平成３０年度 大分県主任介護支援専門員 更新研修

市町村推薦

「指導実践事例 報告書（２事例）」の作成について（取説）
＊本様式は、 主任介護 支援専門 員更 新研修に市町 村推薦（ 様式７・ ８） で受講申込み をす
る場合に必要 となる様 式のひと つで す。本様式以 外にもそ の他書類 が必 要となります 。
＊「 主任介護支援専門 員として 、地 域の介護支援 専門員対 する相談 対応 や支援等に関 する
知識及び能力 を有する 者 」とし て市 町村推薦を受 けるにあ たり、「地 域の 介護支援専門
員に対して行 った 具体的な指導 実践 事例 の報告書」 を 事前に作成・ 提出 し、市町村長 推
薦を申し出る 必要があ ります。
＊本様式では 利用者の 事例その もの ではなく 、事 例を担当 している 地域 の介護支援専 門員
が主任介護支 援専門員 の指導・ 支援 を受けて、ど のように 変容した のか を確認できる 指
導実践事例を 作成して いただき ます。（Ａ４用紙・ 指定様式 にて４～ ５枚 ）
＊本様式の作 成のポイ ント を押 さえ 、記載文字数 が適当で 、利用者 の事 例記載に傾斜 せず
作成すること を求めま すのでご 留意 願います。
＊サービス計 画書（ケ アプラン ）の 書き方などに ついての 指導等は 該当 しません。
＊指導実践事 例の提出 にあたっ ては 、知り得た情 報の厳守 に万全を 期し たうえで、地 域の
介護支援専門 員及び所 属する事 業所 の 同意を得て 提出して ください 。
＜本様式の作 成のポイ ント＞
※指導・支援 を行う前 の地域の 介護 支援専門員の 置かれた 状況と相 談内 容
※指導・支援 した具体 的な内容 とポ イント
※指導・支援 を受けた 結果、地 域の 介護支援専門 員がどの ように変 容し たのか、
その具体的な 内容とポ イント
○指導・支援 の実践事 例タイト ル
※指導・支援 の実践事 例の内容 を表 現するための タイトル （標題） をつ けてください 。
○主任介護支 援専門員 （スーパ ーバ イザー）の所 属する機 関・施設 等の 概要
※①地域特性 、②機関 ・施設の 特徴 、③主任介護 支援専門 員の立場 、な どを必要に応 じ
て記載してく ださい。
○地域の介護 支援専門 員 からの 主任 介護支援専門 員 （スー パーバイ ザー ） への相談内 容
※指導・支援 を行う前 の地域の 介護 支援専門員が 置かれた 状況とと もに、「どのような
課題を抱え、 スーパー バイズが 必要 になったのか 」を記載 してくだ さい 。
○支援経過① ：地域の 介護支援 専門 員 への具体的 な指導・ 助言の内 容
※地域の介 護支援専 門員の 相 談を 受けて、主任 介護支援 専門員が どの ように接した り、
話したのかを 記載して ください 。 ス ーパーバイズ の経過を 時系列で 、別 紙「指導・支
援の経過記録 」からま とめ直し てく ださい 。
○支援経過② ：地域の 介護支援 専門 員の変容
※指導・支 援を受け た結果、 地域 の介護支援専 門員がど のように 変容 したのか、そ の具
体的な内容を 記載して ください 。
○主任介護支 援専門員 （ スーパ ーバ イザー）とし ての振り 返り・ 考 察・ まとめ
※提出事例 について 、 実際に 相談 を受け指導・ 支援を行 うなかで 、ス ーパーバイザ ーと
して、自分が どのよう に感じ （ 振り 返り）、自分 自身の課題 （考察） はど のようなこ
となのかを記 載してく ださい。
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