
平成２７年度介護支援専門員実務従事者基礎研修 

開 催 要 項 

 

１．目 的 

  介護支援専門員として一定の実務を経験した後に、実務従事者として必要な技術

 ・技能の研鐟を図ることで、介護支援専門員の実務能力の向上を目的とします。 

 

２．ねらい 

  介護支援専門員は、利用者一人ひとりの尊厳あるくらしを実現し、自立した生活

を営むことが出来るように、その有する能力に応じ、利用者の心身の状況等を勘案

した適切な介護サービス計画を作成することが求められています。 

  ケアマネジメントは、そのサービス計画書を作成するために、単に利用者の課題

点とサービスを結びつけるといった視点からのアプローチではなく、利用者の生活

を支援する方法として位置づけられなければなりません。 

  利用者のための生活支援とは、人と環境との関係に焦点をおき、利用者の身体的

・心理的・社会的側面を総合的・統合的にとらえ支援していくもので、利用者と環

境との関係性を明らかにし、調整していくことが生活支援としてのケアマネジメン

トの手法です。 

  介護支援専門員は、常に専門的知識・技術の向上に努め、サービスの質を高める

ことが必要であり、この基礎研修が、このような介護支援専門員としての利用者と

の信頼関係の形成、専門的な面接技術、生活ニーズを導き出すための洞察力といっ

た専門知識の修得ができ、さらなる専門職へと変化するための役割を担えることを

ねらいとします。 

 

３．実施機関 

  特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会 

 

４．日程および研修会場 

組 日目 年月日 会場 

１組 

第1日目 平成２７年１２月１９日（土） 

新日鐵住金大分人材育成センター 

攻玉寮（２階大ホール） 

第2日目 平成２７年１２月２０日（日） 

第3日目 平成２８年 １月１６日（土） 

第4日目 平成２８年 １月１７日（日） 

第5日目 平成２８年 ２月１１日（木） 大分県医師会館（６階研修室Ⅰ） 

２組 

第1日目 平成２８年 １月 ９日（土） 
大分県医師会館（６階研修室Ⅰ） 

第2日目 平成２８年 １月１０日（日） 

第3日目 平成２８年 ２月２７日（土） 新日鐵住金大分人材育成センター 

攻玉寮（２階大ホール） 第4日目 平成２８年 ２月２８日（日） 

第5日目 平成２８年 ３月１３日（日） 大分県医師会館（６階研修室Ⅰ） 

 ＊１組２組どちらか一方の組を選択し、５日間３３時間の研修を受講します。 

 ＊新日鐵住金大分人材育成センター攻玉寮（大分市明野南 3 丁目 1 番 1 号） 

 ＊大分県医師会館（大分市駄原 2892 番地の 1） 

 

５．研修受講料 

  １０，０００円 

  ※受講決定者は、後日郵送する振込用紙にて振り込みをお願いします。 



６．事業内容 

  別紙「日程表」を参照 

 

７．受講対象者 

  現に介護支援専門員としての実務に携わっている方で実務就業後１年未満の方を

対象とします。 

 

８．申込方法 

  別紙「平成２７年度介護支援専門員実務従事者基礎研修受講申込書」に必要事項

を記入したうえで、「介護支援専門員証（カードサイズ）」の写しを添えて、当協

会へ郵送してください。申込書に必要事項が全て記入され、申込書等の確認できた

時点で受付をしますので、記入漏れや添付漏れがないように注意してください。 

 

９．受講申込締め切り 

  平成２７年１０月３１日（土）※郵送必着 

 

10．受講決定 

（１）申込期限以降に受講申込書の記載事項を審査し、大分県との協議のうえ受講決

定を行います。 

（２）受講の可否については、１１月１５日頃に郵送により全員へ送付します。電話

等での受講可否のご照会には応じかねます。 

 

11．研修の修了 

（１）研修の日程を全て修了した者に対し、「修了証明書」を交付します。 

（２）本研修の修了にあたっては、定められた研修課程をすべて履修する必要があり

ます。１日でも欠席があった場合は、当該年度において研修を修了することはで

きません。 

 

12．その他 

（１）研修の円滑な実施のため、受講申込書に基づいて受講者名簿を作成します。あ

らかじめご了承ください。なお、個人情報については、適正に管理し取り扱いま

すが、演習等で氏名の入った班名簿等を配布することがありますので、ご了承願

います。 

（２）演習課目においては、事例の提出や発表等をお願いする場合がありますので、

受講に際しては、あらかじめご承知ください。なお、事例の提出や発表ができな

い場合は、受講が認められませんので、ご了承ください。 

（３）講師や会場の都合等で、日程や会場などが変更となることもありますので、ご

了承ください。 

（４）受講に関しての質問は、別紙「質問票」をＦＡＸ（097-504-7501）で送付して

ください。担当者不在の場合もあり、電話でのお問い合わせには応じかねますの

で、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

13．提出先 

  〒870－1133 大分市大字宮崎１３６７番地１ 甲斐ビル２１５号 

  特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会 宛 

  ＊封筒に「平成 27 年度介護支援専門員実務従事者基礎研修・申込書在中」と明記 



研修課目 目的・内容
9:00～  9:20 受付
9:20～  9:30 オリエンテーション

＜１組＞ ＜２組＞

平成27年 平成28年
12月19日(土) 1月9日(土)

（会場） （会場）
大分県

医師会館

9:00～  9:30 受付

＜１組＞ ＜２組＞

平成27年 平成28年
12月20日(日) 1月10日(日)

（会場） （会場）
大分県

医師会館

9:00～  9:30 受付

＜１組＞ ＜２組＞

平成28年 平成28年
1月16日(土) 2月27日(土)

（会場） （会場）

9:00～  9:30 受付

＜１組＞ ＜２組＞

平成28年 平成28年
1月17日(日) 2月28日(日)

（会場） （会場）

9:00～  9:30 受付

＜１組＞ ＜２組＞

平成28年 平成28年
2月11日(木) 3月13日(日)

（会場） （会場）
大分県 大分県

医師会館 医師会館

計（33H） 特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会

（ケアマネジメント点検演習）

・自らのアセスメントの手法や策定したケアプラン
について点検し、問題点・課題を明確にして改善
方策を見いだす。
・アセスメント、プランニング、ケアカンファレンス・
サービス調整、モニタリングの持つ意味と重要性
について実際の事例をつかって理解したうえで、
小グループ制により、アセスメント、ケアプラン、介
護支援経過を通し、どのようなプロセスを経て計画
に位置付けたサービスが必要と考えたかを発表、
ディスカッションする。

５
日
目

・ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員が
基礎的に備えるべき、利用者主体、自立支援、公
正中立、権利擁護、守秘義務、利用者ニーズの
代弁等の倫理がどのように実践されているかを踏
まえて徹底して理解する。

9:30～12:30
（3H）

ケアマネジメントとそ
れを担う介護支援専
門員の倫理

13:30～16:30
（3H）

研修を振り返っての
意 見 交 換 、 ネ ッ ト
ワーク作り

・就業以降の苦労や反省、ケアマネジメントのあり
方などについて小グループ制により意見交換を行
う。困ったり悩んだりした際の相談・助言や情報交
換を行うことができる仲間作りを促進する。

攻玉寮

攻玉寮

４
日
目

・演習の結果、明らかになったケアマネジメントの
プロセスの各項目の問題点と改善方策を学ぶ。

9:30～16:30
（6H）

ケアマネジメント
演習講評

攻玉寮

9:30～12:30
（3H）

ケアマネジメント
点検演習③
～モニタリング

13:30～17:30
（4H）

ケアマネジメント
点検演習④
～まとめ

２
日
目

9:30～12:30
（3H）

ケアマネジメント
点検演習①
～アセスメント

13:30～17:30
（4H）

ケアマネジメント
点検演習②
～プランニング、
ケアカンファレンス

攻玉寮

３
日
目

攻玉寮

平成２７年度介護支援専門員実務従事者基礎研修　日程表

日時・会場

１
日
目

・ケアマネジメントの各プロセスの担う役割、目的
を再認識するとともに重要性を理解する。また、各
自の実践を省みることにより問題点・課題点を認
識する。
・アセスメント、プランニング、ケアカンファレンス・
サービス調整、モニタリングの持つ意味と重要性
について実際の事例を使って理解を深める。

9:30～17:30
（7H）

ケアマネジメントのプ
ロセスとその基本的
考え方

攻玉寮


