
令和４年度福岡県介護支援専門員協会における研修計画

研修名 研修予定月 研修予定地 研修内容 研修対象者 主任更新要件研修の有無 その他

北九州支部研修 5月 北九州市内 ケアプラン点検について
主任介護支援専門員
介護支援専門員

該当する 5時間程度

講師ファシリテーター養
成研修

6月頃 県内、1ヶ所開催
地域の研修会・法定研修等で講師・
ファシリテーターができるよう学ぶ

主任介護支援専門員 該当しない 5時間×2日間

主任介護支援専門員フォ
ローアップ研修

6月～10

月
WEB研修＋集合研

修

主任介護支援専門員として必要な考え
方や指導方法等を講義・演習を通して
学ぶ。

主任介護支援専門員 該当する 3時間×5日間

福岡支部研修 7月
福岡支部内or

ＷＥＢ研修
ケアマネジメント研修①

主任介護支援専門員
　 介護支援専門員

　 該当する ３時間程度

北九州支部研修 8月 北九州支部内 ソーシャルワークについて
主任介護支援専門員
介護支援専門員

該当する 5時間程度

講師ファシリテーター
フォローアップ研修

10月頃
1ヶ所開催

（福岡市を予定）
講師・ファシリテーターとしてのスキ
ルアップ

当協会で講師・ファシリ
テーター養成研修を修了

した者
該当しない 5時間程度

北九州支部研修 11月 北九州支部内 事例検討会
主任介護支援専門員
介護支援専門員

該当する 5時間程度

主任介護支援専門員フォ
ローアップ研修

11月～12

月
WEB研修

主任介護支援専門員として必要な考え
方や指導方法等を講義・演習を通して
学ぶ。

主任介護支援専門員 該当する ３時間×５日間

福岡支部研修 Ｒ5.１月
福岡支部内or

　ＷＥＢ研修
ケアマネジメント研修②

　主任介護支援専門員
　 介護支援専門員

　 該当する ３時間程度

地域包括支援センター主
任介護支援専門員向け研

修

R5.1月～
2月

WEB研修
地域包括支援センターにおける主任介
護支援専門員の役割りを学ぶ

主任介護支援専門員 該当する ５時間程度

北九州支部研修 R5.2月 北九州支部内 これからのケアマネに求められるもの
主任介護支援専門員
介護支援専門員

該当する 5時間程度

多職種連携研修会 R5.2月頃 WEB研修
自らと異なる専門職の専門性を理解す
るための講義・意見交換

主任介護支援専門員
介護支援専門員

該当しない ３時間程度
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研修名 研修予定月 研修予定地 研修内容 研修対象者 主任更新要件研修の有無 その他

介護予防支援従事者研修 ９月頃
福岡・筑豊・筑後
地区にて開催

介護予防ケアマネジメントを講義・演
習にて学ぶ
※介護予防プラン作成者は必須です

介護予防プラン作成者・
令和３年度から介護予防
支援業務に従事する者

該当しない ５時間程度

認知症対応力向上研修
R5.1月～

3月
4支部にて開催

認知症の理解と認知症の人や家族への
支援方法を学ぶ

主任介護支援専門員
介護支援専門員

該当する 7時間程度

研修名 研修予定月 研修予定地 研修内容 研修対象者 主任更新要件研修の有無 その他

スーパービジョンについ
て

8月頃
２ケ所開催（福
岡、北九州）を予

定

主任介護支援専門員に要求されるスー
パーバイザーとしての役割とその責務
について、学術的観点と根拠から学
ぶ。

主任介護支援専門員 該当する 5時間程度

課題整理総括表の活用に
ついて

8月～11

月
4支部にて開催

アセスメントにおけるプロセス（情報
収集～課題抽出）に関し課題整理総括
表を用いて学ぶ

主任介護支援専門員
介護支援専門員

該当しない 5時間程度

ケアマネジメント向上研
修会

9月～10
月

４支部にて開催
３年以上の経験者を対象にアセスメン
トからモニタリングまでの法令と方法
について学ぶ

3年以上経験のある介護支
援専門員及び主任介護支

援専門員
該当しない ５時間程度

認知症BPSD改善のため
のケアマネジメント

9～10月
頃

4支部にて開催
認知症の人へのケアとBPSD改善マネ
ジメントについて学ぶ

介護支援専門員及びGH計
画作成担当者

該当しない 5時間程度

介護保険施設
（初任者）

10月～11

月
4支部にて開催

施設介護支援専門員の役割と施設ケア
マネジメントを進めていく上での留意
点を学ぶ

施設介護支援専門員 該当しない ５時間程度

相談面接技術に関する研
修

11月～
R5.１月

頃

4支部にて開催
対人援助職としての相談面接技術を、
講義・演習を通じてを学ぶ

介護支援専門員 該当しない 5時間程度

県からの委託予定研修

基金研修
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権利擁護 12月頃 4支部にて開催
高齢者虐待等事例に対して適切かつ迅
速に対応するために必要な知識及び技
術を習得する

介護支援専門員 該当しない 5時間程度

介護保険施設
（中堅者向け）

12月～
R5.1月

4支部にて開催
施設ケアマネジャーとして、医療ニー
ズの把握に必要な視点や連携について
学ぶ

施設介護支援専門員 該当しない 5時間程度

コンプライアンス R5.１月頃 4支部にて開催
介護保険法令の仕組みを理解し、監査
など法律の理解と遵守。及び、介護支
援専門員の立ち位置を学ぶ

介護支援専門員 該当しない 5時間程度

居宅介護支援事業所等
初任者向け研修

R5.１月
～２月

4支部にて開催
本来行うべきケアマネジメントプロセ
スを個々人の担当ケースを振り返り確
認点検演習を行い学ぶ

介護支援専門員（実務経験3

年未満の方を対象ですが、限
定ではありません。）

該当しない 5時間程度

小規模多機能型居宅介護
支援事業所のケアマネ向
け実践力向上研修会

R5.２月頃 4支部にて開催
（看護）小規模多機能型居宅介護の役
割、計画作成担当者に求められる役割
や専門性について学ぶ

介護支援専門員及び計画
作成担当者

該当しない 5時間程度

介護保険施設
（上級者向け）

R5.2月～
3月

４支部にて開催
施設介護支援専門員の役割と施設ケア
マネジメントを進めていく上での留意
点を学ぶ

施設介護支援専門員 該当しない ５時間程度

研修名 研修予定月 研修予定地 研修内容 研修対象者 主任更新要件研修の有無 その他

筑豊ケアマネサロン
5月～6月

頃
Web開催
（Zoom）

災害・生活困窮・コロナについて 介護支援専門員 該当しない １時間程度

筑後支部
e-カフェ

7月
上旬頃

Web開催
（Zoom）

「災害時、あなたはどうする？」を
テーマに、知識の習得と、実践に活か
せるノウハウなどを共有する

介護支援専門員 該当しない 2時間程度

筑後支部
e-カフェ

11月
上旬頃

Web開催
（Zoom）

「妄想?これからの介護保険」をテーマに、
次期改定に向けた意見交換

介護支援専門員 該当しない 2時間程度

職域情報交換会 11月頃
Web開催
（Zoom）

施設系・居宅系のケアマネごとの情報
交換を行う

介護支援専門員 該当しない 1時間程度

筑豊事例検討会 11月頃
Web開催
（Zoom）

利用者本位と自己決定について 介護支援専門員 該当しない 1時間程度

ケアマネ集いからの学び
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【 参考までに 】
※ 福岡県における、主任更新要件対象となる研修内容
主に介護支援専門員を対象として行われる研修で、介護支援専門員の質の向上に結びつくもの。（介護支援専門員を対象としているかどうかは、受講した研修の案内文や研
修実施団体より確認ください。）
※ 研修時間
 ・研修は、2 時間以上のものを 1 回と換算します。2 日以上続けて研修が実施されるものは 1 日を1回とします。
 ・4 回以上、かつ研修の合計時間が 16 時間以上であることを条件とします。（２時間の研修を４回修了しても、要件は満たしません）
※ 対象期間
 主任介護支援専門員（更新）研修を修了して、本年度の主任介護支援専門員更新研修の受講申し込みまでに開催された研修で、ある年度（４月～３月）に 4 回以上研修に参
加していること。

※　研修内容によって、受講料が無料研修と有料（会員・非会員にて受講料に差があり）研修があります。研修実施前の研修案内お知らせにてご確認下さい。

※　上記の研修以外にも近県では、第16回　日本介護支援専門員協会　全国大会in山口6/4（土）-5（日）（宮崎市）や、福岡県介護支援専門員協会研究大会といった大きな大
会もあります。

※　上記の研修については、現在の予定となります。コロナ禍の状況等により回数や予定月が変更になる事があります。会員の方は研修案内通知にてご確認ください。非会
員の方はホームページ等でご確認してください。

※　介護支援専門員法定研修については、県のホームページ等で確認してください。

※　支部研修案内については、各支部のみに案内いたします。（他支部からの利用も出来ますが案内を支部のみ行います）

※　上記研修以外の小地域での研修・サロン等の案内は各地区単位で案内いたします。ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋにてご確認下さい。
（他支部からの利用も出来ますが案内については、その地区のみ行います）


