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神奈川県介護支援専門員専門研修・実務経験者向け更新研修
の実施について

日頃より、当財団の事業につきましては、ご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
平成 18 年度の介護保険法改正により、介護支援専門員としての業務に就くためには、有効
期間が定められた介護支援専門員証の交付を受けることとされ、当該専門員証の有効期間を
更新するときは、介護支援専門員更新研修を受講することとされました。
また専門研修は、現任の介護支援専門員に対して、一定の実務経験のもとに、必要に応じ
た専門知識、技能の習得を図ることにより、その専門性を高め、もって介護支援専門員の資
質向上を図ることを目的とし、更新時に課せられた更新研修に相当するものとして実施する
ものです。今後の就業予定や更新時期を踏まえた上で、受講についてご検討くださいますよ
うお願い申し上げます。
記
１．実施団体
公益財団法人 総合健康推進財団（神奈川県指定研修実施機関）
２．受講にあたっての注意事項
①1 回目の更新の方
介護支援専門員証の更新のためには、「専門研修課程Ⅰ（実務経験者向け更新研修 56 時
間）
」及び「専門研修課程Ⅱ（実務経験者向け更新研修 32 時間）
」の両方の受講が必要と
なりますので、くれぐれもご注意ください。
②複数回目の更新の方
2 回目以降の更新に必要な研修は、更新後（前回の有効期間満了日以降）実務に就いた
経験があるかどうかで異なります。
また、前回の更新の際に受講した研修種別によっても異なりますのでご注意ください。
申込書表面の「Ⅱ.実務経験について」また、
「Ⅲ.更新の有無」の該当する項目を○で囲
んでください。

研修の講義部分につきましては、e ラーニングでの受講となります。
必ず【e ラーニングについて】(P4・P5)をご確認ください。
※専門Ⅰおよび更新 56ｈ研修の一部科目は除く

演習は会場での集合研修にて実施いたします。
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３．研修種別
次項「4.受講対象者」に示す受講要件により、受講可能な研修が異なります。
「専門研修」
「更新研修」どちらの区分になるかは、申込書面記載の内容より判断し、事
務局にて決定いたします。
※｢専門研修課程Ⅰ｣と｢実務経験者向け更新研修 56 時間｣は同一カリキュラム、同時開催
となります。
※｢専門研修課程Ⅱ｣と｢実務経験者向け更新研修 32 時間｣は同一カリキュラム、同時開催
となります。
※「専門研修」
「更新研修」どちらの受講であっても、更新申請には差し支えありません。
４．受講対象者
①専門研修課程Ⅰ（下記要件の全てに該当する方）
・原則として神奈川県で介護支援専門員の登録をされており、介護支援専門員として現に実務
に従事されている方
・申込み時点で就業後 6 か月以上の方
・2022 年 6 月 10 日現在で介護支援専門員証の有効期間満了日がおおむね 1 年以上の方
※当研修を修了された方は、次の②「実務経験者向け更新研修 56 時間」の受講が免除
されます。
②実務経験者向け更新研修 56 時間（下記要件の両方に該当する方）
・原則として神奈川県で介護支援専門員の登録をされており、介護支援専門員証の有効期
間中において介護支援専門員として実務に従事した経験を有する方（以下「実務経験
者」
）
・2022 年 6 月 10 日現在で介護支援専門員証の有効期間満了日がおおむね 1 年以内の方
③専門研修課程Ⅱ（下記要件の全てに該当する方）
・原則として神奈川県で介護支援専門員の登録をされており、介護支援専門員として現に実務
に従事されている方
・申込み時点で就業後 3 年以上の方
・2022 年 6 月 27 日現在で介護支援専門員証の有効期間満了日がおおむね 1 年以上の方
・専門研修課程Ⅰまたは実務経験者向け更新研修 56 時間を修了している方
※当研修を修了された方は、次の④「実務経験者向け更新研修 32 時間」の受講が免除
されます。
④実務経験者向け更新研修 32 時間（下記要件の両方に該当する方）
・原則として神奈川県で介護支援専門員の登録をされており、介護支援専門員証の有効期
間中において介護支援専門員として実務に従事した経験を有する方（以下「実務経験
者」）
・2022 年 6 月 27 日現在で介護支援専門員証の有効期間満了日がおおむね 1 年以内の方
※全ての研修において、介護支援専門員証の有効期間内に当該研修を修了できない方は受
講できません。
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【実務として認められる範囲及び期間の考え方】
■介護支援専門員としての実務経験の範囲は次の事業所又は施設において、介護支援専門
員として就労し、かつサービス計画の作成を行っている（※1）ものであること。
ア

居宅介護支援事業所（※２）

イ

特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス事業者

ウ

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活
介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護に係る地域密着型サービス事業者

エ

介護保険施設

オ

介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス事業者

カ

介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る
地域密着型介護予防サービス事業者

キ

介護予防支援事業者

ク

地域包括支援センター（※３）

ケ

介護医療院

コ

その他

※1

これらの事業所または施設で就労していたとしても、単に要介護認定のための調

査業務のみを行っていた場合や、利用者やサービス提供事業者との連絡調整のみを補助
的に行っていただけで、サービス計画の作成を行っていなかった場合は、実務経験とし
ては認められません。
※２ 指定居宅介護支援事業所においては、基準上、常勤専従の管理者を置くこととな
っており、当該管理者については実務経験として認められます。
※３

地域包括支援センターにおいて「介護支援専門員」として配置され、就労してい

る場合は、実務経験として認められます。保健師等または社会福祉等、予防プランナー
として配置され、就労している場合は、介護予防サービス計画を作成している場合にお
いても、実務経験として認められません。
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e ラーニングについて
◆研修の講義部分のみ、e ラーニングでの受講となります。
講義・演習一体型科目の演習につきましては、会場での集合研修にて実施いたします。
それぞれの日程につきましては、【研修日程】をご確認ください。
※e ラーニングとは：
インターネットを利用した学習形態です。自宅や職場にて、ご自身で用意したパソコン、
スマートフォン等で Web サイトのシステムにログインし、動画を視聴して学習する方法です。
・ 受講に必要となるインターネット環境やパソコン、スマートフォン等は各自でご用意いただき
ます。
・ e ラーニングでの受講は必ず決められた動画視聴期間内に終了してください。
・ 講義・演習一体型の科目については、期間内に e ラーニングでの受講が終了できない場合、そ
の科目の集合研修（演習）の出席は認められず、欠席扱いとなります。
・ e ラーニングの各講義には確認テストがあります。全問正解しなければ修了したことになりま
せん。
・ e ラーニングの受講期限直前のアクシデント（体調不良、パソコンの故障等）を理由に動画の
視聴を終えられなかった場合も、原則救済措置はありません。動画視聴期間の延長はいかなる
理由があっても認められませんので、必ず期限までに終了できるよう、計画的に取り組んでく
ださい。
（接続の不調等で視聴できない場合の DVD 等での代替措置もできません。
）
・ e ラーニングの受講は、パスワードを入力した方のみの視聴となり、同じパソコンで 2 名以上
で視聴されても他の方は未視聴（未受講）となります。
・ e ラーニングでの受講は、研修の受講要件を満たし、受講が決定した方のみに視聴を許可して
います。受講用 ID とパスワード、e ラーニングシステムの URL は他者に漏らさないよう厳
重に管理してください。他者に教えた場合は不正利用とみなし、受講を中止させていただきま
す。
・ e ラーニングでの受講期間中は動画を繰り返し何度でも視聴できます。
（※1）受講決定通知で操作マニュアルを送付します。
各自が所有するパソコン等のインターネット接続設定、操作方法に関する質問について
は、一切お受けできません。
（※2）インターネット環境が設備できず、動画を視聴できなかった場合の受講料の返金はできま
せん。

※メールアドレスについて：
各自 e ラーニング研修システムにログインし、メールアドレスの登録をしていただきます。
e ラーニング、また受講に関する連絡はすべてメールで行いますので、必ず受信可能なメールアド
レスをご準備ください。
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e ラーニングについて
◆ e ラーニング(介護支援専門員オンライン研修)動作推奨環境について
システムをご利用いただくために必要なインターネット接続環境およびパソコンの動作推
奨環境は以下のとおりです。
ただし、下記に記載されている動作環境は検証結果を元にしたものであり全ての環境での
動作を保証するものではありません。また、動作環境を満たしていない場合でも、正常かつ
スムーズに動作する場合もあります。
■ PC
【Windows】
OS：Windows 10（日本語版のみ対象）
ブラウザ：Internet Explorer 11 / Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge Chrominum
*デスクトップモードでのみ動作確認を行っております。タブレットモードでは動作確認
および検証は行っておりません。
*Internet Explorer 11 の拡張保護モードには非対応
【Mac】
OS：MacOS10.13 以降
ブラウザ：Safari
■ スマートデバイス
【iOS】
OS：iOS12 以降
ブラウザ：Safari
【Android】
OS：Android 9 以降
ブラウザ： Chrome
<諸注意事項>
※最新版が予告なしで配信されることがあり、仕様変更によりトラブル等が発生した場合
は、追っての対応となります。あらかじめご了承ください。
※ブラウザの「新しいウィンドウ」や「新しいタブ」から画面の表示を複数ブラウザで行う
と、画面の表示やデータの登録・変更の処理において予期しない動作をする可能性がありま
す。
※ブラウザやキーボード操作上から「戻る」
「更新」の操作を行うと、画面の表示やデータ
の登録・変更の処理において予期しない動作をする可能性があります。
「戻る」および「更
新」にあたる操作は e ラーニングシステム画面上の機能をご利用ください。
※動作環境下でご利用いただきましても、端末の仕様もしくは他のソフトとの兼合い等に
よりご利用いただけない場合がございます。また、動作していても、その後の OS や各ソフ
トウェアのバージョンアップ等により不具合が生じる可能性がございます。
※Yahoo！JAPAN アプリ含めて上記以外のブラウザは動作保証対象外となります。
※「らくらくホン」
「シンプルスマホ」
「かんたんスマホ」
「キッズフォン」等の簡易操作の
スマートフォン・タブレット端末において動作確認および検証は行っておりません。
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専門研修・更新研修の受講手続き
１．募集定員・研修日程・研修内容
（１）募集定員
・専門研修課程Ⅰ※以下「専門Ⅰ」 及び 実務経験者向け更新研修 56 時間※以下「更
新 56 時間」

合計 190 名

・専門研修課程Ⅱ※以下「専門Ⅱ」 及び 実務経験者向け更新研修 32 時間※以下「更
新 32 時間」

合計 330 名

※全日程受講できる方が対象です。
※受講決定にあたっては、介護支援専門員資格有効期間満了日が近い方を優先とさせてい
ただきます。
※定員を超えるお申込みがあった際はご受講いただけない場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。

（２）研修日程
・専門Ⅰ（更新 56 時間）→ e ラーニング（講義）P.8 ／ 集合研修（演習）P.9
・専門Ⅱ（更新 32 時間）→ e ラーニング（講義）P.11 ／ 集合研修（演習）P.12
（３）研修内容
・専門Ⅰ（更新 56 時間）研修カリキュラム→ P.10
・専門Ⅱ（更新 32 時間）研修カリキュラム→ P.13
『専門Ⅰ（更新 56 時間）
』は演習 1 日目に事例を提出していただく事が必須です。
『専門Ⅱ（更新 32 時間）
』は 6 月 21 日までに事例を提出していただく事が必須です。
※いずれの研修も、上記ご提出がない場合は受講できません。
※詳しくは、受講決定通知にてご案内いたします。
２．受講手続き
（１）申込期限

２０２２年４月２７日（水）必着

（２）申込方法
受講する研修課程の【受講申込書】と、（３）の【添付書類】を同封し、「７．申込先」
に記載している宛先へ郵送してください。
・専門Ⅰ（更新 56 時間）を申込まれる方→【受講申込書】P.14～15
・専門Ⅱ（更新 32 時間）を申込まれる方→【受講申込書】P.18～19
・両方受講する方→ 上記、２種類の申込書を両方ご記入ください。
【記入例】 専門Ⅰ（更新 56 時間）→P.16～17
専門Ⅱ（更新 32 時間）→P.20～21 を参考にしてください。
（３）添付書類
１）介護支援専門員証の写し（必須）
２）研修修了証明書の写し

※申込書に貼付してください。

（該当する方のみ）

※添付する研修修了証明書（写）は下記のいずれかになります。どれを添付するかは申
込書の記入例をご確認ください。

・専門Ⅰ・Ⅱ、更新研修（実務経験者）
・更新研修（実務未経験者）
・再研修
※上記添付書類の確認がとれないと受講いただけない場合がありますのでご注意ください。
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３．受講決定
介護支援専門員資格有効期間満了日が近い方を優先とさせていただきます。
受講の可否は、郵送によりお知らせをいたします。
決定通知発送：専門Ⅰ（更新 56 時間）２０２２年５月１３日（金）以降発送予定
専門Ⅱ（更新 32 時間）２０２２年５月２３日（月）以降発送予定
※受講申込が募集定員を超過し、ご受講いただけない方には受講不可通知をお送りします。
※上記日程後 10 日以上経っても通知が来ない場合は、郵便事故等も考えられるため事務局
までご連絡ください。

４．その他

研修の一部（講義部分）を e ラーニングで実施いたします。
必ず４・５ページの「e ラーニングについて」をご参照ください。
５．受講料及び支払方法
（１）受講料
①専門Ⅰ（更新 56 時間）

４３，２００円

②専門Ⅱ（更新 32 時間）

３２，２００円

（２）補講料 １科目

２，０００円

（３）支払方法
受講決定通知書（申込受付後に発送）に同封される払込取扱票により支払いをお願い
します。尚、以下の点について予めご了承ください。
支払期限： 専門Ⅰ（更新 56 時間）２０２２年５月３１日（火）まで
専門Ⅱ（更新 32 時間）２０２２年６月１７日（金）まで
※支払いが期日までに間に合わない場合はご連絡ください。

※一度お支払いただいた受講料は返金できませんのでご了承ください。
６．修了証明書
各科目における到達目標を達成しているかを確認するため修了評価を実施し、評価が一
定の水準を満たしている、研修の全日程を修了した方に、実施機関である公益財団法人
総合健康推進財団より修了証明書を発行いたします。
（研修事業終了後、修了者名簿を神
奈川県に提出いたします。
）
７．申込先・問合せ先

公益財団法人 総合健康推進財団 関東支部 神奈川県介護支援専門員研修

〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-7-6
電話：０３－６２６２－７１３４

ゆまにビル 4 階

※上記電話番号が混雑する場合は、
（代表）03-6262-7131 へご連絡ください。
※お問合せは、平日 9 時 00 分～17 時 00 分にお願いします。
※電話番号はお間違いのないようお気を付けください。
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係

2022年度前期 神奈川県介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ・実務経験者向け更新研修56時間

【研修日程】
<eラーニング（講義）>

自宅や職場にて各自でご視聴いただきます

eラーニング

科目名

科目類型

動画時間

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状

講義

3時間14分

ケアマネジメントの実践における倫理

講義

1時間31分

個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習

講義

1時間10分

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践

講義

1時間33分

対人個別援助技術及び地域援助技術

講義

2時間16分

動画視聴期間
６月１０日（金）～６月２９日（水）

動画視聴期間

家族への支援の視点が必要な事例

講義・演習一体型 1時間49分

入退院時等における医療との連携に関する事例

講義・演習一体型 2時間15分

認知症に関する事例

講義・演習一体型 1時間19分

６月１０日（金）～７月１８日（月） リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例

講義・演習一体型 2時間39分

看取り等における看護サービスの活用に関する事例

講義・演習一体型 2時間07分

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例

講義・演習一体型 1時間46分

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サー
ビス等）の活用に関する事例

講義・演習一体型 2時間33分

※ 講義については、集合研修はございません。eラーニングのみの受講となります。
（一部科目：P9の【講義・演習】は除く）
※ 各講義の後に確認テストがあります。全問正解しなければ修了したことになりません。
※ 視聴開始日及び視聴終了日の区切りは、午前0時です。
※ 各科目とも、必ず期間内に視聴を修了してください。視聴が修了していない科目は欠席となります。
※ 講義・演習一体型の科目については、期間内にeラーニングでの受講が修了できない場合、その科目の
集合研修（演習）の出席は認められず、欠席扱いとなります。
※ 講義の動画時間については、研修ガイドラインで定められた時間数より多い科目、また少ない科目がありますが、
介護支援専門員オンライン研修システムの時間に準じて実施します。

「講義・演習一体型」の演習につきましては桜木町の会場での研修になりますので、9ページの日程を
ご参照いただき、ご希望のコース（①～③）をお選びください。
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<集合研修（演習）> 専門研修課程Ⅰ・実務経験者向け更新研修56時間
■選択コース
※下記３つのコース（①・②・③）からの選択となります（カリキュラム内容は一緒です）。
※コース選択は、人数の関係で希望通りにならない場合もございます。予めご承知おきください。
コース 回数
日程
研修時間
科目名

①

②

③

１日目

2022年7月6日(水)

9：30～17：00 ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定①【講義・演習】

２日目

2022年7月13日(水)

9：30～17：00 ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定②【講義・演習】

３日目

2022年7月25日(月)

9：30～17：00

４日目

2022年8月1日(月)

9：30～17：00

５日目

2022年8月8日(月)

9：30～17：00

６日目

2022年8月15日(月)

9：30～16：05

１日目

2022年7月7日(木)

9：30～17：00 ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定①【講義・演習】

２日目

2022年7月14日(木)

9：30～17：00 ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定②【講義・演習】

３日目

2022年7月26日(火)

9：30～17：00

４日目

2022年8月2日(火)

9：30～17：00

５日目

2022年8月9日(火)

9：30～17：00

６日目

2022年8月16日(火)

9：30～16：05

１日目

2022年7月8日(金)

9：30～17：00 ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定①【講義・演習】

２日目

2022年7月15日(金)

9：30～17：00 ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定②【講義・演習】

３日目

2022年7月27日(水)

9：30～17：00

４日目

2022年8月3日(水)

9：30～17：00

５日目

2022年8月10日(水)

9：30～17：00

６日目

2022年8月17日(水)

9：30～16：05

家族への支援の視点が必要な事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サー
ビス等）の活用に関する事例
研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り
【講義・演習】
修了式

家族への支援の視点が必要な事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サー
ビス等）の活用に関する事例
研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り
【講義・演習】
修了式

家族への支援の視点が必要な事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サー
ビス等）の活用に関する事例
研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り
【講義・演習】
修了式

※時間はあくまで目安の時間です。
■研修会場 【桜木町会場】
『横浜市従会館』 横浜市西区宮崎町25 JR京浜東北線・根岸線「桜木町」駅下車 北口より徒歩10分
■基礎資格一覧
介護支援専門員実務研修受講試験を受講した時の資格条件を下記の中から1つ選択し、申込書の
「１.申込者」該当欄に番号を記載してください。
1

医師

2

歯科医師

3

薬剤師

4 保健師

5 助産師

6 看護師

7

准看護師

8

理学療法士

9

作業療法士

10 社会福祉士

11 介護福祉士

12 視能訓練士

16 あん摩マッサージ

17 はり師・きゅう師 18 柔道整復師

13 義肢装具士

14 歯科衛生士

15 言語聴覚士

19 栄養士

20 精神保健福祉士 21 その他相談職

指圧師

22 その他介護職
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研修カリキュラム＜専門研修課程Ⅰ・実務経験者向け更新研修56時間＞
科 目 名

内

容

介護保険制度の改正等の状況や地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組及び課題に関する講義を行う。地域
包括ケアシステムの構築に向けて、介護支援専門員が果たすべき役割に関する講義を行う。利用者が、住み慣れた地域
介護保険制度及び地域包 で自立した生活を継続するためには、利用者だけでなくその家族を支援するという視点も必要であることから、利用者の家
括ケアシステムの現状
族も含めた支援に関連する各種制度や社会資源に関する講義を行う。フォーマルだけでなくインフォーマルな社会資源と
の連携やそれらの活用と働きかけに関する講義を行う。
ケアマネジメントを実践する上での介護支援専門員としての倫理原則（利用者本位、自立支援、人権の尊重、公正中立
等）に関する講義を行う。ケアマネジメントを実践する上で生じうる具体的な倫理的課題に対する心構えや対応方法につい
ケアマネジメントの実践に ての講義を行う。利用者の人権と倫理に配慮した意思決定のプロセスに関する講義を行う。倫理的な課題に対するチーム
おける倫理
アプローチの重要性を認識し、その手法に関する講義を行う。成年後見制度や高齢者虐待防止法等、高齢者の尊厳や権
利擁護に関する講義を行う。
個人で専門性を高めていく際に必要な視点、手法に関する講義を行う。指導・支援、コーチング、スーパービジョン等の基
個人での学習及び介護支 本的な考え方、内容、方法を理解するとともに、これらを受ける側と行う側双方に求められる姿勢に関する講義を行う。個
人で研鑽する場合と介護支援専門員間相互で研鑽する場合に求められる内容や手法とその関係性についての講義を行
援専門員相互間の学習
う。専門職として継続した自己研鑽を行うことの必要性・重要性について講義を行う。

ケアマネジメントに必要な
医療との連携及び多職種
協働の実践

ケアマネジメントを実践する上で必要な疾病や医療との連携、多職種協働の必要性・重要性を再確認するための講義を行
う。これまでの実践を省みて課題を認識し、医療との連携や多職種協働を実践していくための課題解決の方法に関する講
義を行う。介護支援専門員から医療機関や多職種に情報を提供する際の留意点及び、医療機関や多職種から情報を収
集する際の留意点についての講義を行う。サービス担当者会議や地域ケア会議における多職種との効果的な協働の手法
に関する講義を行う。

対人個別援助技術（ソーシャルケースワーク）の考え方と地域援助技術（コミュニティソーシャルワーク）の概念・機能・目的
に関する講義を行う。対人個別援助技術（ソーシャルケースワーク）に必要な知識・技術及び地域援助技術（コミュニティ
ソーシャルワーク）の展開技法についての講義を行う。個別事例の支援から地域課題の把握、課題の共有、課題解決に向
対人個別援助技術及び地 けた地域づくりや資源開発などに至る一連のプロセスに関する講義を行う。実際に取り組む場である地域ケア会議の意義
域援助技術
や機能及び一連のプロセスの中における介護支援専門員としての役割に関する講義を行う。個別事例の支援や地域課題
の把握から解決に向け、保険者を含む多職種連携の意義やネットワーク作りの視点と方法に関する講義を行う。
ケアマネジメントにおける
実践の振り返り及び課題
の設定①
ケアマネジメントにおける
実践の振り返り及び課題
の設定②

各自の実践を省みる事により、ケアマネジメントプロセスにおける各項目の持つ意味と重要性に関して再確認し課題等を
認識するための講義を行う。専門職としての知識・技術を高めていく上での克服すべき課題等を認識する講義を行う。振り
返りに当たっては、担当事例を活用することとし、担当事例におけるケアマネジメントの視点（アセスメントの結果から課題
（ニーズ）を導き出すまでの考え方、当該課題（ニーズ）に対するサービスの選定理由等）を発表し、他の受講者との意見交
換を通じて、自分自身の技量における課題を認識・理解する。

単なるレスパイトだけでなく今後の介護に対する不安や利用者、家族同士の軋轢への介入など家族支援における基本的
な視点に関する講義を行う。関係行政機関等との連携方法、家族支援に有効な制度等についての講義を行う。障害等の
家族への支援の視点が必 ある家族や働きながら介護を担う家族に対する支援が必要な事例などを用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポ
イントや、地域の社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。１つの事例について
要な事例
様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討できるよう、必要な知識・技術を修
得する。

認知症に関する事例

認知症や精神疾患に関する医学的・心理的基礎知識の向上と認知症施策に関わる多職種との連携方法等に関する講義
を行う。認知症等の特質性を踏まえた早期の対応方法や家族も含めた支援方法などを修得するとともに、地域で生活を継
続していくための支援を行う上で必要な視点を理解する。認知症に関する事例を用いて、認知症に鑑みた適切なアセスメ
ントを行う際の重要なポイントや、地域の社会資源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。１つの事
例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討できるよう、必要な知
識・技術を修得する。

入退院時等における医療
との連携に関する事例

高齢者に多い疾病の特徴とその対処法、感染予防に関する講義を行う。医療職（特に主治医）や医療機関との連携方法
等に関する講義を行う。入退院時等における医療との連携に関する事例を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要な
ポイントや、社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。１つの事例について様々な
状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討できるよう、必要な知識・技術を修得す
る。

リハビリテーション及び福
祉用具の活用に関する事
例

リハビリテーション（口腔リハビリテーションを含む。）や福祉用具に関する基礎知識の向上と活用に当たっての基本的な視
点に関する講義を行う。リハビリテーション専門職並びに福祉用具専門相談員等との連携方法等に関する講義を行う。リ
ハビリテーションや福祉用具の活用に関する事例を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや地域の社会資
源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。１つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しう
る複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討できるよう、必要な知識・技術を修得する。

看護サービスに関する基礎知識の向上と活用に当たっての基本的な視点に関する講義を行う。訪問看護計画との関連付
けや看護職との連携方法等に関する講義を行う。看取り等における看護サービスの活用に関する事例を用いて、適切な
看取り等における看護サー アセスメントを行う際の重要なポイントや地域の社会資源を活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。１
ビスの活用に関する事例 つの事例について様々な状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討できるよう、必
要な知識・技術を修得する。

社会資源の活用に向けた
関係機関との連携に関す
る事例

生活保護制度、障害者施策、成年後見制度などの他法他施策に関する制度の知識やインフォーマルサービスの活用に係
る視点に関する講義を行う。虐待が発生している事例、他の制度（生活保護制度、成年後見制度等）を活用している事例、
インフォーマルサービスを提供する事業者との連携が必要な事例等を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポイン
トや、地域の社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。１つの事例について様々な
状況等を勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画の作成）が検討できるよう、必要な知識・技術を修得す
る。

状態に応じた多様なサービ
ス（地域密着型サービス、
施設サービス等）の活用に
関する事例

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス及び小規模多機能型居宅介護の意義・効果に関する講義を行う。
これらのサービスを活用する際の視点の重要性や連携方法等についての講義を行う。状態に応じた多様なサービス（地
域密着サービス、施設サービス等）の活用に関する事例を用いて、適切なアセスメントを行う際の重要なポイントや、地域
の社会資源を最大限に活用したケアマネジメントを実践する知識・技術を修得する。１つの事例について様々な状況等を
勘案した、実践しうる複数の対応策（居宅サービス計画、施設サービス計画の作成）が検討できるよう、必要な知識・技術
を修得する。その他、施設サービス等を活用する際の留意点等について理解する。

研修全体を振り返っての意 研修全体の振り返りを行うに当たって、グループ又は全体で意見交換を行い、専門的助言を含めて、研修における学習の
成果や今後の学習課題への意識付けのための講評を行う。現場で生じうる課題への対応や共同で研修する機会を作るた
見交換、講評及びネット
め、研修受講者間においてネットワークの構築を図る。
ワーク作り
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2022年度前期 神奈川県介護支援専門員 専門研修課程Ⅱ・実務経験者向け更新研修32時間

【研修日程】
<eラーニング（講義）>

自宅や職場にて各自でご視聴いただきます

eラーニング

科目名

科目類型

動画時間

講義

3時間50分

動画視聴期間
介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開

６月２７日（月）～７月１０日（日）
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例

講義・演習一体型 2時間08分

入退院時等における医療との連携に関する事例

講義・演習一体型 1時間08分

認知症に関する事例

講義・演習一体型 1時間16分

家族への支援の視点が必要な事例

講義・演習一体型 1時間36分

社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例

講義・演習一体型 1時間39分

看取り等における看護サービスの活用に関する事例

講義・演習一体型 1時間22分

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設
サービス等）の活用に関する事例

講義・演習一体型 2時間30分

動画視聴期間
６月２７日（月）～８月７日（日）

※ 講義については、集合研修はございません。eラーニングのみの受講となります。
※ 各講義の後に確認テストがあります。全問正解しなければ修了したことになりません。
※ 視聴開始日及び視聴終了日の区切りは、午前0時です。
※ 各科目とも、必ず期間内に視聴を修了してください。視聴が修了していない科目は欠席となります。
※ 講義・演習一体型の科目については、期間内にeラーニングでの受講が修了できない場合、その科目の
集合研修（演習）の出席は認められず、欠席扱いとなります。
※ 講義の動画時間については、研修ガイドラインで定められた時間数より多い科目、また少ない科目がありますが、
介護支援専門員オンライン研修システムの時間に準じて実施します。

「講義・演習一体型」の演習につきましては桜木町の会場での研修になりますので、12ページの日程
をご参照いただき、ご希望のコース（①～⑤）をお選びください。
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<集合研修（演習）>

専門研修課程Ⅱ・実務経験者向け更新研修32時間

■選択コース
※下記5つのコース（①・②・③・④・⑤）からの選択となります（カリキュラム内容は一緒です）。
※コース選択は、人数の関係で希望通りにならない場合もございます。予めご承知おきください。
コース

①

②

③

④

⑤

回数

日程

研修時間

科目名

１日目

2022年8月18日(木)

9：30～17：00

２日目

2022年9月1日(木)

9：30～17：00

３日目

2022年9月9日(金)

9：30～17：00

４日目

2022年9月24日(土)

9：30～13：05

１日目

2022年8月19日(金)

9：30～17：00

２日目

2022年9月2日(金)

9：30～17：00

３日目

2022年9月10日(土)

9：30～17：00

４日目

2022年9月24日(土)

13：50～17：25

１日目

2022年8月23日(火)

9：30～17：00

２日目

2022年9月6日(火)

9：30～17：00

３日目

2022年9月17日(土)

9：30～17：00

４日目

2022年9月27日(火)

9：30～13：05

１日目

2022年8月24日(水)

9：30～17：00

２日目

2022年9月7日(水)

9：30～17：00

３日目

2022年9月20日(火)

9：30～17：00

４日目

2022年9月27日(火)

13：50～17：25

１日目

2022年8月25日(木)

9：30～17：00

２日目

2022年9月8日(木)

9：30～17：00

３日目

2022年9月21日(水)

9：30～17：00

４日目

2022年9月30日(金)

13：30～17：05

リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
家族への支援の視点が必要な事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス
等）の活用に関する事例
修了式
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
家族への支援の視点が必要な事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス
等）の活用に関する事例
修了式
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
家族への支援の視点が必要な事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス
等）の活用に関する事例
修了式
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
家族への支援の視点が必要な事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス
等）の活用に関する事例
修了式
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例
入退院時等における医療との連携に関する事例
認知症に関する事例
家族への支援の視点が必要な事例
社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス、施設サービス
等）の活用に関する事例
修了式

※時間はあくまで目安の時間です。
■研修会場 【桜木町会場】
『横浜市従会館』 横浜市西区宮崎町25 JR京浜東北線・根岸線「桜木町」駅下車 北口より徒歩10分
■基礎資格一覧
介護支援専門員実務研修受講試験を受講した時の資格条件を下記の中から1つ選択し、申込書の
「１.申込者」該当欄に番号を記載してください。
1

医師

2

歯科医師

3

薬剤師

4 保健師

5 助産師

6 看護師

7

准看護師

8

理学療法士

9

作業療法士

11 介護福祉士

12 視能訓練士

17 はり師・きゅう師

18 柔道整復師

13 義肢装具士

14 歯科衛生士

15 言語聴覚士

10 社会福祉士
16 あん摩マッサージ

19 栄養士

20 精神保健福祉士

21 その他相談職

22 その他介護職

指圧師
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研修カリキュラム＜専門研修課程Ⅱ・実務経験者向け更新研修32時間＞
科 目 名

内

容

介護保険制度の改正等の最新状況や地域包括ケアシステムの構築に向けた現状の取組及び課題についての
講義を行う。地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護支援専門員が果たすべき役割に関する講義を行う。
介護保険制度及び地域包
利用者やその家族を支援する上で関連する最新の制度、動向及び社会資源に関す講義を行う。介護保険制
括ケアシステムの今後の
度や介護支援専門員を取り巻く状況など現状で課題となっている事項に関する講義を行う。
展開

リハビリテーション及び福
祉用具の活用に関する事
例

入退院時等における医療
との連携に関する事例

認知症に関する事例

各自が担当しているリハビリテーションや福祉用具等を組み入れた居宅サービス計画等を持ち寄り、事例に関
して分析した内容の発表、意見交換等を通じて、適切なアセスメントを行う際の留意点や居宅サービス計画等
の作成における留意点を理解、再確認する。それらの留意点や必要に応じ根拠となる各種統計データを活用
する等により、別の類似の事例等にも広く対応することができる知識・技術を修得する。リハビリテーションや福
祉用具等を活用するに当たって重要となる関連知識や歯科医師、リハビリテーション専門職等との連携方法に
関する講義を行う。リハビリテーションや福祉用具等の活用を検討するに当たり、効果的なものとなるようイン
フォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの展開に関する講義を行う。
各自が担当している入退院時等におけるケースの居宅サービス計画等を持ち寄り、事例に関して分析した内
容の発表、意見交換等を通じて、適切なアセスメントを行う際の留意点や居宅サービス計画等の作成における
留意点を理解、再確認する。それらの留意点や必要に応じ根拠となる各種統計データを活用する等により、別
の類似の事例等にも広く対応することができる知識・技術を修得する。入退院時等の支援に当たり重要となる
各種知識や医療職をはじめとする多職種との連携方法に関する講義を行う。入退院時のケースを検討するに
当たり、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメント
の展開に関する講義を行う。
各自が担当している認知症である要介護者等の居宅サービス計画等を持ち寄り、事例に関して分析した内容
の発表、意見交換等を通じて、適切なアセスメントを行う際の留意点や居宅サービス計画等の作成における留
意点を理解、再確認する。それらの留意点や必要に応じ根拠となる各種統計データを活用する等により、別の
類似の事例等にも広く対応することができる知識・技術を修得する。認知症の要介護者等及び家族を支援する
に当たり重要となる各種知識及び医療職をはじめとする多職種や地域住民との連携方法に関する講義を行う。
認知症である要介護者等を検討するに当たり、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた地域の
社会資源を活用したケアマネジメントの展開に関する講義を行う。

各自が担当している家族支援が特に必要なケースの居宅サービス計画等を持ち寄り、事例に関して分析した
内容の発表、意見交換等を通じて、適切なアセスメントを行う際の留意点や居宅サービス計画等の作成におけ
る留意点を理解、再確認する。それらの留意点や必要に応じ根拠となる各種統計データを活用する等により、
家族への支援の視点が必 別の類似の事例等にも広く対応することができる知識・技術を修得する。家族に対する支援に当たり重要とな
る各種知識や関係機関、地域住民をはじめとする多職種との連携方法に関する講義を行う。家族支援が必要
要な事例
なケースを検討するに当たり、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用
したケアマネジメントの展開に関する講義を行う。

社会資源の活用に向けた
関係機関との連携に関す
る事例

各自が担当している、他の制度（生活保護制度、成年後見制度等）を活用している事例、インフォーマルサービ
スを提供する事業者との連携が必要な事例等の居宅サービス計画等を持ち寄り、事例に関して分析した内容
の発表、意見交換等を通じて、適切なアセスメントを行う際の留意点や居宅サービス計画等の作成における留
意点を理解、再確認する。それらの留意点や必要に応じ根拠となる各種統計データを活用する等により、別の
類似の事例等にも広く対応することができる知識・技術を修得する。他の制度を活用するに当たり重要となる各
種知識や関係機関、多職種との連携方法に関する講義を行う。他の制度を活用するケースを検討するに当た
り、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの展
開に関する講義を行う。

各自が担当している看護サービスを組み入れた居宅サービス計画等を持ち寄り、事例に関して分析した内容
の発表、意見交換等を通じて、適切なアセスメントを行う際の留意点や居宅サービス計画等の作成における留
意点を理解、再確認する。それらの留意点や必要に応じ根拠となる各種統計データを活用する等により、別の
看取り等における看護サー 類似の事例等にも広く対応することができる知識・技術を修得する。看取り等を含む看護サービスを活用する
ビスの活用に関する事例 に当たって重要となる各種知識や医師、看護師等との連携方法に関する講義を行う。看取り等を含む看護
サービスを検討するに当たり、効果的なものとなるようインフォーマルサービスも含めた地域の社会資源を活用
したケアマネジメントの展開に関する講義を行う。
各自が担当している地域密着型サービス等の多様なサービスを活用している事例等の居宅サービス計画等を
持ち寄り、事例に関して分析した内容の発表、意見交換等を通じて、適切なアセスメントを行う際の留意点や居
宅サービス計画等の作成における留意点を理解、再確認する。それらの留意点や必要に応じ根拠となる各種
状態に応じた多様なサービ 統計データを活用する等により、別類似の事例等にも広く対応することができる知識・技術を修得する。状態に
ス（地域密着型サービス、 応じて多様なサービスを活用するに当たり重要となる各種知識や関係機関介護サービス事業者との連携方法
施設サービス等）の活用に に関する講義を行う。状態に応じて多様なサービスを活用するに当たり、効果的なものとなるようインフォーマ
関する事例
ルサービスも含めた地域の社会資源を活用したケアマネジメントの展開に関する講義を行う。
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