第９回 山口県ケアマネジメント研究大会
開催のご案内
テーマ
「あなたがいてよかった」と思ってもらえる
ケアマネジャーをめざして

介護支援専門員という資格ができて、１２年がたちました。３年に１度の制度改正の混乱を乗り
切りながら、私たちは「利用者本位」というキーワードを胸に、頑張ってまいりました。今、厚生
労働省では、ケアマネのあり方について論議されています。
ここで、私たち自身は、今一度、介護支援専門員のあり方を見つめなおす時期がきているのでは
ないでしょうか。
そのためにも、介護支援専門員の基本的な立ち位置を今一度振り返ることが大切になっていると
思います。利用者・家族に寄り添うケアマネジメントの重要性や施設ケアマネのあり方、また、多
職種連携や今後重要になってくる地域包括ケアについても、考えていく必要があると思います。
私たちが自己の役割を意識しながら、自分自身のケアマネジメントを見つめなおす機会となるよ
う、本研究大会を開催いたします。

日時 平成２４年１１月１１日(日)
午前１０時～午後４時
場所 山口県総合保健会館 多目的ホール

山口県介護支援専門員協会

第９回 山口県ケアマネジメント研究大会 開催要項
１ テーマ
「あなたがいてよかった」と思ってもらえるケアマネジャーをめざして
２ 日

時

平成２４年１１月１１日（日） 午前１０時から午後４時まで
３ 場

所

山口県総合保健会館 多目的ホール
山口市吉敷下東３丁目１番１号
４ 主

電話 083－934－2200

催

山口県介護支援専門員協会
５ 後

援（予定）

山口県、山口市、日本ケアマネジメント学会、日本介護支援専門員協会、山口県社会福祉協議
会、山口県医師会、山口県歯科医師会、山口県薬剤師会、山口県看護協会、山口県栄養士会、
山口県社会福祉士会、山口県介護福祉士会、山口県理学療法士会、山口県作業療法士会、山口
県歯科衛生士会、山口県病院協会、山口県訪問看護ステーション協議会、山口県言語聴覚士会、
山口県医療ソーシャルワーカー協会、
山口県精神保健福祉士協会、
山口県老人福祉施設協議会、
山口県老人保健施設協議会、山口県デイサービスセンター協議会、山口県老人デイ・ケア協議
会、山口県ホームヘルパー連絡協議会、山口県地域包括・在宅介護支援センター協議会、山口
県福祉用具協会、山口県国民健康保険団体連合会、山口県宅老所・グループホーム協会、小野
薬品工業株式会社 (順不同)
６ 定

員

８００名【定員になり次第締め切らせていただきます】
７ 参加費
【大会当日受付にて徴収させていただきます。
】
会員：3,000 円

一般：8,000 円

学生：500 円

※１ 参加費種別の会員とは山口県介護支援専門員協会の会員になります。
※２ 当日本会への入会を希望される方も会員価格で参加いただけます。
８ 申込締切日
１１月２日（金）
別紙参加申込書により下記事務局に郵送又は FAX でお申込みください。
【電話での申込は遠慮願います。
】
９ 問い合わせ・申込み先
山口県介護支援専門員協会 事務局
〒75４－０８９３ 山口市秋穂二島１０６２
TEL 083－9８７－0123

FAX 083－9８７－0124

１０ 日程及び内容
9：30

受付開始
＜開会式＞

10：00

来賓挨拶 山口県・山口市
主催者挨拶
＜基調講演＞

10：15

「あなたがいてよかった」と思ってもらえるケアマネジャーをめざして
講師 日本介護支援専門員協会 常任理事 鷲見 よしみ氏

11：45
＜ランチョンセミナー＞ ３０分
小野薬品工業株式会社
12：00

「アルツハイマー型認知症の病態と薬物療法」
※ ランチョンセミナーに参加される方は当日、小野薬品より昼食の提供が
あります。

12：30
12：40

＜企業紹介＞ １５分
昭和観光社
＜研究発表＞
「施設ケアマネの必要性」「ケアマネの役割･検証」「多職種連携、地域包括ケア」（仮題）
１題あたり 発表：１５分 質疑応答：１０分

13：00

※14:15 より 15 分の休憩
会場・多目的ホール・・・研究発表３題
司会者 周防国府ケアプランセンター 介護支援専門員 谷山 龍氏
助言者 済生会山口地域ケアセンターやすらぎ 施設長 松永 俊夫氏
＜シンポジウム＞
「あなたがいてよかった」と思ってもらえるケアマネジャーをめざして
シンポジスト

下関本庁地域包括支援センター 吉村 直美氏
居宅介護支援事業所代表から

14：30

施設介護支援事業所代表から
居宅・施設を利用された家族の方
コメンテーター 日本介護支援専門員協会 常任理事 鷲見 よしみ氏

コーディネーター 山口県介護支援専門員協会 副会長 橘 康彦氏
1６：00

閉会

※上記の通り予定していますが、プログラムが変更される場合もあります。

１１ 留意事項
・ 駐車場について
駐車場のスペースには限りがありますので、周辺駐車場地図を参考の上、近隣の駐車場を
利用いただくか、自動車の相乗りや公共交通機関を利用されるなど、協力いただきますよ
うお願いします。
※会館敷地内の駐車場につきましては、講師、来賓及び当日関係者のみの使用となります
ので、周辺の専用駐車場、臨時駐車場をご利用ください。

～講師紹介～

鷲見 よしみ

【主な職歴】
1982年 4月 特定医療法人 白鳳会 鷲見病院 理事
1988年 4月 すみ歯科医院開業
1977年11月医療法人 聖仁会 理事 デイサービスたんぽぽ 施設長
2002年 9月医療法人 聖仁会 理事
デイサービス・グループホームうらら 施設長
2005年 4月医療法人 聖仁会 理事
デイサービス・グループホームうらら 施設長
居宅支援部門管理者
2009年7月オーク介護支援センター 管理者・主任介護支援専門員
富士河口湖町地域包括支援センター 主任介護支援専門員
【主な役職・委員】
2003年～
山梨県社会福祉審議会 委員
2008年～
山梨県総合計画審議会 委員
2007年～
山梨県社会福祉協議会 理事
2009年～
富士吉田市介護保険運営協議会委員
富士河口湖町介護保険運営委員
一般社団法人山梨県介護支援専門員協会 会長
一般社団法人日本介護支援専門員協会 常任理事
【主な著書・論文】
・在宅ターミナル支援業務に関するケアマネジャーのタイムスタディに関する研究
（日本ケアマネジメント学会）
・在宅緩和ケアを支えるケアマネジャーの役割 (日総研出版)
・在宅ホスピス緩和ケア 在宅ターミナルのケアマネジメント(日総研出版)
・介護支援専門員必携テキスト ターミナルケア（日本介護支援専門員協会）

第９回山口県ケアマネジメント研究大会
専用 参加申込書
FAX 083-987-0124
山口県介護支援専門員協会事務局 行き
申込日

：

月

日

申込代表者 ：

区 分

氏 名

会員・一般・学生

（例）山口 花子

施設名

：

電話番号

：

（

所属地域協会 ※１

）
ランチョンセミナー

（例）防府介護支援専門員協会
参加
の場合は【７】と御記入下さい
会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

会員・一般・学生

参加

※１ 所属地域協会について
本会会員の方は、所属地域協会番号（裏面参照）を必ず記入してください。
※２ 参加費は当日受付でお支払いください。
※３ ランチョンセミナーに参加される方は小野薬品工業株式会社よりお弁当の提供があります。
必要数の確認のため、ランチョンセミナーの参加について記入してください。
※４ 個人情報について
・申込書に記載された個人情報につきましては、本研修の名簿作成以外の目的に利用することはありません。

《申込の締め切りは１１月２日（金）です。
》

山口県内各地域介護支援専門員協会 所属地域協会番号一覧

岩国市介護支援専門員連絡協議会

１

柳井広域介護支援専門員連絡協議会

２

周防大島介護支援専門員連絡協議会

３

周南市介護支援専門員連絡協議会

４

下松市介護支援専門員協会

５

光市介護支援専門員連絡協議会

６

防府介護支援専門員協会

７

山口市介護支援専門員連絡協議会

８

宇部市介護支援専門員協議会

９

山陽小野田市介護支援専門員協議会

１０

美祢市介護支援専門員協会

１１

下関地域介護支援専門員連絡協議会

１２

長門地域介護支援専門員連絡協議会

１３

萩広域介護支援専門員連絡協議会

１４

本会会員の方はご自分の所属される地域協会の番号を申込書に御記入下さい。

第９回山口県ケアマネジメント研究大会 会場、周辺駐車場案内図

