平成３１年度岩手県介護支援専門員
更新研修（実務未経験者に対する更新研修）・再研修 実施要項
１ 研修目的
(1) 更新研修（実務未経験者に対する更新研修）
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習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) 再研修
介護支援専門員として実務に就いていない者又は実務から離れている者が実務に就く際に、介
護支援専門員としての必要な知識及び技能を再修得す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
研修期間
研修①

実施場所

平成 31 年 5 月 21 日(火)～23 日(木)
岩手県産業会館（サンビル）

研修②

平成 31 年 6 月 5 日(水)～7 日(金)

研修③

平成 31 年 7 月 2 日(火)～3 日(水)

7 階大ホール
（盛岡市大通 1 丁目 2-1）

４ 研修内容
別紙１ 「平成３１年度岩手県介護支援専門員更新研修（実務未経験者に対する更新研修）・再
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）の研修記録シートの提出に加え、各科目の到達目標
の達成度を確認するために、習熟度チェックを各科目修了時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・途中退席がある場合、研修記録シート等の提出書類に不備・不足がある場合及び指定
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、全課程
を修了したとは認められない。）

７ 受講資格
(1) 更新研修（実務未経験者に対する更新研修）
介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまでに介護支援専門員とし
て実務に従事した経験を有しない者であって、介護支援専門員証の有効期間が 1 年以内に満了
する者とする。
(2) 再研修
次のいずれかに該当する者とする。
① 介護支援専門員として都道府県の登録を受けた者であり、登録後 5 年以上実務に従事
したことがない者又は実務経験はあるがその後 5 年以上実務に従事していない者で、今
後、新たに介護支援専門員証の交付を受けようとする者
② 実務経験はあるが、その後実務に従事する予定がないとして更新を行わなかった者等で、
実務経験後 5 年以上を経過する前に再度実務に従事するため介護支援専門員証の交
付を受けようとする者
また、介護支援専門員実務研修修了後、相当の期間を経過した者についても、本研修
の対象者とすることができる。
８ 受講手続き
以下の手順により受講手続きとする。
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 受講料等の納入
受講決定通知書受理後、指定された支払方法により受講料を納入する。
９ 受講料等
34,500 円
受講料等は、指定の払込用紙にて郵便局から払込み、受講料等の払込の証明となる「 郵便振替
払込受付証明書」を指定の貼付用紙に貼付け、期日までに当財団あて送付するものとする。
※ 受講料等納入後は返還しないものとする。
※ 研修に使用するテキスト(8,640 円)については受講者が各自購入し準備するものとする。

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更新研修（実務未経験者に対する更新研修）・再研修 【日程】
会場:岩手県産業会館（サンビル）

【研修①】
日時
9:15～9:30
５月２１日（火）

9:30～11:30

2

講義

3

講義

2

自立支援のためのケアマネジメントの基本

講義
演習

6

16:15～18:15

介護支援専門員に求められるマネジメント
（チームマネジメント）

講義
演習

2

9:00～12:00

地域包括ケアシステム及び社会資源

講義

3

講義

3

15:45～17:45
9:00～16:00

５月２３日（木）

オリエンテーション開講式
人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専
門員の倫理
介護保険制度の理念・現状及びケアマネジメ
ント
ケアマネジメントに係る法令等の理解

形態 時間
講義

12:30～15:30

５月２２日（水）

研修課程

(※１時間の休憩含む）

13:00～16:00

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多
職種協働の意義
事務連絡

16:15～16:20
※研修開始前、終了後に5分程度の事務連絡があります。

日時
9:00～9:10
9:10～12:10

研修課程

形態 時間

基礎理解

13:00～14:00

講義
演習

3

講義

1

講義

4

認知症に関する事例

9:00～10:00

脳血管疾患に関する事例

講義

1

10:15～11:15

内臓の機能不全（糖尿病、高血圧、脂質
講義
代謝異常、心疾患、呼吸器疾患、腎臓
病、肝臓病等）に関する事例

1

11:30～14:15
（※45分の休憩含む）

14:30～17:30
9:30～15:30
６月７日(金)

（※１時間の休憩含む）

筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例

講義

2

筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例

講義
演習

3

看取りに関する事例

講義
演習

5

15:30～15:40 事務連絡
※研修開始前、終了後に5分程度の事務連絡があります。

日時
9:00～9:10
9:10～14:00
(※50分の休憩含む）

14:15～18:15
9:00～15:00
７月３日(水)

訪問看護ステーションメディケア
所長 ガルシア小織
くまがい介護保険・社会福祉士事務所
代表取締役 熊谷雅順
岩手医科大学医学部内科学講座
神経内科・老年科分野 助教 高橋純子
デイサービスとだて
所長 金野千津
介護相談センターペルシモン
所長兼主任介護支援専門員 千葉正道
もりおか往診ホームケアクリニック
院長 木村幸博
もりおか往診ホームケアクリニック
院長 木村幸博
マリオス小林内科クリニック
リハビリテーション科科長 中田隆文
株式会社ケアサービスゆたか
代表取締役 佐々木裕
デイサービスとだて
所長 金野千津
訪問看護ステーション 結いの手
管理者 飯島純一
いきいき岩手支援財団

会場:岩手県産業会館（サンビル）

【研修③】

７月２日(火)

講師

オリエンテーション

14:15～18:15

６月６日(木)

特別養護老人ホーム福寿荘・福原山荘
施設長 鈴木満弥
くまがい介護保険・社会福祉士事務所
代表取締役 熊谷雅順
県庁 長寿社会課職員
青山和敬荘 地域包括支援センター
地域包括支援部部長 小笠原千恵
小規模多機能型居宅介護事業所長寿庵
計画作成担当者兼主任介護支援専門員
佐々木貴洋
地域包括支援センター川久保
管理者 尾形京子
矢巾町地域包括支援センター
所長兼介護支援専門員 吉田 均
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
いきいき岩手支援財団

会場:岩手県産業会館（サンビル）

【研修②】

６月５日(水)

講師

(※１時間の休憩含む）

15:15～15:30

研修課程

形態 時間

講師

オリエンテーション
講義
演習

4

内臓の機能不全（糖尿病、高血圧、脂質代謝
講義
異常、心疾患、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓病
演習
等）に関する事例

4

アセスメント、居宅サービス計画等作成の総合 講義
演習
演習

5

脳血管疾患に関する事例

株式会社ケアサービスゆたか
代表取締役 佐々木裕
気仙指定居宅介護支援事業所
所長 渡辺英子
株式会社ケアサービスゆたか
代表取締役 佐々木裕
気仙指定居宅介護支援事業所
所長 渡辺英子
カルモナケアプラン作成室
管理者 小林慎治
西根会指定居宅介護支援事業所
管理者 遠藤久美子

閉講式

※研修開始前、終了後に5分程度の事務連絡があります。

合計時間54時間（規定54時間）

