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令和 2 年度第 1 回・第 2 回静岡県介護支援専門員【専門研修課程Ⅱ】開催案内 
 

特定非営利活動法人 

静岡県介護支援専門員協会 

                                （℡ 054－252－9882） 

  

   次のとおり開催しますので、受講を希望される方は、受講申込書に必要書類を添えてお申し込み 

ください。 

 

１ 研修の目的  

    現任の介護支援専門員に対して、一定の実務経験をもとに、必要に応じた専門知識及び技能の 

修得を図ることにより、その専門性を高め、多様な疾病や生活状況に応じて、医療との連携や多職

種協働を図りながらケアマネジメントを実践できる知識・技術を修得し、もって介護支援専門員の

資質向上を図ることを目的とする。 
   

２ 主催 

特定非営利活動法人 静岡県介護支援専門員協会 

 

３ 対象者  

    次の（1）～（4）のすべてに該当し、且つ、ア、又はイのいずれかに該当する者 

   （1）現在、介護支援専門員としての実務に従事（※注 1）している者 

   （2）研修開催初日月の 1 日（※注 2）の時点で、就業後 3 年以上の実務経験(※注 1)を有する者 

   （3）介護支援専門員証の有効期間満了日が概ね 1 年以上の者（注：1 年未満の者は更新研修 B2 の

対象） 

（4）静岡県で介護支援専門員の資格登録（※注 3）をしている者 
 

ア 専門研修課程Ⅱを初めて受講する者で専門研修課程Ⅰを修了している者 

イ 専門研修課程Ⅱ、更新研修Ｂ１又は更新研修Ｂ２を修了して、介護支援専門員証を更新してい

る者で、更新後原則 2 年以上経過している者 
 

※注 1 

   下記の事業所又は施設において介護支援専門員として、介護サービス計画の作成を行っている 

場合は、実務に従事、または実務経験ありとみなします。 

ただし、単に、要介護認定の調査業務や短期入所サービス計画書の作成のみを行った場合や 

利用者やサービス提供事業者との連絡調整のみを行っていた場合は、実務に従事、または実務経験 

ありと認められません。 
 

＝事業所・施設一覧＝ 

ア 居宅介護支援事業所（ケアプランを作成しない常勤専従の管理者含む） 

イ 特定施設入居者生活介護（介護予防含む）事業所 

ウ 地域密着型サービス（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居

者生活介護に係る介護予防サービス事業所） 

エ 介護保険施設（介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護医療院・介護療養型医療施設） 

オ 地域密着型介護予防サービス（介護予防小規模多機能型居宅介護／介護予防認知症対 

応型共同生活介護） 

カ 地域包括支援センター（介護予防支援事業所－法定３職種及びプランナー） 
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※注 2 

＜第１回＞受講申込の方は、令和２年８月１日の時点での実務経験年数としてみなしてください。 

 ＜第２回＞受講申込の方は、令和２年１０月１日の時点での実務経験年数としてみなしてください。 
 

※注 3 

    平成２８年度より研修の受講地は、原則介護支援専門員の資格登録地となっています。 

次の場合は、自身の資格登録地に問合せ、ご相談ください。 

・ 資格登録地が静岡県で、他都道府県での受講を希望の場合 

（静岡県介護保険課：電話 054-221-3395） 

・ 資格登録地が他都道府県で、静岡県での受講を希望の場合 
 

４ 受講条件 

    次の条件満たせない場合は、受講することができません。 

・ 研修全日程（７日間）の受講 
 

・ ７つの事例テーマに沿った７事例の提出 

 各受講生が持ち寄った事例を使用し、下記の７つの事例テーマでケアマネジメントの演習

を行います。詳細につきましては、当会ホームページ「令和２年度静岡県介護支援専門員【専

門研修課程Ⅱ】【更新研修 B２】【更新研修 B1（後期）】演習事例提出について」に記載され

ています。※提出期限までに７事例の提出が必須です。 

 

５ 研修の内容 

「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修基準」の規定に基づき、32 時間以上とします。 

 

 

 

 

 

科目№ 科目名 内容 時間 

① 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 講義 4時間 

②－１ 
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 
「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 
1時間 
3時間 

②－２ 
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 
「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 
1時間 
3時間 

②－３ 
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 
「認知症に関する事例」 

講義・演習 
1時間 
3時間 

②－４ 
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 
「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 
1時間 
3時間 

②－５ 
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 
「家族への支援の視点が必要な事例」 

講義・演習 
1時間 
3時間 

②－６ 
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 
「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 
1時間 
3時間 

②－７ 
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表 
「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 
1時間 
3時間 

③ 介護支援専門員のあるべき姿  講義 1時間 

④ 研修全体のふりかえり 講義・演習 0.5時間 

⑤ ケアマネジメントの実践における倫理と対人個別援助技術 講義・演習 3時間 

合 計 36.5時間 
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６ 研修実施期間（コース）等 

 ＜第 1 回＞ 

実施機関・受講日数 令和２年８月１９日（水）～令和２年１０月１３日（火） ７日間 

コース 東部コース・中部コース・西部コース 

会 場 

グランシップ（静岡市駿河区池田79－4） 

プラサヴェルデ（沼津市大手町1-1-4） 

静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区駿府町1-70） 

アクトシティ浜松（浜松市中区板屋町 111-1） 

定 員 ８０人 ※第１回・第２回合わせて 

日 程 

別紙「令和２年度第１回静岡県介護支援専門員【専門研修課程Ⅱ】【更

新研修 B2】【更新研修 B1（後期）】研修日程」のとおり 

※講師等の都合で変更する場合があります。 

 

＜第 2 回＞ 

実施機関・受講日 令和２年１０月２２日（木）～令和２年１２月７日（月） 7日間 

コース 中部コース 

会 場 静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区駿府町1-70） 

定 員 ８０人 ※第１回・第２回合わせて 

日 程 

別紙「令和２年度第２回静岡県介護支援専門員【専門研修課程Ⅱ】研

修日程」のとおり 

※ 講師等の都合で変更する場合があります。 

 

７ 受講申込み等 

各事業所の所属長（管理者、施設長等）が、所属の受講希望者全員分の申込み提出物をとりまと

めの上、次に示すとおりお申し込みください。 

 

（1）申込み受付期間  

 令和２年５月１２日（火）～５月２１日（木） 17：00 必着 

     注： 第 1 回、第 2 回の両コースとも申込み受付期間は同じです。 

郵便料金不足等の理由による未着を含め、上記の期間以外の申込みは一切受け付けません。 
 

（2）申込み提出書類 

   次の書類ア~エを揃え、郵送にて研修別に提出してください。 

なお、第１回・第２回申込み提出書類がそれぞれ異なりますのでご注意ください。詳細につき

ましては、６頁【専門研修課程Ⅱ】≪申込み提出書類等について≫に記載のとおりです。 
 

    ア． 受講希望者名簿（様式３－１－①、または様式３－１－②） 
 
イ． 受講申込書（様式３－２－①、または様式３－２－②） 

 
ウ. 【専門研修課程Ⅰ修得目標の達成状況確認表】  

  
エ．  研修修了証明書のコピー 
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（3）申込み提出書類の郵送先 

 管理者は、すべての様式がそろっているかを確認し、研修ごと※別の封筒に入れ、郵送し 

 てください。 ※第１回＝①、第２回＝② と表示。 

〒 ４２０－０８５６ 

       静岡市葵区駿府町１番７０号 静岡県総合社会福祉会館４階 

        特定非営利活動法人 静岡県介護支援専門員協会 専門研修Ⅱ担当 
 

＊封筒の表に ①専門研修Ⅱ申込み  、又は②専門研修Ⅱ申込み と朱書きしてください。 

 

注）申込み時提出物に不備があった場合は、管理者に電話連絡の上、再提出していただき 

ます。その後、事業所の受講申込者全員分のすべての書類がそろった地点で、申込みを 

受理します。 
 

８ 受講コース及び受講者等の決定 

（1）受講者は、事業所単位で受け付け、原則先着順で決定します。 

ただし、申し込みが定員を超えた場合は、以下の優先順位に従って決定します。 

① 介護支援専門員証の有効期間が、令和３年度中に満了となる者 

② 同一事業所からの受講申込者が他にいない者、又は受講申込者が複数人で、所属内の推薦順

位が上位の者 
 

（注）書類に不備があった場合は、所属長宛に電話連絡の上、再提出いただきます。 

その場合は、事業所の受講申込者全員分の申込みの受理、受講決定が遅くなります。所属長は、

全員分の書類の確認をした上で提出してください。 
 

  （2）第 1 回専門研修課程Ⅱの受講コースは、先着順により希望のコースで決定します。 

ただし、会場の収容人数により、他のコースへの変更をお願いする場合があります。 
 

（3）受講の可否については、令和２年６月１９日（金)までに、各事業所の所属長（管理者、施設長）

宛に郵送にて通知します。 

＊上記通知日以降、受講決定通知がお手元に届かない場合は、事務局へご連絡ください。 
 

９ 受講費用 

受講料 テキスト・資料代 計 

２５,０００円 ５,６００円 ３０,６００円 

 

１０ 受講費用の納付 

受講決定通知に同封される払込取扱票により払込期日までにお支払いください。 

払込期日： 令和２年７月１日（水）   

※一度納付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。 
 

１１ 専門研修課程Ⅱ修了証明書及び受講証明書の交付 

 全ての研修課程を受講し、提出された事例、研修記録シート等で評価をし、研修において求めら

れる知識、技術の習得状況が確認できた者に修了証明書を交付します。 
 

１２ 個人情報の取扱いについて 

   受講申込書等各種書類に記載された個人情報については、適正に管理を行い、当該研修及び研修

事務以外には使用しません。 

    また、本研修終了後には、修了者名簿に記載し、静岡県に報告します。 
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 １３ その他 

  （1）遅刻、早退、欠席は原則認めません。 
 

（2）研修において求められる知識、技術の修得状況が確認できない場合、または受講態度が悪い場合

は、修了不可とし修了証明書を交付しません。 

（3）新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、以下の対応を実施しますので、御協力をお願いし

ます。 

・アルコール消毒液を設置し手指消毒を行う。  

・共有物をアルコールで消毒する。  

・参加者はマスクを着用する。  

・風邪症状がある場合は受講を見合わせる（欠席分の受講については後日対応）。  

・定期的に換気を行う。  
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【専門研修課程Ⅱ】 申込み提出書類等について 
 

提出締切日：（第１回・第 2 回ともに）令和２年 5 月２１日（木）17 時必着 
 

 ☆ 各様式を、当協会ホームページからダウンロードし、提出してください。 
 

ア. 受講希望者名簿  様式３-1-①、または様式３-1-② 

   ご希望の回（第１回又は第２回）の様式を提出してください。各研修に受講希望者がいる場合

は、それぞれの様式の提出が必要です。 

管理者が必要事項を記入、押印し、受講申込希望者全員の添付書類を確認ください。 

 

イ. 受講申込書  様式３-２-①、または様式３-２-② 

ご希望の回（第１回又は第２回）の様式を提出してください。 

受講申込者自身が必要事項を記入してください。 

 

ウ. 【専門研修課程Ⅰ修得目標の達成状況確認表】 

     専門研修課程Ⅱを受講するにあたり、これまでの自身の振り返りを行い、専門研修課程Ⅰで修

得すべき目標の達成度を確認するためのものです。各項目を熟読し、今現在の自己評価を欄に記

入してください。 

     前回受講した研修を問わず、受講申し込みをされる方は、全員提出してください。 

 

エ. 研修修了証明書のコピー 

次を参照にし、該当する研修の修了証明書をコピーして提出してください。 

    (ア）今回初めて専門研修課程Ⅱを受講する方 → 専門研修課程Ⅰ 

    (イ）これまでに介護支援専門員証を更新したことがある方 

        → 専門研修課程Ⅱ、更新研修 B2、又は更新研修 B1  

※ 前回受講し、修了した研修が不明の場合は、静岡県介護保険課に問合せ、確認ください。 

（電話 054-221-3395） 

※ 研修修了証明書を紛失し、コピーを添付できない場合は、研修修了確認依頼書兼修了証明書再

発行依頼書（様式７－１）を添付してください。（この場合、受講費用のお振込み時に、別途 

１，０００円納付いただきます。） 

 

＜申込み提出書類の郵送先＞  

☆ 管理者は、すべての様式がそろっているかを確認し、研修ごと※別の封筒に入れ、郵送し 

 てください。 ※第１回＝①、第２回＝② と表示。 

〒 ４２０－０８５６ 

       静岡市葵区駿府町１番７０号 静岡県総合社会福祉会館４階 

        特定非営利活動法人 静岡県介護支援専門員協会 専門研修Ⅱ担当 
 

＊封筒の表に ①専門研修Ⅱ申込み  、又は②専門研修Ⅱ申込み と朱書きしてください。 

 

注）申込み時提出物に不備があった場合は、管理者に電話連絡の上、再提出していただき 

ます。その後、事業所の受講申込者全員分のすべての書類がそろった地点で、申込みを 

受理します。 


