスト代含む)

2/8（木）・2/20（火）
・3/17（土）
日

□

１日参加

□

２日間参加

□

３日間参加 2/8（木）・2/20（火）
・3/17（土）

程

受講者
氏名

事業所
名

※参加する 1 日に○を付けてください

2/8（木）・2/20（火）
・3/17（土）
※参加する 2 日に○を付けてください

会員 7,000 円
非会員 9,000 円
会員 11,000 円
非会員 15,000 円
会員 15,000 円
非会員 20,000 円(割引)

フリガナ

性別

漢字

男・女

名称
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
会員 ／ 非会員 （どちらかに○を付けてください）

〒
住所
事業所
情報

電話番号
ＦＡＸ番号
Ｅメール

お問合せ：（一社）愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 事務局 熊谷
Tel:052-265-6398 Fax: 052-308-6750
E-mail:aikairen2016@gmail.com

