
平成 31年度 第１回・第 2回静岡県介護支援専門員【専門研修課程Ⅱ】 

演習事例様式について 

 

平成 28年度より法定研修体系が改正され、専門研修課程Ⅱでは、自らの事例を用いて次の内容を目的に研修を

行います。 

1、よりケアマネジメント能力の向上につながるような自己の実践を振り返る 

2、類似した別の事例や状況に対応する力を身につける 

3、地域の課題の抽出や解決に向けた取り組みにつなげる 

最終的には、自らの事例を通して地域へと視野を広げ、地域課題の発見の視点を学びます。 

演習では、提出した事例を使用し、７つの事例テーマのケアマネジメントの演習を行います。演習ごとに 1人ずつ事例

を発表し、自己の振り返りをしながら、それぞれの支援方法や社会資源の活用などの課題をグループ内で共有、研究

することで状況に応じた適切なケアマネジメントの実践ができる知識や技術を修得します。 

また、事例に向き合うことで自らの振り返りや気づきを得る機会ともなります。 

この研修は、事例に係る様式を作成し、まとめるところから、すでに始まっています。演習時には自分の事例として、し

っかり他の受講生に伝えられるようご準備ください。 
 

＝事例テーマ＝ 

１ リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 

２ 看取り等における看護サービスの活用に関する事例 

３ 認知症に関する事例 

４ 入退院時等における医療との連携に関する事例 

５ 家族への支援の視点が必要な事例 

６ 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 

７ 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 
 

＜演習事例様式＞   

様式番号 様式内容 様式サイズ  

A-0 演習事例様式 総括表 A4 
７つの事例テーマの事例が 7 つ揃っているかチ

ェックする表です。（ホッチキス止め不要） 

A-1 事例概要 A4 事例テーマごとに作成してください。     

A-2 基本情報・アセスメント 
A4 

＊両面印刷可 
指定の様式で作成してください。 

A-3 ジェノグラム・ エコマップ A4 指定の様式で作成してください。 

A-4 
主治医意見書 

又は主治医から得られた情報 

A3 

又は 

A4 

主治医意見書：写しを提出してください。 

主治医から得られた情報：指定の様式で作成

してください。 

A-5 課題整理総括表 A4 指定の様式で作成してください。 

A-6 居宅（施設）サービス計画（第１表） A4  

指定の様式で作成、又は事業所で使用して

いる様式を提出してください。 
A-7 居宅（施設）サービス計画（第２表） 

A4 

＊両面印刷可 

A-8 
居宅（施設）サービス計画（第３表

又は第４表） 

A4 

A-9 サービス担当者会議録 A4 

A-10 評価表 
A4 

＊両面印刷可 
指定の様式で作成し提出してください。 

A-11 支援経過 
A4 

＊両面印刷可 

指定の様式で作成、又は事業所で使用してい

る様式を提出してください。 



＜演習事例様式についての注意事項＞ 
   
A-4     ・診断書、診療情報提供書の提出は不可。 

・主治医意見書が 2枚の場合、両面コピーの提出でも可。 
 

A-5・A10 ・作成方法については、当協会ホームページの Q&Aの URLからご確認ください。 

（「研修のお知らせ」→「平成 31年度静岡県介護支援専門員専門研修課程Ⅱ・ 

更新研修 B2・更新研修 B1（後期）（Q&A）」） 

 

A-10    ・提出するサービス計画書の短期目標の終了時の評価表を作成する。 

・現在継続している事例（短期目標有効期間中の場合）の場合、現段階での評価をする。 

           モニタリング表の提出は不可。  

・支援経過に含まれている場合は、指定の様式に書き写す。 
 
A-11    ・その事例のテーマに関係する部分を提出。 

            （演習時、自身がその事例について必要な情報を伝達できるよう準備） 
 

【演習事例様式についての注意事項】 

◆ 指定された期日までに 7つの事例テーマに沿って支援を行った７つの事例を提出してください。 

  ・１つの事例が支援の経過から、複数のテーマに沿ったアセスメント・プラン作成がなされている場合には、同一 

ケース（利用者）でもかまいません。ただし、それぞれのテーマごとに様式を作成してください。 

･ 支援の時期が異なるときは、アセスメントや課題整理総括表、サービス計画書などは、それぞれ異なる時期で 

作成することとなりますのでご注意ください。 

 （例） H30年１月～５月に「家族支援」、平成 30年１１月～１２月に「看取り」、という場合は、「家族支援」と「看取り」

の時期が異なる為、同一の事例であっても、サービス計画書等一連の書類は別になります。 

 （注） １事例に 7 つの事例テーマが含まれるという事例は避けてください。演習（グループワーク）で事例研究を行う

には無理があり、適していないためです。 

◆ 提出する事例の様式については、指定の様式又は事業所でお使いの様式（※）で提出できるものがあります。 

（※但し、ホームページ掲載されている指定の様式と内容が同様である場合のみです） 

また、事業所でお使いの様式を提出される場合、各様式の左上部に「様式番号」、右上部に受講番号・氏名を 

記入してください。 

 (例)  様式 A-6 居宅サービス計画書（1）                        受講番号・氏 名 

 

 

◆ 改めて書類を作成する場合は、ご自分の所属が居宅か施設かを選択し、指定の様式をダウンロードし、ご使用く

ださい。（グループホーム、小規模多機能施設等でサービス計画作成されている方は、居宅、施設どちらの様式で

もかまいません。） 

◆ 提出する事例テーマの選択については、下記の＜選択表＞のキーワードを参照してください。  

（注）キーワードはあくまでも参考であり、記載内容だけに限定されるものではありません。 

◆ 「介護予防プランのみ作成されている方」は、ご自分の担当している介護予防のケースを要介護状態とみなし、 

居宅介護サービスとして作成し直してください。 

◆ 「現在、事例テーマに関係するケースのサービス計画作成をされていない方」は、過去担当していたケースで 

作成してください。なお、作成年月日は当時の年月日のものでかまいません。 

◆ 提出する事例様式をテーマごと順番に揃え（A-1～A-11）まとめて左上をホッチキス止めしてください。 

 ７つの事例様式の一番上に表紙として、「提出演習事例様式 総括表」（様式 A-0）を添付し（ホッチキス止め不

要）提出してください。 

◆ 個人情報の取扱いについては、「演習における事例の取扱いについて」を熟読し、利用者の氏名等の個人情報

を消していただくよう十分ご注意ください。 



＜選択表＞ 

項目 テーマ キーワード 

1 リハビリテーション及び福祉

用具の活用に関する事例 

リハビリテーション（口腔リハビリテーション含む）、環境整備（住宅改修、福祉用具の

活用、ボランティア等）、日常生活動作の改善、筋力低下改善、日常運動の強化、

閉じこもり症候群の予防、廃用症候群の予防、機能強化ロボット使用 等 

2 看取り等における看護サー

ビスの活用に関する事例 

看取り、訪問看護制度、医療保険・介護保険、退院前カンファレンス、疼痛緩和、

緩和ケアチーム、生活機能低下における対応、リビングウィル、デスカンファレンス、

主治医との連携、居宅療養管理指導の活用、緊急時の対応、グリーフケア、多職

種による連携（病院、ホスピス、在宅医、看護師、薬剤師、訪問看護ステーション、

介護職、リハビリテーションスタッフ、臨床心理士、宗教家等）等 

3 認知症に関する事例 認知症の理解、環境変化における対応、BPSDへの対応、地域住民との連携・地

域の社会資源の活用、認知症見守り地域ネットワーク構築、多職種との連携、認知

症・精神疾患における医学的・心理的な状況、認知症初期集中支援チーム、認知

症地域支援推進員、認知症疾患医療センターとの連携、認知症に対する療法的

アプローチ（パーソン・センタード・ケア、バリデーション、ユマニチュード） 等 

4 入退院時における医療と

の連携に関する事例 

入退院・入退所時の場面に応じた各関係機関との連携（在宅から入院入所、入院

先から入所、入院入所中・退院退所時の連携等）、入退所支援、入院における介

護負担に関する事、入退所におけるコンプライアンスに関する事、高齢者に多い入

院を伴う疾患・感染症、退院前カンファレンス 等 

5 家族への支援の視点が必

要な事例 

家族に疾患がある場合の対応、介護者も介護を要する場合の対応、利用者と家族

の受け止め方が違う場合の対応、家族が本人の生活機能に強く影響する場合の対

応、家族間の関係性への対応、レスパイトケア、介護離職の可能性、仕事と介護の

両立の支援、家族の援助が受けられない、複数の要介護者がいる、介護放棄、介

護と育児の両立、家族に対する地域の社会資源の活用等 

6 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 

地域支援、社会資源の活用、社会資源との連携（警察署、消防署、保健所、福祉

事務所、病院、行政機関、地域包括支援センター、町会長、民生委員、地域住

民、ボランティア団体等）、地域特性と社会資源の関係、生活保護制度、成年後

見制度利用、障害者サービス、虐待事例、施設ボランティア 等 

7 状態に応じた多様なサー

ビス地域密着型サービス

や施設サービス等の活用

に関する事例 

高齢者向け住宅・施設への住み替え 

環境が変わる中での生活の継続性 

生活機能（「心身機能」「活動」「参加」）の促進 

介護保険以外のサービス、インフォーマルな社会資源等の活用 

社会参加の機会づくり、他の支援による効果的な支援の可能性 

複数の支援の必要性、多様なサービス活用による複数の対応策 

利用者の主体的なサービス選択に関する対応 

小規模多機能型居宅介護の利用に伴う介護支援専門員の交代 

入退所に伴う施設介護支援専門員と居宅介護支援専門員・小規模多機能型居

宅介護における介護支援専門員との連携 

保険者、保健所、関係機関等との連携 

多職種によるアセスメント 

 



＜演習事例様式の提出方法＞  ※コピーを提出。原本は手元に保管。 

 

Ａ-1～ Ａ-11  ※それぞれの事例テーマごとにまとめ、左上をホッチキス止め 

      

      （1 リハビリ）            （3 認知症）                    （5 家族）                  （7 状態に応じた） 

  

（2看取り）                 （4 入退院）                 （6 社会資源） 

  

                    

                                

                                        

                                                                                    

 

      

Ａ-0 演習事例様式 総括表                              演習事例様式 総括表 

       ※7つの事例の上に添付（ホッチキス止め不要） 

 

                               

                                    

        

   ＜第 1回＞受講決定通知受理後～平成 31年 7月 22日（月）17：00必着 

  ＜第 2回＞平成 31年 7月 26日（金）～平成 31年 8月 26日（月）17：00必着 

       注： 受講決定通知で決定された受講するコースにより提出期限が 

異なります。 

          期限以外の提出は一切受け付けません。 

          期限を守れない場合は、受講ができません。 
 

       

        演習事例様式提出先            

        〒420-0856 静岡市葵区駿府町１番 70号 静岡県総合社会福祉会館 4階 

              特定非営利活動法人 静岡県介護支援専門員協会 専門研修Ⅱ担当  

             ＊専門研修Ⅱ事例又は、 ②専門研修Ⅱ事例 と朱書きし、枠で囲んでください。   

 

 

      ＊ 演習事例様式について、ご質問のある方は協会ホームページの Q&Aをご覧ください。 

「研修のお知らせ」→「平成 31年度静岡県介護支援専門員専門研修課程Ⅱ・更新研修 B2・更新

研修 B1（後期）（Q&A）」 


