平成 31 年度岩手県介護支援専門員更新研修（実務経験者に対する更新研修） 実施要項
１ 研修目的
介護支援専門員証に有効期限が付され、更新時に研修の受講を課すことにより、定期的な研修受講の機会
を確保し、介護支援専門員として必要な専門知識及び技術の修得を図ることにより、専門職としての能力の保
持・向上を図ることを目的とする。
２ 実施主体
公益財団法人いきいき岩手支援財団（指定研修実施機関として岩手県より指定）
３ 研修期間及び実施場所
(1) 専門研修課程Ⅰと同内容
研修期間

１組

２組

研修①

平成 31 年 5 月 29 日（水）～31 日（金）

研修②

平成 31 年 6 月 24 日（月）～26 日（水）

研修③

平成 31 年 7 月 29 日（月）～31 日（水）

研修①

平成 31 年 6 月 11 日（火）～13 日（木）

研修②

平成 31 年 7 月 16 日（火）～18 日（木）

研修③

平成 31 年 8 月 21 日（水）～23 日（金）

実施場所
盛岡市紺屋町 2 番 9 号
盛岡市勤労福祉会館
盛岡市大通一丁目２番１号
岩手県産業会館（サンビル）
盛岡市紺屋町 2 番 9 号
盛岡市勤労福祉会館
盛岡市大通一丁目２番１号
岩手県産業会館（サンビル）

(2) 専門研修課程Ⅱと同内容
研修期間
研修①

平成 31 年 9 月 24 日（火）～26 日（木）

研修②

平成 31 年 11 月 19 日（火）～20 日（水）

研修①

平成 31 年 10 月 7 日（月）～9 日（水）

研修②

平成 31 年 12 月 3 日（火）～4 日（水）

研修①

平成 31 年 10 月 28 日（月）～30 日（水）

研修②

平成 31 年 12 月 18 日（水）～19 日（木）

実施場所

１組

２組

盛岡市大通一丁目２番１号
岩手県産業会館（サンビル）

３組

４ 研修課程及び講師氏名
実務経験者として初めての更新研修は、専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱと同内容である。
また、実務経験者として２回目以降の者に対する更新研修は、専門研修課程Ⅱと同内容である。

(1) 専門研修課程Ⅰと同内容
「平成 31 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅰ・更新研修 日程」のとおり
(2) 専門研修課程Ⅱと同内容
「平成 31 年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅱ・更新研修 日程」のとおり
５ 修了評価
介護支援専門員ガイドライン（厚生労働省）の研修記録シートに加え、各科目の到達目標の達成を確認するた
めに、習熟度チェックを各科目修了日に当該研修科目のすべてに関して行うものとする。
６ 研修修了の認定方法
当該研修の全課程を修了した者に対し、修了証明書を交付するものとする。（原則として遅刻・欠席・早退・途中
退席のある場合、提出書類に不備・不足がある場合、指定された期日までに提出がない場合、他の受講者の受
講の妨げとなる行為等が見られた場合は、全課程を修了したとは認められない。）
なお、申込書類等の記載事項が事実と異なっている等の虚偽・不正があった場合、修了証明書交付後であって
も修了を無効とし、修了証明書を返還してもらうものとする。

７ 受講対象者
介護支援専門員証の有効期間中に、介護支援専門員として実務に従事している者又は従事していた経験を有
する者であって、介護支援専門員証の有効期間がおおむね 1 年以内に満了する者とする。
８ 受講手続き
(1) 受講申込
「受講申込書」を指定された期日までに当財団あて送付する。
(2) 受講決定
受講者として決定した本人あて「受講決定通知書」を送付する。
(3) 受講料の納入
受講決定通知書受理後、指定された方法により受講料を納入する。
９ 受講料
更新研修

受講料

専門研修課程Ⅰと同内容

21,400 円

専門研修課程Ⅱと同内容

17,200 円

受講料は、受講決定通知書に同封の指定の払込用紙にて郵便局から払込み、受講料の払込みの証明となる
「郵便振替払込受付証明書」を指定の貼付用紙に貼付し、指定された期日までに当財団あて送付するものとす
る。
なお、受講料納入後は返還しないものとする。
１０ 実施上の留意点
研修受講地については、原則として当該年度現在の介護支援専門員の登録地の都道府県とする。

平成３１年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅰ・更新研修

会場：1組、2組 盛岡市勤労福祉会館

【研修①】
日時
1組５月29日（水）
2組６月11日（火）

研修課程

形態 時間

10:00～10:10

オリエンテーション

10:10～17：10

講義
ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課 演習
題の設定
講義
演習

(※1時間の休憩含む）

1組５月30日（木）
2組６月12日（水）

【日程】

9:30～16:30
(※1時間の休憩含む）

講師

6
6

9:30～12:30

対人個別援助技術及び地域援助技術

講義

3

13:30～16:30

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
現状

講義

3

1組５月31日（金）
2組６月13日（木）

※研修開始前、終了後に5分程度の事務連絡があります。
会場：1組、2組 盛岡市勤労福祉会館

【研修②】
日時

1組6月24日（月）
2組7月16日（火）

研修課程

形態 時間

10:00～10:10

オリエンテーション

10:10～12:10

ケアマネジメントの実践における倫理

講義

2

13:10～17:10

ケアマネジメントの演習
講義
「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関す
演習
る事例」

4

9:00～13:00

ケアマネジメントの演習
講義
「看取り等における看護サービスの活用に関す
演習
る事例」

4

13:45～17:45

ケアマネジメントの演習
「認知症に関する事例」

講義
演習

4

9:00～13:00

ケアマネジメントの演習
「入退院時等における医療との連携に関する
事例」

講義
演習

4

13:45～17:45

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多
職種協働の実践

講義

4

1組６月25日（火）
2組7月17日（水）

1組６月26日（水）
2組７月18日（木）

講師

※研修開始前、終了後に5分程度の事務連絡があります。
会場：1組、2組 サンビル

【研修③】
日時

1組７月29日（月）
2組８月21日（水）

研修課程
オリエンテーション

13:10～17:10

ケアマネジメントの演習
「家族への支援の視点が必要な事例」

講義
演習

4

9:00～13:00

ケアマネジメントの演習
「社会資源の活用に向けた関係機関との連携
に関する事例」

講義
演習

4

13:45～17:45

ケアマネジメントの演習
「状態に応じた多様なサービス（地域密着型
講義
サービス、施設サービス等）の活用に関する事 演習
例」

4

9:30 ～ 11:30

個人での学習及び介護支援専門員相互間の
学習

講義

2

12:30～14:30

研修全体を振り返っての意見交換、講評及び
ネットワーク作り

講義
演習

2

14:30～14：40

介護支援専門員の更新及び研修記録シートに
ついて

14:40～15:00

修了証明書授与

1組７月30日（火）
2組８月22日（木）

1組７月31日（水）
2組８月23日（金）

形態 時間

13:00～13:10

※研修開始前、終了後に5分程度の事務連絡があります。

講師

平成３１年度岩手県介護支援専門員専門研修課程Ⅱ・更新研修 【日程】
【研修①】

会場：1組、2組、3組 サンビル

※研修開始前、終了後に5分から10分程度の事務連絡があります。
日時

研修課程

オリエンテーション

13:10～17：10

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
講義
今後の展開

4

矢巾町地域包括支援センター
所長兼主任介護支援専門員

9:00～13:00

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関
する事例

講義
演習

4

いわてリハビリテーションセンター
機能回復療法部作業療法科長 鷹觜悦子
デイサービスとだて 所長 金野 千津

13:45～17:45

看取り等における看護サービスの活用に関す 講義
る事例
演習

4

岩手県看護協会指定居宅介護支援事業所盛岡
所長 三浦和枝

9:00～13:00

認知症に関する事例

講義
演習

4

医療法人勝久会 介護老人保健施設 気仙苑
支援相談部長 渡辺 陽子

13:45～17:45

入退院時等における医療との連携に関する
事例

講義
演習

4

1組:９月25日（水）
2組:10月８日（火）
3組:10月29日（火）

1組:９月26日（木）
2組:10月9日（水）
3組:10月30日（水）

日時

1組:11月20日（水）
2組:12月４日（水）
3組:１2月19日（木）

研修課程

吉田 均

岩手県立宮古病院 医療社会事業士

湯澤 克
（31年度変更）
特別養護老人ホーム 秀峰苑 施設長 西尾卓樹

会場：1組、2組、3組 サンビル

※研修開始前、終了後に5分から10分程度の事務連絡があります。

1組:11月19日（火）
2組:12月３日（火）
3組:１2月18日（水）

講師

13:00～13：10
1組:９月24日（火）
2組:10月７日（月）
3組:10月28日（月）

【研修②】

形態 時間

形態 時間

講師

9:00～9：10

オリエンテーション

9:10～13:10

家族への支援の視点が必要な事例

講義
演習

4

イーハトーブ地域包括支援センター
管理者 山内 二三男

14:00～18:00

社会資源の活用に向けた関係機関との連携 講義
に関する事例
演習

4

松園第一病院居宅介護支援事業所
管理者 関澤 裕子

9:00～13：00

状態に応じた多様なサービス（地域密着型
サービス、施設サービス等）の活用に関する
事例

4

株式会社ウェルファー （31年度変更）
代表取締役 齊藤 裕基

13：00～13：15

修了証書授与

講義
演習

