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全老健 研修会のご案内（すべての職種対象の新たな講座） 
 

 
 
 
 
 
 
平素より当会の運営・業務に格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
本研修会は、老健の役割・機能を反映させた「全老健版ケアマネジメント方式～Ｒ４システム～」の

修得を目的としております。今年度は、初級編から入門編へ、中級編から導入へと名称を変更し、講義
内容もより多職種の方に受講していただけるようになっております。パソコンによる演習を行うことで、
どなたでも簡単に扱えて、また分かりやすいケアマネジメント方法を御理解頂けます。 
研修会にご参加をいただきました方への特典として、本研修会用に作成した※Ｒ４システムのソフト

の入ったＣＤ-ＲＯＭを無料配布致します。研修会で学んだ事を、是非施設でも実践して頂きたいと考
えております。（※全老健ＨＰ掲載の単独版に、通所リハビリ最新版を追加したソフトです。） 
 

日 程 
第 1 回 平成 27 年 11 月 6 日(金)【大阪会場】 

第 2 回 平成 28 年 1 月 15 日(金)【福岡会場】 

会 場 

第 1 回 【大阪会場】 AP 大阪梅田茶屋町 ＨＰ：http://www.ap-umedachayamachi.com/info/access.html 

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町 1 番 27 号 ABC-MART 梅田ビル 8F  TEL：06-6374-1109 

第 2 回 【福岡会場】 九州ビル  ＨＰ：http://www.q-shu.co.jp/meetingroom.php 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-8-31  TEL 092-461-1112 

定員 /対象 入門編：各 100 名  導入編：各 60 名 （それぞれ定員となり次第締切） / 老健施設のすべての職種 

参加費用 会員：10,800 円  非会員：12,960 円 （資料代・ＰＣレンタル代等・消費税込） 

申込方法 
全老健研修申込サイト http://training.zenroken.net/ からインターネット上でお申込みください。 

ＦＡＸでのお申込みは上記サイトから申込書をダウンロードし名鉄観光サービス株式会社にお送り下さい。 

参加券 研修会開催の約 1 週間前に名鉄観光サービス株式会社よりご郵送いたします。 

受講証書 

の発行 

全課程受講された方に交付いたします。なお、遅刻・早退等により全課程を受講されなかった場合には交付はいた

しかねます。あらかじめご了承ください。 

申込み上 

の注意 

研修申込みサイトにてお申し込みの場合、「申込完了」画面が表示されるまでは申込み途中ですので、必ず最後

までお進みください。申し込みが出来ているかは、サイト内の「申込み・登録状況確認」からご確認いただけます。 

FAX にてお申込みの場合、原則 3 営業日以内にお申込書下部の旅行会社記入欄にチェックを入れて返信いたし

ます。返信がない場合、申し込みが出来ていない可能性がございますので、名鉄観光サービス株式会社までご確

認ください。 

※申込みが確認できない場合は、速やかに全老健若しくは名鉄観光サービス株式会社までご連絡ください。申込

みが出来ておらず研修会に参加できない場合、それに伴う一切の責任・損害は負いかねますのでご了承ください。 

その他 

※事前に R4 システムのテキスト『全老健ケアマネジメント方式 R４システム』を読んで本研修会に臨まれることをお

勧めいたします。 

申込書は http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/12/R4_flyer_web.pdf からダウンロードし

ていただくか、お電話にてご請求ください。 

※講義中の会場内への付添いは原則お断りしております。やむを得ない事情により、講義中に受講者ご本人以外

の方が会場内に来場される場合には、必ず事前に下記全老健事務局担当宛にご連絡くださいますようお願い

申し上げます。 

※カリキュラムの詳細は予告無く、変更することがありますのでご了承ください。 

問い合わせ先 公益社団法人全国老人保健施設協会 業務部業務第一課 ＴＥＬ：03-3432-4165 

平成 27年度 第 1・2回 新・ケアマネジメント実践講座 
～施設と在宅ケアの効率的なマネジメントのために～ 

【入門編／導入編】（大阪・福岡会場）開催！ 

 



 
＜ 平成 27年度 第 1・2 回 新・ケアマネジメント実践講座 ＞ 

～施設と在宅ケアの効率的なマネジメントのために～【入門編/導入編】 
 

入門編は、Ｒ４システムの基本的な理解・修得を目的とした研修会で
す。Ｒ４システムの概要やＩＣＦステージングの特徴、多職種協働に
よるアセスメントについても学べます。また、ＰＣを使ってのグルー
プ演習を通じて、大変分かりやすく理解しやすい研修となっておりま
す。受講の方には、Ｒ４ソフトの入ったＣＤ-ＲＯＭを配布致します。 
 

入門編カリキュラム（定員 100名） 
時間 研修テーマ 講師 

 8:30 受付 

 9:10 オリエンテーション 

 9:15 開講式 全老健 

 9:20 

 9:45 

なぜR4システムなのか／R4シ

ステムの概要 

全老健 

副会長 折茂 賢一郎 

 9:45 

10:35 

インテークからサービス利用

開始前（暫定ケアプラン）ま

で 

全老健 ケアマネジメント部会 

部会長 安藤 繁 

10:45 

12:00 

ＩＣＦステージングの理解と

使い方 

全老健 学術委員会  

委員長 大河内 二郎 

13:00 

 

 

 

14:20 

アセスメントにおける多職種

協働の実践とカンファレンス

の重要性及びケアプランの周

知と実施・記録とモニタリン

グ 

全老健 ケアマネジメント部会 

（第 1回）部会員 山田 剛 

（第 2回）部会員 谷川 敦弘 

14:30 

 

 

 

 

16:00 

パソコンを使ってのグループ

演習と意見交換及び質疑応答 

全老健 

副会長 折茂 賢一郎 

 

全老健 ケアマネジメント部会 

（第 1回）部会員 山田 剛 

（第 2回）部会員 谷川 敦弘 

16:00 閉講式 全老健 

 

導入編では、ある程度Ｒ４システムのことを知っている方向けに入
門編より１歩進んだ内容になっております。導入までの準備やノウ
ハウ、導入事例の発表、ＰＣを用いたソフトウェアの使い方等、実
際に導入・運用していく際に役立つ内容となっております。入門編
同様、Ｒ４ソフトの入ったＣＤ-ＲＯＭを配布致します。 

 
導入編カリキュラム（定員 60名） 

時間 研修テーマ 講師 

 9:15 受付 

 9:50 オリエンテーション 

 9:55 開講式 全老健 

10:00 

10:50 

Ｒ４システム総論と導入の意

義および留意点 

全老健 

副会長 折茂 賢一郎 

11:00 

11:30 

Ｒ４システム導入までの準備 全老健 ケアマネジメント部会 

部会長 安藤 繁  

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

Ｒ４システム導入事例（2事例） （第 1回） 

全老健 ケアマネジメント部会 

部会員 山田 剛 

部会員 山野 雅弘 

（第 2回） 

全老健 ケアマネジメント部会 

部会員 谷川 敦弘 

介護老人保健施設寿苑 

副主任 田中 雅彦 

13:30 

 
 

16:00 

パソコンを使っての多職種で

かかわる R4 システム演習と意

見交換及び質疑応答 

全老健 学術委員会  

委員長 大河内 二郎 

全老健 ケアマネジメント部会 

部会長 安藤 繁 

16:00 閉講式 全老健 

 


