
地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外研修等一覧（平成30年度）

研　修　名 場　所 主　催　・　共　催

4/23(月) 13：30～15：30 松江市事例検討会（全市） 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

7/17(火) 13：30～15：30 松江市事例検討会（橋南エリア） いきいきプラザ島根 地域包括支援センター

7/20(金) 13：30～15：30 松江市事例検討会（橋北エリア） 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

11/19(月) 13：30～15：30 松江市事例検討会（橋南エリア） 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

11/22(木) 13：30～15：30 松江市事例検討会（橋北エリア） 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

1/23(水) 13：30～15：30 松江市事例検討会（橋南エリア） いきいきプラザ島根 地域包括支援センター

1/24(木) 13：30～15：30 松江市事例検討会（橋北エリア） 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

未定 13：30～15：30 ブロック連絡会（全市）　テーマ　「高齢者虐待」 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

9/21(金) 13：30～15：30 ブロック連絡会（3年未満のケアマネ研修） 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

未定 18：30～20：00 包括公開講座（全市） 松江市総合福祉センター 地域包括支援センター

6/19(火)
8/21(火)
10/16(火)
12/28(火)
2/19(火)

18：30～21：00 気づきの事例検討会 いきいきプラザ 地域包括支援センター

未定 19：00～21：00 医師と介護支援専門員合同研修会 未定 地域包括支援センター

年　回 未定 医療と介護　ネットワーク会議（松東地域） 未定 地域包括支援センター

　※情報は随時更新していきます。

日　時

  ※詳しくは主催団体等にお問い合わせください。

  ※各地域主催の研修会については、該当地域の方が対象となりますのでご注意ください。

松江



年　回 未定 医療と介護　ネットワーク会議（本庄地区） 本庄公民館 地域包括支援センター

年4回 未定 医療と介護　ネットワーク会議（宍道ワーキングクラブ） 宍道健康センター 地域包括支援センター

年　回 未定 医療と介護　ネットワーク会議（東出雲地域ケア多職種連携ネットワーク） 東出雲保健相談センター 地域包括支援センター

年　回 未定 医療と介護　ネットワーク会議（松北エリア） あさひの苑 地域包括支援センター

6/14(木)
7/19(木)
9/6(木）
10/4(木)

19:00～20:30 松江口腔ケア研究会 くにびきメッセ 松江市歯科医師会、松江地区歯科衛生士会

10/23（火） 18:00～19:30 松江赤十字病院・ケアマネ合同研修 松江赤十字病院 松江地域介護支援専門員協会

12/8(土) 14:00～16:30 平成30年度 松江地域介護支援専門員協会研修会 島根県民会館 松江地域介護支援専門員協会

3/9(土) 14:00～16:00 平成30年度松江地域介護支援専門員協会認知症研修会 松江市総合文化センター 松江地域介護支援専門員協会

6/6(水） １３：００～１５：３０ 安来市新人介護支援専門員研修会 広瀬社会福祉センター 安来市地域包括支援センター

１０月頃 〃 安来市主任介護支援専門員研修会 広瀬社会福祉センター 安来市地域包括支援センター

12/11(火) 13:30～16:00 平成30年度安来市主任介護支援専門員研修会 広瀬社会福祉センター 安来市地域包括支援センター

毎月　第３水曜日 18:30～20:30 気付きの事例検討会 もくもく苑 出雲地域介護支援専門員協会

未定 未定 FIM基礎研修（年２回　開催予定） 未定 出雲地域介護支援専門員協会

未定 未定 有料老人ホームについて理解を深める研修会 未定 出雲地域介護支援専門員協会

未定 未定 意思決定について学ぶ「アドバンスドケアプランニングについて」 未定 出雲地域介護支援専門員協会

未定 未定 防災時の対応について 未定 出雲地域介護支援専門員協会

未定 未定 まめネットの利用解説研修会 未定 出雲地域介護支援専門員協会

未定 未定 地域密着型サービスへの理解を深める研修会 未定 出雲地域介護支援専門員協会

安来

出雲



７／　 未定 第１回居宅介護支援事業者研修会 未定 高齢者あんしん支援センター

１１／ 未定 第２回居宅介護支援事業者研修会 未定 高齢者あんしん支援センター

12/11(火) 19:00～21:00 在宅療養懇話会 出雲医師会館 出雲地域介護支援専門員協会

1/18(金) 10:00～16:50 包括的・継続的ケアマネジメント支援研修会 ニューウェルシティ出雲 島根県高齢者福祉課

2/12(火) 19:00～21:00 在宅療養懇話会 出雲医師会館 出雲地域介護支援専門員協会

3/15(金) 19:00～20:30 平成30年度介護支援専門員研修会「意思決定支援研修」 もくもく苑 出雲地域介護支援専門員協会

6/27(水) 14：00～16：00 居宅部会との合同研修会 三刀屋農村環境改善メインセンター 雲南地域介護支援専門員協会

平成３０年１０月 権利擁護（虐待防止）研修会 未定 雲南市地域包括支援センター

10/20（土） 10：00～12：00 平成30年度ケアマネジメント研修会 加茂健康福祉センターかもてらす 雲南地域介護支援専門員協会

11/27（火） 14：00～16：30 多職種連携研修会 チェリヴァホール 雲南市健康福祉部

12/8（土） 14：00～16：30 平成30年度 在宅医療・介護連携にかかる雲南圏域多職種合同研修 三刀屋農村環境改善メインセンター 雲南圏域医療介護連携調整検討委員会

12/16（日） 13：30～16：00 緩和ケア研修会 三刀屋農村環境改善メインセンター 雲南圏域緩和ケアネットワーク連絡会

1/22（火） 14：00～16：00 平成30年度雲南市権利擁護研修会 雲南市木次経済文化会館 雲南市健康福祉部

3/22(金) 15:00～17:30 雲南地域介護保険事業所・雲南市災害時連携研修会 雲南市役所 雲南市地域包括支援センター

10/14(日) 9:30～12:30 大田圏域医療介護連携多職種研修 大田市民会館 島根県央保健所ほか

１０／１５（月） 19：00～21：00 大田市高齢者等虐待防止研修会 サンレディーおおだ 大田市地域包括支援センター

11/4(日） 13:30～17:00 自立支援介護とこれからの介護事業戦略 あすてらすホール 大田市

1/17(木) 18:30～21::00 介護支援専門員研修会 大田市民センター 大田介護支援専門員協会

1/18(金) 9:30～12：30 主任介護支援専門員研修会 大田市民センター 大田地域包括支援センター

雲南

大田



Ｈ30年 5月10日 ケアマネジャー部会学習会「スキンケア」 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ30年 7月12日 ケアマネジャー部会学習会「総合事業」「高齢者の虐待防止」 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ30年 10月11日 ケアマネジャー部会学習会「課題整理総括票」 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ30年 11月8日 ケアマネジャー部会学習会「口腔ケア」 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ31年 1月10日 ケアマネジャー部会学習会「生活保護制度と生活困窮者自立支援制度」 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ31年 2月14日 ケアマネジャー部会学習会「訪問看護」 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ30年 6月14日 ケアマネジャー部会事例検討会 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ30年 9月13日 ケアマネジャー部会事例検討会 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ30年 12月13日 ケアマネジャー部会事例検討会 江津市職員会館 江津市地域包括支援センター

Ｈ30年4月～Ｈ31年3月 毎月第１火曜日、第３木曜日 地域ケア会議における助言者としての実習研修 江津市役所会議室 江津市地域包括支援センター

5月～（予定） 多職種連携による勉強会　　（4回/年） 浜田市

5月～（予定） ケアマネジメント支援会議　　（3～4回/年） 浜田市

6月～（予定） 包括ケアネットワーク研修　　（3～4回/年） 浜田市

8/31(金) 13:45～16:15 自立支援に向けた地域ケア個別会議研修会 島根県浜田合同庁舎 浜田市、島根県高齢者福祉課

9/29(土) 15:00～17:00 浜田地域介護支援専門員協会研修会 浜田市総合福祉センター 浜田地域介護支援専門員協会

10/18(木) 14:00～17:00 つないで支える認知症inいわみ 浜田医療センター 島根県央保健所ほか

12/10(月) 13:45～16:15 第2回 自立支援に向けた地域ケア個別会議研修会 島根県浜田合同庁舎 浜田市、島根県高齢者福祉課

8/17(金) 14:00～15:30 高齢者の虐待と権利擁護について 美郷町役場（みさと館） 美郷町地域包括支援センター

10/19(金） 14:00～15:30 重症化予防（筋力強化運動）について 美郷町役場（みさと館） 美郷町地域包括支援センター

浜田

江津

美郷



12/7(金） 14:00～15:30 認知症の方への接し方について 美郷町役場（みさと館） 美郷町地域包括支援センター

2/15(金） 13:30～15：00 地域ケア会議（ケースアセスメント）について 美郷町役場（みさと館） 美郷町地域包括支援センター

5/8（火） 13；30～15：00 高齢者の栄養について

6/12（火） 13：30～15：00 高齢者の口腔ケアについて

7/6(金） 19：00～20：30 在宅での看取り～家族や本人、関係者の連携～ すこやかセンターかわもと 邑智地域介護支援専門員協会

12/20（木） 18：30～20：00 平成30年度　難病療養支援研修会 川本合同庁舎 島根県央保健所

8/9(木） 14：00～16：00 介護保険制度の動向と介護支援専門員の課題 益田市人権センター 益田市地域包括支援センター

11/3(土） １日研修 事例検討研修会 益田市総合福祉センター 益田地域介護支援専門員協会
2/13～2/15

いずれかで開催予
定

１日研修 事例検討研修会 益田市総合福祉センター 益田地域介護支援専門員協会

平成３０年１２月末まで 半日研修 ケアマネジメント支援研修（事例検討） 益田市市民学習センター 益田市

3/16(土） １日研修 ケアマネジメント支援研修（主任ケアマネフォローアップ研修） 益田市医師会病院 益田市

1/23(水) 13:30～16:30 平成30年度益田市高齢者虐待防止研修会 益田市人権センター 益田市

5/28(月) 13：00～16：15 総会研修 スティックビル　5階交流ホール 島根県介護支援専門員協会

11/26(月) 9:30～15:30 平成30年度　施設ケアマネジメント部会研修 パルメイト出雲 島根県介護支援専門員協会

12/1(土） 9：30～16：30 平成30年度　島根県介護支援専門員協会研究大会 朱鷺会館 島根県介護支援専門員協会

12/4（火） 9：30～16：30 スティックビル（東部会場）

12/5（水） 9：30～16：30 サンマリン浜田（西部会場）

12/12（水） 10：00～16：15 平成30年度島根県介護支援専門員協会地域密着ケアマネジメント部会研修 島根県立男女共同参画センターあすてらす 島根県介護支援専門員協会

益田

平成30年度主任介護支援専門員フォローアップ研修 島根県介護支援専門員協会

県ケアマ
ネ協会

美郷

川本


