
※講師等の都合により、日程等が変更される場合があります

令和4年3月14日現在

研修日 時間 内容 科目

1 説明 　オンライン研修の説明

1.2 説明 　開講オリエンテーション

3 講義  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)

0.5 説明 　キャリアラダー（評価表）について

提出 　キャリアラダー（評価表）作成 　

4 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協働の実践

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

3 講義  ③ 対人個別援助技術及び地域援助技術

0.5 説明 オンラインにおけるグループワークの方法

6
講義
演習

 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)

3
講義
演習

 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)

 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

 ⑥-2 ケアマネジメントの演習 
　 看取り等における看護サービスの活用に関する事例

 ⑥-3 ケアマネジメントの演習 
　認知症に関する事例

 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

3 講義  ④ ケアマネジメントの実践における倫理

 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

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

 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)
の活用に関する事例

2
講義
演習

 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

4
講義
演習講義演習

第9日目
（Zoom）

8月10日（水） 8：45～16：45

講義演習
第7日目
（Zoom）

7月25日（月） 8：45～17：50

4
講義
演習

講義演習
第8日目
（Zoom）

8月1日（月） 8：45～16：40

4
講義
演習

講義演習
第5日目
（Zoom）

7月11日（月） 12：25～17：40 4
講義
演習

講義演習
第6日目
（Zoom）

7月21日（木） 12：25～17：40 4
講義
演習

講義演習
第3日目
（Zoom）

6月27日（月） 8：45～17：50

4
講義
演習

講義演習
第4日目
（Zoom）

7月7日（木） 12：25～17：40 4
講義
演習

講義演習
第2日目
（Zoom）

6月15日（水） 8：35～17：15

令和4年度静岡県介護支援専門員【更新研修B1（前期）】研修日程

開催時間
（入室準備

～終了事務連絡まで）

第1日目
（Zoom） 6月2日（木） 9：15～12：20

座学

初日受講後～第2日目受講前までに
個人学習を行ってください

初日受講後～令和4年6月23日(木）朝
9時までに個人学習を行い、作成・提
出をしてください

初日受講後～第6日目受講前までに個人
学習を行ってください

初日受講後～令和4年8月1日(月)朝9時ま
でに個人学習を行ってください



令和4年度 静岡県介護支援専門員【更新研修B1(後期)】研修日程　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　受講コースは、主催者で決定し、受講決定通知で連絡します。

※　講師等の都合により、日程等が変更される場合があります。 令和４年３月１４日現在

研修日等 ①コース ②コース
開催時間
（入室準備～終了
事務連絡まで）

時間 内容 科目名

0.75 　オンライン操作等説明

1 　開講オリエンテーション

4 講義 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

1 講義 ③　介護支援専門員のあるべき姿

0.25 説明 　演習の目的・流れについて

0.5 説明 　演習（事例研究）の進め方

1 講義
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」

0.25 　オンライン操作確認等

3 演習
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」

0.25 説明 　演習の振り返り

1 講義
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」

1 講義
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」

3 演習
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」

3 演習
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」

座学 1 講義 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
第４日目
（Zoom）

１０月４日（火） １０月１２日（水） 8：30～11：35 2.5
講義
演習

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

1 講義
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」

0.25 説明 演習の目的、流れについて（再確認）

講義演習
第５日目
（Zoom）

１０月１３日（木） １０月２６日（水） 8：30～12：35 3 演習
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」

1 講義
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」

1 講義
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」

3 演習
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」

3 演習
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」

2
講義
演習

④　研修全体のふりかえり

0.5   閉講オリエンテーション

演習
②-8　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」

座学 第6日目受講後～第7日目受講前まで 1 講義
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
第７日目
（Zoom）

１１月８日（火） １１月２２日（火） 8：30～15：45

3

座学 第5日目受講後～第6日目受講前まで

講義演習
第６日目
（Zoom）

１０月２７日（木） １１月７日（月） 8：30～16：40

講義演習
第３日目
（Zoom）

９月２８日（水） １０月３日（月） 8：30～16：40

第3日目受講後～第4日目受講前まで

座学 第4日目受講後～第5日目受講前まで

講義演習
第２日目
（Zoom）

９月１６日（金） ９月２７日（火） 8：30～12：50

座学 第２日目受講後～第3日目受講前まで

第１日目
（Zoom）

８月２３日（火） ９月１日（木） 8：45～11：30

座学 初日受講後～第2日目受講前まで


