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《平成 29年度看取りサポートの人材養成研修～最期まで自分らしく生きる～》 
  開催要綱（追加募集） 

1. 趣   旨 

本研修は、京都府が取り組む高齢者が住み慣れた地域で安心して最期まで暮らせる社会の構

築のため、看取りサポート人材の養成を目的として開催します。 

2. 主   催 京都府 

3. 実施団体 公益社団法人 京都府介護支援専門員会 

4. 受講対象者 

以下の要件のうち ①かつ② または①かつ③もしくは、④に該当し、研修全日程（3 日間） に

参加できる方 

① 主任介護支援専門員研修修了者 

② 特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所において、現在、管理者又は主任介護支援

専門員として勤務する方 

③ 地域包括支援センターにおいて、現在、管理者又は主任介護支援専門員として勤務する方 

④ 公益社団法人京都府介護支援専門員会が認める方（定員に空きがある場合のみ） 

5. 研修について  

（1）日程、会場、研修内容等     日程表をご参照ください。 

（2）定員     100名 

6. 受講料等について 

受講料：無料（ただし、資料代 1,000円を研修初日に現金にてお支払いをお願いします。） 

7. 申込方法   別紙受講申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください。 

（1）申込受付期間   平成 29年 9月 14日（木）10：00 ～ 平成 29年 9月 16日（日）18：00 

              ※申込受付開始前の申し込みは無効となります。 

（2）申込先       京都府介護支援専門員会 事務局 宛 （FAX番号 075-254-3971） 

8. 受講の決定について 

受講決定通知書・受講不可通知書を 9月 22日（金）までに発送いたします。9月 28日（木）まで

に通知が届かない場合は事務局までお問い合わせ願います。 

9. 修了証について 

すべての科目を修了した方には修了証を交付します。一部科目でも欠席・遅刻・早退があった

場合は修了を認めませんので、ご注意ください。 

10. キャンセルについて 申込みをキャンセルされる場合は、必ず事務局までご連絡願います。 

11. その他 

（1）平成 27年度および平成 28年度開催の同研修を受講された方はご受講いただけません。 

（2）本研修は京都府主任介護支援専門員更新研修の受講要件として認められた研修です。 

 

《平成 27年度看取りサポートの人材養成研修 日程表 》 ＜お問い合わせ先＞ 公益社団法人 京都府介護支援専門員会 事務局 

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入ル清水町 375 ハートピア京都 7階 

TEL 075-741-7504  FAX 075-254-3971  E-Mail: cm7504@kyotocm.jp 
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《平成 29年度看取りサポートの人材養成研修～最期まで自分らしく生きる～》 
  日程表 

研修内容 3日間 15時間 30分 

・平成 27年度および平成 28年度開催の同研修を受講された方はご受講いただけません。 

・本研修は京都府主任介護支援専門員更新研修の受講要件として認められた研修です。 

日程 時間 （会場名） 

 科  目  名 講師 

【１日目】平成 29年 10月 9日（月・祝） （京都テルサ 東館 2階 セミナー室） 

 

10：30～12：00 京都介護医療総研株式会社 

代表取締役 吉良厚子氏  看取りに関する制度について 

12：00～13：00  休憩 

13：00～14：30 京都光華女子大学 健康科学部医療福祉学科 

教授 佐々木勝一氏  看取りに関する法律について 

14：40～16：40 京都大学大学院 人間・環境学研究科 

研究員 佐藤泰子氏  倫理的課題について 

【2日目】平成 29年 12月 8日（金）  （京都テルサ 東館 2階 セミナー室） 

 

10：30～12：00 医療法人社団 都会 渡辺西賀茂診療所 

認定訪問看護師 村上成美氏  痛みの概念について 

12：00～13：00  休憩 

13：00～14：30 
医療法人福冨士会 居宅介護支援事業所 

主任介護支援専門員 佐藤弓子氏 

洛王セレモニー株式会社 

渉外担当 山本一郎氏 

 家族へのケア 

14：40～15：20 
特別養護老人ホームヴィラ稲荷山 

ケアマネジャー 倉窪ゆかり氏 
 死の状態像について 

15：30～16：40 

京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学教室 

教授 細川豊史氏 

 死の状態像について 

～本邦における緩和ケアの現状と将来 

知ってほしい“がん”患者さんの痛みを

中心に～ 

【3日目】平成 30年 1月 10日（水） 

京都府看護協会との合同研修 
（京都テルサ 西館１階 ホール） 

 

10：30～12：30 
花園大学 社会福祉学部社会福祉学科 

教授 福富昌城氏 

在宅ケア移行支援研究所宇都宮宏子オフィス 

代表 宇都宮宏子氏 

 相互理解による看取りケースの連携 

12：30～13：30  休憩 

13：30～17：10 

 事例を用いたグループワーク 



 

 

 

申込受付期間  平成 29 年 9 月 14 日（木）10：00 ～9 月 16 日（日）18：00 
※申し込み受付開始前の申し込みは無効となります。 

 

平成 29 年度看取りサポートの人材養成研修～最期まで自分らしく生きる～ 

受講申込書 

 

個人情報の取り扱いについて 

個人情報については、研修の事務連絡および受講管理、京都府への受講履歴報告等、本研修の適正か

つ円滑な実施目的のみに利用いたします。 

【受講要件】下記にチェックしてください ※チェックがない申し込みは無効となります。 

・主任介護支援専門員研修を、□修了している ・ □修了していない 

・現在勤務している事業所は、 

 

□特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所 

□地域包括支援センター 

・勤務している事業所の管理者として、□勤務している ・ □勤務していない 

・勤務している事業所の主任介護支援専門員として、□勤務している ・ □勤務していない 

申込者 

ふりがな  

氏 名 
 

 

生年月日   昭和 ・ 平成        年      月      日 

介護支援専門員証 

登録番号（8 ｹﾀ番号） 
        

※介護支援専門員証登録番号（8 ｹﾀ番号）の記入のない申し込みは無効となります。 

基礎資格 
※ 受験時にお持ちだった資格や経験を必ずご記入下さい 

（例；介護福祉士、相談援助業務 等） 

 

実務経験総年数 約         年       ケ月 

   

勤務先 

名 称  

住 所 

〒 

 

 

TEL/FAX       -     -        -     - 

 

連絡先電話番号 

※ 記載内容の確認等で、日中連絡のとれる連絡先を記入してください 

 

        -       -       （ 自宅 / 勤務先 / 携帯） 

F A X でのお申込み 

０７５－２５４－３９７１ 
（京都府介護支援専門員会行） 

送付状は不要です 

 

    公益社団法人 京都府介護支援専門員会 事務局 

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入ル清水町 375 ハートピア京都 7 階 

TEL 075-741-7504  FAX 075-254-3971  E-Mail: cm7504@kyotocm.jp 

 

 

 
 


