
研修
日№

会場コース日程 会場 開催時間 時間

9：35－9：50  受付

9：50-10：00  事務連絡

10：00-10：40  開講オリエンテーション

 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(1)

静岡福祉大学　社会福祉学部　福祉心理学科　　　　　　　
准教授　　楢木  博之

 静岡県介護支援専門員評価表の活用方法について

静岡福祉大学　社会福祉学部　福祉心理学科　　　　　　　

准教授　　楢木  博之

15：20-18：20 3 講義  ② 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状

18：20－18：30  事務連絡

9：30－9：45  受付

9：45-9：55 説明  事務連絡

 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)

伊豆市土肥地区地域包括支援センター

センター長　 　黒川  正樹

ケアプランセンターすみれ
管理者         榊原　和美

16：25-16：55 0.5 説明  後期提出事例について

16：55-17：05  事務連絡

9：00－9：15  受付

9：15-9：25  事務連絡

 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(3)

伊豆市土肥地区地域包括支援センター
センター長　　黒川  正樹

居宅介護支援センター　長上苑
課長補佐　　松岡　 徹

好日の園居宅介護支援事業所
管理者　　長倉　直巳

 ⑥-1 ケアマネジメントの演習 

　「リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例」

医療法人社団一就会　東静居宅介護支援事業所
管理者　  三留　美知子

社会福祉法人春風会　あしたかホーム居宅介護支援事業所

　　　　　　福島　恵子

沼津市基幹型地域包括支援センター　　　　　　　　　　　　　　

主任介護支援専門員　　佐藤　智道

17：10-17：20  事務連絡

9：00－9：15  受付

9：15-9：25  事務連絡

9：25-12：25 3 講義  ③ 対人個別援助技術及び地域援助技術

　「看取り等における看護サービスの活用に関する事例」

ケアプランセンターすみれ 管理者　　榊原　和美

相模ゴム工業株式会社 静岡営業所
管理者　　髙林　裕子 

ケアプランセンターまきの木 管理者　　加藤　千重子 

医療法人社団　静寿会　居宅介護支援事業所 旭ヶ丘

管理者　　宮城島　里美

17：10-17：20  事務連絡

10：00-10：15  受付

10：15-10：25  事務連絡

10：25-12：25 2 講義  ⑤ ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種

 ⑥-3 ケアマネジメントの演習
　「認知症に関する事例」

沼津市立高尾園　　　　　　　　　　　　　　施設長　　深沢 康久

ライフケアガーデン熱川居宅介護支援事業所
管理者　　飯田　清久

好日の園居宅介護支援事業所
管理者　　長倉　直巳

静岡市清水区蒲原由比地域包括支援センター

所長　　 冨沢 　薫 

17：10-17：20  事務連絡

 ⑥-2 ケアマネジメントの演習 

5 7月15日（木）
シズウエル
104会議室 13：10-17：10

（食事休憩
12：25-13：10）

4
講義
及び
演習

4 7月5日（月）
シズウエル
102会議室 13：10-17：10

（食事休憩
12：25-13：10）

4
講義
及び
演習

3 6月29日（火）
シズウエル
103会議室

9：25-12：25
（食事休憩

12：25-13：10）
3

講義
及び
演習

13：10-17：10 4
講義
及び
演習

説明

講義
及び
演習

2 6月21日（月）
シズウエル
104会議室

10：00-16：15
（食事休憩

12：00-12：45）
5.5

令和3年度　静岡県介護支援専門員【更新研修B1（前期）】研修日程 　＊会場開催　　　令和3年5月20日現在

科目

1 6月15日（火）
シズウエル
104会議室

10：45-14：30
（食事休憩

12：45-13：30）
3 講義

14：40-15：10 0.5



研修
日№

会場コース日程 会場 開催時間 時間 科目

12：45-13：00  受付

13：00-13：10  事務連絡

 ⑥-4 ケアマネジメントの演習 
　「入退院時等における医療との連携に関する事例」

ケアプランセンターまきの木

管理者　　加藤　千重子 

JA静岡厚生連　特別養護老人ホームいはらの里
                  福嶋　嘉奈子

看護小規模多機能型居宅介護事業所せいれい緑町

　　　　　   　  長澤　節子 

17：10-17：20  事務連絡

9：00－9：15  受付

9：15－9：25  事務連絡

 ④ ケアマネジメントの実践における倫理 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沼津市立高尾園　　　　　　　　　　　　　　
施設長　　深沢 康久

伊豆市土肥地区地域包括支援センター

センター長　　黒川  正樹

合同会社　ステッププラン
代表　　稲持　弘次

 ⑥-5 ケアマネジメントの演習 
　「家族への支援の視点が必要な事例」

介護医療院　西山ナーシング

管理長　　 横井　佳澄

特別養護老人ホーム　白萩荘
施設長　　影山　浩二

17：10-17：20  事務連絡

10：00-10：15  受付

10：15-10：25  事務連絡

10：25-12：25 2 講義  ⑦　個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習

 ⑥-6 ケアマネジメントの演習 
　「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」

居宅介護支援センター　長上苑

課長補佐　　　松岡　 徹

地域包括支援センター鴨江
                  門奈　佳栄

17：10-17：20  事務連絡

9：00－9：15  受付

9：15－9：25  事務連絡

 ⑥-7 ケアマネジメントの演習 
 「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）」

社会福祉法人秀生会特別養護老人ホームヴィラージュ富士

施設長　　古口　好美

藤枝市地域包括支援センター　開寿園

管理者　　福原　正規

養護老人ホーム掛川市ききょう荘
施設長　　鈴木　龍太

ハピネスケアセンター
室長　　 鈴木　康明

 ⑧ 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 

沼津市立高尾園　　　　　　　　　　　　　　

施設長　　深沢 康久

伊豆市土肥地区地域包括支援センター
センター長　　黒川  正樹

16：20-16：30  事務連絡

※ 講師等の都合により、日程を変更する場合があります。

講義
及び
演習

14：20-16：20 2
講義
及び
演習

8
8月12日

（木）
シズウエル
102会議室 13：10-17：10

（食事休憩
12：25-13：10）

4
講義
及び
演習

9 8月17日（火）
シズウエル
102会議室

9：25-14：10
（食事休憩

11：25-12：10）
4

講義

13：10-17：10 4
講義
及び
演習

6 7月21日（水）
シズウエル
102会議室 13：10-17：10 4

講義
及び
演習

7 8月3日（火）
シズウエル
102会議室

9：25-12：25
（食事休憩

12：25-13：10）
3


