2022年度 介護サービス相談員「養成研修」 全国研修カリキュラム 予定
前期研修

◆

講義時間

13:00～13:10
13:10～14:40

（分）
内
容
10 ●オリエンテーション
90 ●介護サービス相談員の意義と役割
・介護サービス相談員派遣等事業の目的 等
・介護サービス相談員の役割 等

1
日
目

14:50～15:10

20 ●介護サービス相談員派遣等事業に係る通知の改正について

東京
6月20日(月)

大阪
7月12日(火)

介護サービス相談・地域づくり連絡会

石井 信芳
介護サービス相談・地域づくり連絡会
代表

石井 信芳
介護サービス相談・地域づくり連絡会
代表

15:20～16:20

60 ●教養としての社会保障

香取 照幸
上智大学総合人間科学部 教授
一般社団法人未来研究所臥龍 代表理事

16:30～18:00

90 ●介護保険制度①

香取 照幸

・介護保険制度の基礎知識

上智大学総合人間科学部 教授
一般社団法人未来研究所臥龍 代表理事

（終了後10分休憩）

講義時間

9:30～10:30

（分）
60 ●介護保険制度②

内

容

・介護保険制度最新情報 等

10:40～12:00
13:00～14:10
2
日
目

80 ●施設サービスの理解

石黒 秀喜

・施設サービスの理解
・個室•ユニットケアとは

地域共生政策自治体連携機構
事務局長代理

介護保険施設の比較、老人福祉施設の種類と性格 等

70 ●居宅介護とケアマネジメント
・居宅サービスの理解

佐久大学
客員教授

10：40～11：50 （70）
●居宅介護とケアマネジメント
佐久大学 客員教授 唐澤剛
12：50～14：10 （80）
●施設サービスの理解
地域共生政策自治体連携機構 事務局長代理 石黒秀喜
14：20～15：50 （90）

唐澤 剛

－ケアマネジメント

14:20～16:10

110 ●利用者の権利擁護（1）

髙村 浩

（10分休憩含む）

・権利擁護
・成年後見制度について

髙村浩法律事務所
弁護士

16:20～16:50

30 ●利用者の権利擁護（2）

17:00～18:00

北村 肇
地域共生政策自治体連携機構
研究主幹

60 ●高齢者の理解

藤原 佳典

・高齢者の身体的および精神的特性
・高齢になると現れる変化

講義時間

9:30～11:00

（分）
90 ●認知症の正しい理解

東京都健康長寿医療センター研究所
部長

内

容

・認知症の基礎知識
※認知症サポーター養成講座を兼ねる

11:10～12:00

50 ●認知症の人の症状と行動を理解する
・認知症の種類と特徴

13:00～14:30

90 ●身体拘束への対応
・身体拘束とは
・身体拘束廃止に向けての取り組み

14:40～15:40

60 ●虐待への対応
・高齢者虐待防止法
・高齢者虐待の定義

15:50～17:50

120 ●コミュニケーション技法とトレーニング
・コミュニケーション技法と演習

7月13日(水)

厚生労働省 老健局 総務課

・市民後見人について

3
日
目

6月21日(火)
木下 昴平

6月22日(水)
永島 徹
NPO法人風の詩
理事長

永島 徹
NPO法人風の詩
理事長

●認知症の正しい理解
NPO法人風の詩 理事長 永島徹
16：00～16：50 （50）

●認知症の人の症状と行動を理解する
NPO法人風の詩 理事長 永島徹
17:00～18：00 （60）

●虐待への対応
老人保健施設大阪緑ヶ丘 事務長 柴尾慶次

7月14日(木)
9：30～11：20 （110）

●利用者の権利擁護（1）
髙村浩法律事務所 弁護士 髙村浩
11：30～12：00 （30）

●利用者の権利擁護（2）
地域共生政策自治体連携機構 研究主幹 北村肇

鳥海 房枝
NPO法人 メイアイヘルプユー
事務局長

柴尾 慶次
介護老人保健施設 大阪緑ヶ丘
事務長
北村 肇
地域共生政策自治体連携機構
研究主幹

14：40～15：40
●高齢者の理解
東京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ研究所 前副所長 高橋龍太郎

講義時間

9:30～15:30

（分）
内
300 ●相談活動から記録・報告まで

①相談活動における「記録」のあり方、実技演習
・相談事例ＤＶＤ視聴
・事例から相談内容の抽出・キーワード整理
・グループワーク 「相談記録票の作成」
・発表／講評
②相談活動における「報告」のあり方、実技演習
・グループワーク 「活動報告書の作成」
・発表／講評
③ロールプレイ：相談活動と報告・伝え方のポイント
・実技演習／講評

（昼食等休憩含む）

4
日
目

15:40～16:00

容

東京

大阪

6月23日(木)
田村 満子

7月15日(金)

有限会社たむらソーシャルネット
代表

北村 肇
地域共生政策自治体連携機構
研究主幹

20 ●施設訪問・自治体ヒアリングについて

石井 信芳
介護サービス相談・地域づくり連絡会
代表

フィールドワーク実習（９時間）

前期研修修了後１カ月以内に実施

●介護施設等訪問実習 （７時間）
下記の①～③からそれぞれ最低1カ所、計２カ所以上を訪問 （③は実施自治体のみ）
①介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院等）、
その他、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
地域密着型サービス（グループホーム・小規模多機能居宅介護等）から１カ所以上
②通所サービス（（デイサービス・デイケア）、短期入所サービス（ショートステイ）から１カ所以上
③訪問サービス（訪問介護、訪問リハ等）利用者の居宅 （居宅訪問を行っている場合）
※各自治体で受け入れ事業所を選定・調整

●地域ケア体制（介護保険事業計画等）のヒアリング（２時間）
※各自治体で対応

後期研修
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

（フォローアップ）

講義時間
9:20～10:00

10:00～10:10
10:10～15:10
（昼食等休憩含む）

15:20～16:00

（分）

内

容

東京
レポート提出 締切
7月22日(金)

大阪
レポート提出 締切
8月26日(金)

東京
8月5日(金)

大阪
9月9日(金)

（受付）

10 ●オリエンテーション
240 ●フィールドワーク活動報告と検討
・グループワーク（活動レポートの発表と意見交換）
・グループ発表とフォローアップ
・実践活動に向けて

介護サービス相談・地域づくり連絡会
石井 信芳
介護サービス相談・地域づくり連絡会
代表

40 ●介護サービス相談員への期待・修了証授与
介護サービス相談・地域づくり連絡会

