第８回日本介護支援専門員協会九州・沖縄ブロック研究大会 in 福岡
第１回福岡県介護支援専門員協会研究大会
開催要綱
１．大会メインテーマ
つなぐ ・ つなげる ・ つながる ～connect our heartｓ together～ 私たちの心とこころをつなぐ

２．大会趣旨
日本は、超高齢社会が現実となる 2025 年・・・そして、そこからピークを迎えると言われる 2050～60 年に
向け、地域包括ケアシステムの構築、自立支援事業、総合支援事業、貧困、単身世帯、軽度認知症（ＭＣＩ）、
認知症施策、地域支援、地域活動といった課題の中、2018 年の医療・介護報酬同時改定、更に居宅介護支
援事業所の指定権限市町村移譲も控えています。
介護支援専門員は、利用者を支える多職種連携の要として、めまぐるしく変化する社会の中で、多様化する
ニーズに対応し続けるために自己研鑚に励む必要があるのではないでしょうか。
今、地域に関わる相談援助職として、私たちの立ち位置を考えるときと思います。人、地域、医療、介護の
専門職を“つなぐ、つなげる、つながる”役割について改めて考える機会とすることを目的に、福岡にて、皆さ
まと相互に交流を深め、学びの場とできるよう研究大会を開催致します。皆様のご参加をお待ちしています。

３．大会日程

平成２８年１２月１１日（日） １０：００～１７：４５
４．大会会場

福岡国際会議場（〒812-0032

福岡市博多区石城町 2-1）

５．定員
８００名
６．参加費
①日本介護支援専門員協会会員

3,000 円 ※各県協会の会員、かつ、日介協会員

②介護支援専門員各県協会会員

5,000 円 ※各県協会のみの会員

③非会員

6,000 円 ※上記以外

７．主催
一般社団法人日本介護支援専門員協会、公益社団法人福岡県介護支援専門員協会（開催県）、佐賀県
介護支援専門員協議会、特定非営利活動法人長崎県介護支援専門員連絡協議会、特定非営利活動法人
大分県介護支援専門員協会、熊本県介護支援専門員協会、一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会、
特定非営利活動法人鹿児島県介護支援専門員協議会、一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会
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８．後援（予定）
福岡県、福岡市、北九州市、久留米市、公益社団法人福岡県医師会、公益社団法人福岡県看護協会、
公益社団法人福岡県社会福祉士会、公益社団法人福岡県作業療法協会、公益社団法人福岡県介護福祉
士会、一般社団法人福岡県歯科医師会、公益社団法人福岡県薬剤師会、公益社団法人福岡県理学療法
士会、一般社団法人福岡県医療ソーシャルワーカー協会、公益社団法人福岡県栄養士会、一般社団法人
福岡県言語聴覚士会、一般社団法人福岡県歯科衛生士会、公益社団法人福岡県柔道整復師会、一般社
団法人 福岡県精神保健福祉士協会、公益社団法人福岡県鍼灸マッサージ師会、一般社団法人福岡市医
師会、公益社団法人北九州市医師会、一般社団法人日本認知症ケア学会、福岡県老人福祉施設協議会、
公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会、一般社団法人福岡県慢性期医療協会、NPO 法人福岡県高
齢者グループホーム協議会

９．プログラム概要
時間

内容

09:30～10:00

受付

10:00～10:30

開会式 開会宣言 主催者挨拶 来賓挨拶 来賓紹介
来賓挨拶（予定） 福岡県知事、福岡県医師会会長

10:30～12:00

テーマ 2018 年に向けた介護保険制度の動向

基調講演

～ケアマネジメントとケアマネジャーの価値～
講 師 厚生労働省老健局振興課 介護支援専門官
12:00～13:00

昼休憩

13:00～16:00

分科会（全４分科会）
13:10～13:45

発表① 質疑応答含む

13:45～14:20

発表② 質疑応答含む

14:20～14:55

発表③ 質疑応答含む

14:55～15:40

討論会

15:40～16:00

まとめ

石山 麗子氏

※分科会では、各発表の終了後、助言者・各発表者・フロア参加者を交え、テーマ
に沿った討論会を行います。
16:00～16:15

移動・休憩

16:15～16:45

日本介護支援専門員協会 活動報告

16:45～17:25

分科会報告（全体会）

17:30～17:45

閉会式

次回開催県挨拶

閉会の言葉

１０．分科会内容

《第１分科会》 「人とつながる ～ひとを育てるケアマネジメント～」
趣

旨

私たち介護支援専門員は、「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後あり方に関する検討会」
において「利用者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者とし
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て、介護保険制度を運用する『要』として重要な役割を担っている。」とされています。
そこで、この分科会では、私たち介護支援専門員が担う、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活
を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」
の構築のため、より良質で効果的なケアマネジメントを目指し、各県（地域）で取り組まれている事例、事業所
を超えた人材育成の為の支援事例等について発表いただきたいと思います。
発表いただいた事例を踏まえて助言者とご参加の皆さんと共に「ひとを育てるケアマネジメント」に必要なこ
とは何か？人とつながる専門職として、これからの介護支援専門員の役割と責任について議論したいと思い
ます。

《第２分科会》 「医療とつながる ～医療ニーズとケアマネジメント～」
趣

旨

今年度の診療報酬改定では、『高齢化の進展に伴い疾病構造が変化していく中で、「治す医療」 から「治
し、支える医療」への転換が求められるとともに、健康寿命の延伸の観点から予防・健康づくりの取組が重要と
なっています。医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、
尊厳 をもって人生の最期を迎えることができるようにしていくことが重要である。』との方向性が示されました。
そこでこの分科会では、ターミナルケアの取り組み事例、難病等を有する利用者の生活支援事例、生活習
慣病等の予防的支援の成功事例等をテーマに発表いただきたいと思います。
発表いただいた事例を踏まえて助言者とご参加の皆さんと共に「医療とつながる」ケアマネジメントに必要
なことは何か？保健・医療・福祉にわたる多様なサービスが総合的、一体的、効率的に提供されるために、ど
のように医療ニーズを捉え、どのように多職種と連携・協働するのか、「つなぐ」専門職である介護支援専門員
の役割と責任について議論したいと思います。

《第３分科会》 「すてきな物忘れ ～記憶とつながるケアマネジメント～」
※本分科会は、日本認知症ケア学会 認知症ケア専門士単位認定科目です （３単位） （予定）
趣

旨

認知症の人が認知症とともによりよく生きていく事ができるような環境整備とともに、認知症の人を含む高齢
者の方にとってのやさしい地域づくりが掲げられています。
医療と介護サービス等の提供においては、状態の変化に応じて医療機関・介護施設等での対応が固定化
されることなく、最もふさわしい場所で適切なサービスが提供される「循環型」であることが求められています。
そこで、この分科会では、「認知症高齢者等にやさしい地域は決して認知症の人だけにやさしい地域では
なく、誰もが暮らしやすい社会である。」という事を念頭に、認知症ケアマネジメント実践において、利用者や
家族や地域の周りの方々を支えた取り組みにより、笑顔あふれる生活へと変わった実践事例等を発表いただ
きたいと思います。
発表いただいた事例を踏まえて助言者とご参加の皆さんと共に「すてきな物忘れ、記憶とつながる」ケアマ
ネジメントに必要なことは何か？について考え、介護支援専門員の役割と責任について議論したいと思いま
す。
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《第４分科会》 「地域でつながる ～これからの軽度者のケアマネジメント～」
趣

旨

私達が生活している「地域」は人口増減率や高齢化率、環境（都市部、山間部、湾岸部等々）など、問題を
一括りにはできません。更に、提供されるサービスの質・量も多様化、複雑化しており、これらの問題は地域課
題として、地域特性や利用者ニーズに応じて総合的で効果的・効率的な支援体制と持続可能で質の高いケ
アマネジメントの提供体制が必要とされます。
そこでこの分科会では、介護予防・日常生活支援総合事業の取り組み事例、地域に必要なサービスを多
職種連携で見出した事例、施設サービスを利用している軽度者の地域との関わり方や在宅生活復帰事例等
をテーマに発表いただきたいと思います。
発表いただいた事例を踏まえ、助言者とご参加の皆さんと共に専門職として、今一度「地域包括ケアとは何
なのか？」を問いつつ、「地域でつながる」ケアマネジメントに必要なことは何か、地域で求められる介護支援
専門員の役割と責任について議論したいと思います。

１１．参加申し込み等
（１）申し込み方法
別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にてお申込下さい。

●FAX 送信先 : 092(771)0208
●郵送先

電話 : 092(739)3215

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 号 電気ビル本館１階
九電旅行サービス 法人営業グループ

●申込締切日 : 平成２８年１０月２１日（金）必着
（２）参加費のご案内
①日本介護支援専門員協会会員

3,000 円 ※各県協会の会員、かつ、日介協会員

②介護支援専門員各県協会会員

5,000 円 ※各県協会のみの会員

③非会員

6,000 円 ※上記以外

（３）昼食（お弁当）のご案内
会場周辺にはレストランなどの昼食場所が少なく限られた時間で昼食をとることが出来ませんので大会事
務局でお弁当のお手配をいたします。
お弁当＋お茶付 ＠１，０００円
※お弁当を希望される方は、その旨を申込書にご記入下さい。
※お弁当は、完全予約制（事前申込制）とさせていただきます。
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（４）宿泊のご案内
宿泊設定日: 平成２８年１２月１０日（土）、１１日（日）
お１人様１泊あたりの宿泊料金（朝食付又は軽食付き、諸税込み）
（お部屋は全てシングル利用となります。）

申込記号

宿泊ホテル

12/10(土)

12/11(日)

A

博多グリーンアネックス

11,500

11,500

B

博多グリーンホテル１号館

11,000

11,000

C

博多グリーンホテル２号館

9,500

9,500

D

ホテル法華クラブ

11,000

11,000

E

ホテルセンチュリーアート

12,000

12,000

F

サンライフホテル２・３

9,800

9,800

G

ホテルサンルート博多

16,500

14,500

H

東洋ホテル

9,500

9,000

I

ホテルセントラーザ博多

14,800

13,500

※ご注意点
○お申込の際は、必ず第二希望までのご希望ランクを明記願います。
○各ホテルともお部屋の数には限りがあります。お申込順に受付致しますが、ご希望に添えない場合も御座
います。予めご了承下さいませ。
（５）参加券等・請求書の送付とお振込みについて
お申込受付後、11 月 18 日（金）までに大会参加券等と一緒に振込口座名が記載された請求書を送付さ
せて頂きますので、11

月 30 日（水）までにお振込み下さい。

（６）変更・取消についてのご案内

※変更・取消につきましては、聞き違いや混乱を避けるため、お電話の受付は致しません。
お手数でも FAX、もしくはメール（reiko_takano@kyudensangyo.co.jp）にてご送信下さい。
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※大会参加・宿泊などの変更・取消につきましては、下記の通り取消料が掛かります。ご了承下さい。
【宿泊についての取消料規定】
区分

取消料

（1）次項以外の募集型企画旅行契約
イ

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目（日帰り旅行にあって

旅行代金の 20％以内

は 10 日目）に当たる日以降に解除する場合（ロからホまでに掲げる場合を
除く。）
ロ

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に解除す 旅行代金の 30％以内
る場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。）

ハ

旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の 40％以内

ニ

旅行開始当日に解除する場合（ホに掲げる場合を除く。）

旅行代金の 50％以内

ホ

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の 100％以内

（2）旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

当該船舶に係る取消料の規
定によります。

備考
※変更・取消に伴うご返金は、大会終了後、上記取消料を差し引いてご返金致します。
なお、事務手続き上多少返金にお時間が掛かる場合が御座いますので、予めご了承願います。
※18 時以降の取消・変更は翌営業所日の受付となりますのでご注意下さい。
なお、土日祝祭日（年末年始）のお申し出も翌営業日扱いとなります。

【大会参加費】
11 月 26 日（土）以降の参加取消については返金致しません。ご理解下さいませ。
（７）個人情報のお取り扱いについて
九電旅行サービスは、お申込の際にご提出頂いた個人情報について、お客様との連絡や郵送、宿泊機関
などの提供するサービスの手配代行者に提供致します。また、大会主催者事務局に提供致します。
それ以外の目的でご提供頂く個人情報は利用致しません。
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（８）問い合わせ先

【大会運営等に関すること】
公益社団法人 福岡県介護支援専門員協会
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南 2 丁目 9-30

福岡県メディカルセンタービル 2F

TEL : 092-431-4585
FAX : 092-431-4577
E-mail : fukuokacm@tune.ocn.ne.jp

【参加申込に関すること】
九電旅行サービス 法人営業グループ
〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通 2-1-82 号

電気ビル本館１階 (担当：高野・木佐木・緒方)

TEL : 092-739-3215
FAX : 092-771-0208
E-mail : reiko_takano@kyudensangyo.co.jp
（９）申し込み方法等 ［ 再 掲 ］

別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にてお申込下さい。
※インターネットを介した申込受付は行っておりません。

●FAX 送信先
FAX 番号

092(771)0208

（九電旅行サービス）

●郵送先
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通 2-1-82 号 電気ビル本館１階
九電旅行サービス 法人営業グループ

●申込締切日 : 平成２８年１０月２１日（金）必着
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