
⼩小規模多機能の実践事例例検討会   ＆  

                     管理理運営・ケアマネジメント業務のポイント  
  

	 

	 
	 

	 
	 
	 
■日時・内容（詳細は裏面）	 
開催日：2018 年 11 月 12 日（月）	 
第 1部：事例検討会例検討会（4事例）（参加費：無料）	 

13:00～13:30	 開場・受付	 

13:30～17:00	 事例検討	 等	 

第 2部	 管理運営・ケアマネジメント業務のポイント（ライフサポートセミナー）	 

※人員基準、加算関係、相談から利用までの流れ、ケアプラン作成の流れ	 など	 

17:00～17:30	 受付	 

	 	 17:30～20:30	 管理運営・ケアマネジメント業務のポイント	 

■会	 	 場	 ケアハウスまどか：5 階 
（〒765-‐0032	 香川県善通寺市原田町 1496 番地 1	 電話 0877-‐63-‐1010）	 

■参加費（１名あたり）第 1部：無料	 第 2部：会員	 3,000 円	 非会員	 4,000 円	 
※会員：「全国小規模多機能連絡会」及び	 

「香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会」の会員	 
■参加申込について（定員 40 人）	 
参加ご希望の方は、下記参加申込書に必要事項を記入の上、ファックスにてお申し込みくだ
さい。折り返し、この参加申込書に受付印を押印し、ファックスにて返送いたします。	 	 
返信には、最大で 1 週間ほどお時間をいただきます。	 

当日は、その参加申込書をお持ちになり、会場までお越しください。	 
	 	 参加者変更・キャンセル等がある場合は、FAX でお願いします。	 

	 

FAX：03-6430-7918	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜事例検討＆ライフサポート in 香川＞	 	 

主催：全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会	 （東京都港区浜松町 1-19-9-3F／TEL:03-6430-7916）	 

※ＦＡＸ番号はお間違えのないようお願いいたします。	 事務局受付日：	 	 月	 	 日	 受付印	 

	 
参加者名	 ①	 	 ②	 	 

事業所名（市町村）	 
（市町村名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

	 

Ｔ	 Ｅ	 Ｌ	 	 ＦＡＸ	 	 

記入必須	 
参加区分・	 

参加費	 

第 1 部	 □参加	 	 	 	 	 □不参加	 	 	 	 	 	 

第 2 部	 □会員（3,000 円）□非会員（4,000 円）	 □不参加	 

ライフサポートワーク 
このたびの研修会は 2 部構成とし、第 1 部を事例検討会、第 2
部を管理運営・ケアマネジメントのポイントと題し開催します。	 
第 1部の事例検討会では、中重度者支援、「家族支援・世帯支援」
「地域支援」、若年性認知症の支援、利用者の社会参加、社会貢
献、小規模多機能の「多機能」の工夫など、小規模多機能型居宅
介護の実践の幅を紹介する事例を皆様とともに考えます。	 
また第 2部では、事業所からの質問の多いまた「加算取得のため
の人員配置や基準の考え方」「勤務表や常勤と専従の違い」など、
管理者が今更だけど再確認したいという方向けの研修会です。	 

香川会場  



事例検討会とライフサポートワークセミナーについて	 

■内	 	 容	 
第 1 部：事例検討会例検討会（4 事例）（参加費：無料）	 

13:00～13:30	 開場・受付	 

13:30～14:30	 これからの小規模多機能型居宅介護（仮題）	 

14:30～16:30	 事例（4事例）	 

小規模多機能事業所	   まほろば（坂出市）	   ※発表者確認中	  
	                小規模多機能型居宅介護事業	   サンリゾート（小豆島町） 寺川	   千代子	   氏	  

小規模多機能	   青い鳥（多度津町）	   新名	   涼	   氏	   	  
小規模多機能	   くれよんルーム（善通寺市） 三善	   芳子 氏	  

16:30～17:00	 まとめ	 

	 

＊全国 15 か所の事例検討で報告いただく事業所募集で案内しているテーマの一部	 

（現在、事例提供事業所を募集中。確定し次第、ご案内いたします）	 

□どこまでも、あれもこれもやっちゃう小規模多機能	 

□この家族さえいなかったらと、何度も思ったけど、最後に家族に感謝した事例	 

□そこまでやったんかい！小規模多機能	 

□諦めたくないから、諦めないでやった小規模多機能の実践	 

□就労やボランティアで報酬を稼ぐ利用者を支えている事例	 

□利用者が地域から感謝された事例	 

□事業所だけで終わらせない支援	 

□これでもか！っていうくらい近所に迷惑かけたけど、近所から感謝された事例	 	 

･･･など	 

	 

第 2 部	 管理運営・ケアマネジメント業務のポイント（ライフサポートセミナー）	 

※人員基準、加算関係、相談から利用までの流れ、ケアプラン作成の流れ	 など	 

17:00～17:30	 受付	 

	 	 17:30～20:30	 管理運営・ケアマネジメント業務のポイント	 

	 

■主な講師（会場により登壇者が異なります）	 

	 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会	 	 	 理事長	 宮島	 渡	 

	 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会	 主任研究員	 後藤	 裕基	 

	 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会	 	 事務局長	 山越	 孝浩	 	 	 など	 

※講師の都合で、一部変更になる場合があります。	 

	 

■四国・関西地方で同内容の研修会を実施します。	 

	 11 月 11 日（日）愛媛県	 	 11 月 12 日（月）香川県	 	 11 月 13 日（火）大阪府	 

	 ※	 

事例紹介は開催県の事業所となります。	 

詳細はホームページでご確認ください（続々公開予定）。	 


