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11 介護保険関連事業

公平・公正かつ適切な制度の運営に向け、介護認定審査会委員・認定調査従事者に対して、

必要な知識・技能の習得と資質の向上を図る目的で、各種研修会を実施している。

さらに、大分県高齢者福祉課が実施した認定調査員指導者連絡会、要介護認定適正化指導者

研修等を受けて、管内の要介護認定の平準化に資するために圏域別検討会を開催した。

また、介護予防事業として、圏域毎の介護予防の推進・体制の強化を図るため、東部保健所

圏域介護予防検討会議を開催し、各市町村の介護予防対策の情報交換をするとともに、保健所

が実施する介護予防支援従事者研修や、介護予防関連事業従事者研修の内容の企画について検

討した。

（１）介護保険認定調査員等研修会

① 新規認定調査員

平成26年度

資料：東部保健所調べ

② 現任認定調査員

平成26年度

資料：東部保健所調べ

会場 実施日 参加者 対象者 内　　　　　容

豊泉荘
（別府市）

H27.3.25 59人

H27年度新規
に介護認定調
査に従事する
者

講話
　①　大分県における介護保険の現状
　②　要介護認定の仕組み
　③　認定調査の基本と留意点
　④　認定調査の実際
　⑤　高齢者虐待について

会場 実施日 参加者 対象者 内  　　　　容

豊泉荘
H26.12.10
    12.19

88人
99人

日出町保健
福祉センター

国東市武蔵
保健福祉
センター

H26.12.9 62人

現在介護認定
調査に従事し
ている者

講義　「介護保険の現状と介護認定審査会の手順」
　

演習　「審査に於かせる特記事項の記載について」
　　参加者が審査会委員となって、介護認定審査を体
　　験し、適切な特記事項の記載方法について学ぶ

講義　「確認！　誤りやすい調査項目」

審査会事務局から調査に関する注意事項

H26.12.8 60人
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（２）介護認定審査会委員研修会

① 新規介護認定審査会委員

平成26年度

資料：東部保健所調べ

② 現任介護認定審査会委員

平成26年度

資料：東部保健所調べ

（３）介護認定審査会運営適正化検討会議

平成26年度

資料：東部保健所調べ

会　　　場 実施日 参加者 対　象　者 内　　　　　　　　　容

日出総合庁舎
会 議 室

H26.11.13 18人

別府市､杵築
市､国東市､日
出町､姫島
村、別杵速見
地域広域市町
村圏事務組
合､県高齢者
福祉課､保健
所

(1)適正化および平準化に資する方策の検討
　　①介護認定審査会を傍聴して
      ・審査会資料について
　　　・審査判定手順について
　　②適正化に向けての意見交換
(2)その他
　  研修会の打合せ

会場 実施日 参加者 対象者 内　　　　容

日出町保健福祉
センター H27.2.27 19人

現在、介護認
定審査会に従
事している者

国東市武蔵
保健福祉
センター

豊泉荘 H27.3.2 43人

H27.3.17 20人

日出町保健福祉
センター H27.3.24 13人

講話　(1)大分県における介護保険の現状
      (2)医療介護総合確保推進法について
    　(3)介護認定審査会の手順とポイント
演習　「隠れた介護の手間の検討」

①講義Ⅰ「大分県における介護保険の現状について」
②講義Ⅱ「医療介護総合確保推進法について」
③講義Ⅲ「介護認定審査会の手順とポイント」
④演習　模擬審査

会　　　場 実施月日 参加者 対　象　者 内　　　　　　　　　容

別府市役所
会議室

H27.2.9 24人

国東市武蔵
保健福祉
センター

新規に介護認
定審査会に従
事する者

講話 ①　大分県における介護保険の現状について
     ②　要介護認定の概要
     ③　一次判定の仕組み
     ④　認定調査について
　　 ⑤　主治医意見書について
     ⑥　介護認定審査会について
     ⑦　審査手順のポイント
演習　審査の実際

①講義Ⅰ　大分県における介護保険の現状について
②講義Ⅱ　医療介護総合確保推進法について
③講義Ⅲ　介護認定審査会の手順とポイント
④演　習　模擬審査

H27.3.17 6人
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(４) 東部圏域介護予防検討会

平成26年度

会 場 実施年月日 参 加 者 内 容

東部保健所 H26.5.12 各地域包括支援センター管理 １．介護予防関連研修の方針に

H26.10.22 者、各市町介護予防担当者、 ついて

H26.11.11 地域リハビリテーション広域 ２．新規介護予防支援従事者研

支援センター担当者、保健所 修会の企画・運営について

・国東保健部担当者 等 ３．介護予防支援従事者継続研

修会の企画・運営について

４．次年度の介護予防関連研修

会の方針について

資料：東部保健所調べ

(５) 新規介護予防支援従事者研修

平成26年度

会 場 実施年月日 参 加 者 内 容

別府市役所 H25.6.2 介護予防ケアマネジメントに １．講義「自立型ケアマネジメ

新規に従事する介護支援専門 ントについて」

員等 50人 ２．講義「アセスメント～自立

を支えるために～」

３．講義・演習

「生活機能評価票について」

「生活機能評価票をプランにい

かすには」

講師：地域リハ広域支援センタ

ーＰＴ、別府市各地域包括支援

センター・保健所担当者 等

資料：東部保健所調べ

(６) 介護予防支援従事者継続研修

平成26年度

会 場 実施年月日 参加者 対 象 者 内 容

豊泉荘 H26.12.15 88人 介護予防ケアマネ １．講義

ジメント 業務に 「介護予防ケアマネジメントの

従事する介護支援 基本的な考え方」

日出町保健 H26.12.18 71人 専門員 ２．事例説明

福祉センタ 「生活機能評価」の解説

ー ３．演習Ⅰ（個人ワーク）

豊泉荘 H26.12.25 83人 「因子分解」シートの作成

４．演習Ⅱ（グループワーク）

「因子分解」シートの作成

国東市武蔵 H27.1.9 48人 ４．演習Ⅲ

保健福祉 「介護予防サービス・支援計画

センター 表」の作成

講師等：各市町地域包括支援

センター、各市町・保健所

計 290人 の担当者 等

資料：東部保健所調べ
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（７）圏域介護通所介護サービス事業所実践力向上研修会 平成26年度

会 場 実施年月日 参加者 対 象 者 内 容

豊泉荘 H26.7.23 140人 別府市内の通所 １．講義「別府市の介護保険の現状、

型介護予防サー 介護保険制度の改正」

ビス事業所の実 講師 別府市高齢者福祉課長

務者、杵築市・ 中西 康太 氏

日出町の介護予 ２．講義「生活機能評価、ＡＤＬ・

防事業担当課、 ＩＡＤＬのアセスメント」

別府市・杵築市 ３．講義「生活機能支援プログラムと

・日出町の地域 評価」

包括支援センタ 講師 大分県作業療法士協会

ーの担当者 三雲 透 氏

H26.7.24 88人 等 １．講義「リスク管理」

２．講義「運動機能向上プログラムと

評価」

講師 大分県理学療法士協会

竹村 仁 氏

H26.8.6 99人 １．講義「栄養改善プログラムと

評価」

講師 大分県栄養士会

曽我 優子 氏

２．講義「口腔機能向上プログラムと

評価」

講師 大分県歯科衛生士会

計 327人 有松 ひとみ 氏

資料：東部保健所調べ

（８） 圏域サービス事業所実践力向上研修会 平成26年度

会 場 実施年月日 参加 対象者 内 容

アストく H26.9.12 89人 国東市、姫 １．講義「介護保険の現状、介護保険制度の

にさき 島村の通所 改正」

介護サービ ２．講義「生活機能評価、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ

ス事業所職 のアセスメント」

員、市村職 「生活機能支援プログラムと評価」

員、包括支 講師 大分県作業療法士協会

援センター 佐藤 孝臣 氏

H26.9.18 87人 職員 １．講義「リスク管理」

「運動機能向上プログラムと評価」

講師 大分県理学療法士協会

高橋 知良 氏

H26.9.25 97人 １．講義「栄養改善プログラムと評価」

講師 大分県栄養士会

衛藤 寿恵 氏

２．講義「口腔機能向上プログラムと評価」

講師 大分県歯科衛生士会

計 273人 青木 利美 氏

資料：東部保健所調べ
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（９）リハ職派遣事業所実地支援 平成26年度

対 象 実施日 内 容

デイサービス H26.9.2 ①事前カンファレンス

センター新別 （課題の整理、目標設定、運動実施ポイント、リスク管理）

府一燈園通所4 H26.10.1 ②実地支援

名（要支援1） （痛みの評価、リスクチェック、体力測定実技指導・評価等

H26.10.8 の実施、トレーニングの実技指導、セルフケアメニュー指

導、口腔・嚥下体操指導、ＶＴＲ）

H26.11.5 ③ケースカンファレンス

（運動プログラムの提示や段階的な進め方、栄養管理、訪問

H26.11.26 看護との連携支援、運動・口腔・嚥下の総合的な支援、今

後のデイサービスでの支援方針等について助言）

H26.12.24

H27.1.7 ④修了式、座談会

（修了書交付、個人結果のお返し、スタッフから一言）

実地指導リハ職

7回 別杵速見地域リハビリテーション広域支援センター

理学療法士 武田 哲男 氏

大分県歯科衛生士会会長（歯科衛生士）有松 ひとみ 氏

資料：東部保健所調べ

（１０）訪問看護・介護連携強化事業

平成26年度

会 場 実施年月日 参加者 内 容

東部保健所 H27.3.4 別府市・日出町（訪問看 １．３事例の検討・検証

護師、地域包括支援セン ２．訪問看護・介護連携強化事業の

ター介護支援専門員）、 評価

保健所・国東保健部担当 ３．看護・介護連携の今後の課題に

者 ９名 ついて

資料：東部保健所調べ


