
主任介護支援専門員更新研修の受講証明書対象研修 

令和２年度 兵庫県委託事業  

「介護支援専門員等への自殺予防研修」 
 

《開催趣旨》 
在宅介護している高齢者や家族の自殺の兆候を見逃さないため、介護支援

専門員等に対し自殺予防における知識や関係機関との連携が図れるよう研修
会を実施します。自殺要因の一つでもある社会的孤立。我々専門職として、そ
うした地域課題とどのように向き合うべきか。今年度は、ひきこもりの背景・
要因・対応上の留意点や専門機関である「ひきこもり支援センター」の役割に
ついてご講義いただきます。 

 

◆主 催 一般社団法人兵庫県介護支援専門員協会         

◆後 援 兵庫県 

◆内 容 13:00～13:30 受付（全会場共通） 

13:30～13:40 開会 兵庫県担当者より説明 

     13:40～15:10 講義Ⅰ「自殺企図者と精神疾患の関係」 

            ・うつを含む精神疾患の特徴と対応について 

            ・高齢者のうつと認知症の違い 

            ・自殺企図への気づきと支援のポイント 

     15:10～15:25 休憩 

15:25～16:25 講義Ⅱ「ひきこもり支援センターの役割と連携の取り方」 

     16:25～16:30 リーフレットの説明、アンケートの記入 

◆開催日程・場所  

日 時 講 師 会 場 

令和 2 年 11月 5 日（木） 
13：30～16：30 

（オンライン研修） 

Ⅰ：講師 新生病院 
宮軒 將 院長 

Ⅱ：兵庫県ひきこもり相談支援センター支援員 
オンライン(Zoom） 

令和 2 年 11月 27 日
（金） 

13：30～16：30 
（オンライン研修） 

Ⅰ：講師 損保川病院 
古橋 淳夫 院長 

Ⅱ：兵庫県ひきこもり相談支援センター支援員 
オンライン(Zoom) 

令和 2 年 12月 3 日（木） 
13：30～16：30 
（参集型研修） 

Ⅰ：講師 豊岡病院認知症疾患医療センター長 
高石医院 高石 俊一 院長 

Ⅱ：兵庫県ひきこもり相談支援センター支援員 

豊岡市民会館 大会議室 
※開催困難な場合はオンライン

に変更となる場合があります 

＊豊岡市民会館への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 

◆対 象 介護支援専門員、地域包括支援センター職員、保健・医療・福祉関係者等 

◆定 員  11/5、11/27（オンライン）各 80名   12/3（豊岡会場）50名  

◆参 加 費   無料 

◆申込み オンライン研修（11/5，11/27）・・兵庫県介護支援専門員協会ホームページより Web申込み。 

豊岡会場（12/3）・・裏面参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。 

※先着順で受付後、オンライン研修はメール・豊岡会場は FAXにて受講決定通知をお送

りいたします。キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。 

◆申込締切 オンライン研修（11/5，11/27） ··· 令和 2年 10月 24 日（土） 

      豊岡会場（12/3） ··············· 令和 2年 11月 21 日（土） 
 

一般社団法人 兵庫県介護支援専門員協会 事務局 

TEL（078）-221-4102   FAX （078）-221-4122 

【受付時間】 月曜日～金曜日（土・日・祝日は除く） 9:00～17:00 
 メルマガ登録はこちら！ 

≪申込書送付先及び問い合わせ先≫ 

 



◆ オンライン研修のお申込みはＦＡＸではできません。 
インターネットからお申込みください。 
下記 URL または、右の QR コードより 

協会ホームページをご確認いただき、Web にてお申込みください。 

http://www.hyogo-caremanet.com/ 

オンライン研修締切り：令和 2 年 10 月 24 日（土） 

＊ 申込時に入力いただいた情報は、研修会の運営以外の目的には使用いたしません。 

＊ 申込後の変更やキャンセルをされる場合は、事務局までご連絡ください。 

※ 別紙「令和 2年度自殺予防研修受講にあたってのお願い」を必ずご確認の上、お申込みくだ 

  さい。 

 
 
 

◆ 令和２年度 自殺予防研修（豊岡会場）参加申込書 
【申込先】一般社団法人兵庫県介護支援専門員協会 宛 

 

ＦＡＸ/ ０７８－２２１－４１２２  
 

氏
ふり

   名
がな

 
 

介護支援専門員の方は資格登録 

番号を記載してください 

 

 

受講可否送付先 
□自宅・□勤務先（FAX の送付先について、どちらかを明記願います） 

FAX 番号（     ）－（     ）－（       ）  

勤務先名： 

日中の連絡先 

□自 宅  TEL（    ）    －     

□勤務先  TEL（    ）    － 

□携帯番号 TEL（    ）    －     

 研修受講証明書の発行 

（主任介護支援専門員のみ） 

□希望する     □希望しない 

※どちらかにチェックをお願いします。チェックなき場合は、希望しないものとし

て、取扱いいたします。研修当日にお申出いただいても、発行できかねます。 

研修がオンライン開催となった場合 

受講しますか（いずれかに〇をつけてください） 

１ 豊岡市民会館での開催のみ受講します 

２ オンライン開催となった場合でも受講します 

メールアドレス  

豊岡会場 締め切り 令和 2 年 11 月 21 日（土） 

＊ 申込時に記入いただいた情報は、研修会の運営以外の目的には使用いたしません。 

＊ 介護支援専門員の方には、兵庫県介護支援専門員協会より単位認定シールをお渡しします。 

＊ 申込みされずに、当日会場にお越しになられても入場できません。 

＊ キャンセルされる場合は、事務局までご連絡ください。 

※ 別紙「令和 2年度自殺予防研修受講にあたってのお願い」を必ずご確認の上、お申込みくだ 

  さい。 

FAX にてお送りいたします 
※勤務先をご希望の場合は、 
勤務先名もお書きください 

上記で 2 を 

選んだ方のみ 



令和 2 年度 自殺予防研修受講にあたってのお願い 

 

【オンライン研修・会場受講 共通のお願い】 

1. 申込者以外の代理受講は認められません。 

2. 申し込み後、キャンセルや変更をされる場合は、事務局までご連絡ください。 

3. 受講証明書発行の要件として途中参加・中抜け・早退等は認められません。（トイレ休憩有り） 

4. 研修日の 1 週間前までに協会より連絡がない場合は、必ず事務局までご連絡ください。 

 

【会場での受講の場合】 

1. 新型コロナウイルス感染症や災害などの状況により、変更や中止をする場合がございますので、

予めご了承ください。 

なお、変更によりオンラインでの開催となった場合は、下記の【オンライン研修の場合】をご確認の

上ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

2. ３７．５℃以上の発熱、せきやのどの痛みがある等、体調不良の場合は、受講をご遠慮ください（会

場でも検温を実施し、受講をお断りする場合がございます）。 

3. 研修参加時はマスクの着用、手指消毒、咳エチケットに御協力をお願い申し上げます。 

4. 受講可否のご連絡はＦＡＸにていたしますが、ＦＡＸの受信が困難な場合は、送付手段をＦＡＸ番号

欄に明記して下さい。 

5. 介護支援専門員の方には、兵庫県介護支援専門員協会より単位認定シールをお渡しします。 

 

【オンライン研修の場合】 

1. オンライン研修では、「Zoom」アプリを使用します。 

2. 研修の前日までにオンライン会議ソフト「Zoom」アプリのインストール（無料）を行ってください。イ

ンストールまで行っていただき、サインアップをする必要はございません。 

3. 「Zoom」への入室（参加）は研修開始 30 分前から可能です。開始 10 分前までにご入場ください

（研修開始時刻を過ぎると入場できません）。 

4. 当日の操作説明はありません。研修開始時刻になりましたら、講義が始まります。 

5. 出欠の確認や、質疑応答等がございますので、必ずカメラ・マイク・スピーカーまたはイヤホン付

きの端末でご参加をお願いします。 

6. インターネット接続環境をご準備ください。１時間あたり 500MB～1GB 程度の通信量がかかります。

データ通信量に上限のある契約をされている方はご注意ください。 

7. 研修にはパソコン(Windows,Mac)や、iPhone, iPad, Android 等のスマートフォン・タブレットで受講い

ただけますが、画面が大きい方が見やすいためパソコンでの受講を推奨します。 

8. 可能なかぎり静かな場所から参加してください。ヘッドセット、イヤフォンマイクがあると便利です。 

9. 受講のための連絡はメールにて行います。「@hyogo-caremanet.com」「@zoom.us」からのメールを

受信できるようにしておいてください。 

10. 同じメールアドレスで複数の方の受講は認めておりませんので、必ず 1 人 1 アドレスでお申込みく

ださい。 

11. 受講証明書・単位認定シールは、研修受講状況を確認した後、申込時に希望された方に、郵送いた

します。（後日、当日の画像と接続状況のデータを確認することで受講確認をいたします） 


