
主任介護支援専門員向け資質向上研修 
公益社団法人 福岡県介護支援専門員協会  

 

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、福岡県介護支援専門員協会では、主任介護支援専門員を対象に、下記の日程で研修会を開催いた

します。  

主任介護支援専門員の役割である、「地域ケア会議」等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの支

援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用、介護支

援専門員に対する日常的個別指導、介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行うことがで

きるよう主任介護支援専門員の資質・技術の向上に役立つ内容としています。 

お忙しい時期ではありますが、是非、ご参加下さいますようご案内申し上げます。ご参加いただける場合

はお手数ですが別紙の申し込み用紙にご記入の上ファックスにて申し込みください。 

皆さまのご参加お待ちしています。 

記 

【 研修内容 】  

 テーマ 講 師 

第 1 回 主任介護支援専門員の役割について 

 

（公社）福岡県介護支援専門員協会  

副会長  江上 文幸 氏 

第 2 回 自立支援型ケアマネジメントについて 

～指導力を身につける～ 

（公社）福岡県介護支援専門員協会  

専務理事 松本 直人 氏 

第 3 回 ケアプラン点検① 

～根拠あるケアプランのための指導力～ 

（公社）福岡県介護支援専門員協会  

常任理事 松永 幸代 氏 

第 4 回 ケアプラン点検②～自己点検力の向上～ 

 

（公社）福岡県介護支援専門員協会  

常任理事 松永 幸代 氏 

第 5 回 気づきにつながる事例の捉え方 

 

（公社）福岡県介護支援専門員協会  

専務理事 松本 直人 氏 

【研修日程】 裏面参照 

【 研修費 】  会 員 １，０００円  非会員 ３，０００円 ・・・開催ごとの金額となります。 

        （申し込みの際に会員申し込みをされた方は、今回の研修より会員価格といたします。）  

【主任介護支援専門員更新研修受講要件】 

       毎回、1 回 3 時間の証明書をお渡しします。 

（5 回すべての研修を受講いただくと 5回 15 時間の受講を修了した事となります。） 

【 申込み 】 申し込みについては、5 回シリーズ一括での申し込みと致します。 

参加をご希望の方は、申込用紙に必要事項を記入の上、５月１７日（金）までにＦＡＸでお

申し込みください。 

＊応募多数の場合は事務局にて調整し、お断りする方のみご連絡します。 

尚、福岡支部（西会場・筑紫地区）北九州支部、筑後支部、筑豊支部で開催される同研修

への振替が可能です。 

お問い合わせにつきましては、福岡県介護支援専門員協会事務局までお願いします。 

  

 

（公社）福岡県介護支援専門員協会 

〒812-0016 

福岡市博多区博多駅南 2 丁目 9 番 30 号   福岡県メディカルセンタービル  ２階 

電話  （０９２）４３１－４５８５   FAX  （０９２）４３１－４５７７ 



ＦＡＸ：０９２－４３１－４５７７ 

福岡県介護支援専門員協会 

主任介護支援専門員向け資質向上研修会の申込用紙 

 

希望の研修会場 （      ）支部 

  ※ 福岡（西）・福岡（筑紫）・北九州・筑豊・筑後いずれかをご記入ください。 

【会員の場合】 

  ふりがな 

氏  名                

（連絡先） □ 事業所  □ 自宅   

住所                                  

  Tel                Fax                 

 

【非会員・又は事業所にて申し込みの場合】 

ふりがな 

参加者名                 入会申し込み □ する □ しない  

事業所名                

（連絡先） □ 事業所  □ 自宅   

住所                                  

Tel                Fax                 

 

【主任介護支援専門員更新に伴う研修の証明書   □ 必要  □ 不要 】  

        

申込〆切  ５月１７日（金） 

 

➢ 非会員の方で、入会希望をする方は □する に✔を付けて下さい。                                         

➢ 掌握の都合上、１人１枚の申込みでお願いいたします。 

➢ 必ず連絡がつく電話番号を記載願います。 

➢ 入会申し込みをされる方は、福岡県介護支援専門員協会ホームページより入会申込書をダウン

ロードし、ファックスにてお申し込みしてください。（分からない方は、下記の連絡先にお電話

してください。） 

➢ 交通機関の乱れや講師の体調不良による中止の場合は、前日 19 時までに福岡介護支援専門員

協会のホームページ、フェイスブックにてお知らせいたします。 

➢ 同様の研修を他の支部で受講される場合は事前に事務局へご連絡ください。 



【 主任介護支援専門員向け資質向上研修 日程一覧 】 

（研修会場のご案内） 

○早良市民センター（福岡市早良区百道 2-2-1） 

○ももちパレス（福岡市早良区百道 2-3-15） 

○クローバープラザ（春日市原町 3-1-7） 

○大野城まどかぴあ（大野城市曙町 2-3-1） 

○ウェル戸畑（北九州市戸畑区汐井町 1-6） 

○立岩交流センター（飯塚市新飯塚 20-30） 

○飯塚研究開発センター（飯塚市川津 680-41） 

○大刀洗ドリームセンター（三井郡大刀洗町冨多 819）

○久留米リサーチパーク（久留米市百年公園 1-1） 

 

 時間 定員 第１回 第 2 回 第３回 第４回 第 5 回 

福岡支部 

（西会場） 

研修開始時間・

修了時間は全日

程（全会場）共

通です。 

 

＜受付開始＞ 

13：00～ 

 

＜研修開始＞ 

13：30 

 

＜研修終了＞ 

16：40 

 

４０名 ５／１３（月） 

早良市民センター 

第１会議室 

５／３０（木） 

早良市民センター 

第１会議室 

６／２１（金） 

ももちパレス 

第１研修室 

８／１（木）※１ 

早良市民センター 

第１会議室 

９／４（水）※１ 

早良市民センター 

第１会議室 

福岡支部 

（筑紫地区） 

４０名 ５／２２（水） 

クローバープラザ 

501 研修室 

６／３（月） 

大野城まどかぴあ 

303 会議室 

７／８（月） 

大野城まどかぴあ 

303 会議室 

８／１９（月） 

大野城まどかぴあ 

303 会議室 

９／９（月） 

大野城まどかぴあ 

303 会議室 

北九州支部 ６０名 ６／１３（木） 

ウェルとばた８階

83・84 会議室 

６／２０（木） 

ウェルとばた８階

83・84 会議室 

７／１１（木） 

ウェルとばた８階

83・84 会議室 

８／８（木）※２ 

ウェルとばた８階

83・84 会議室 

８／２２（木）※２ 

ウェルとばた８階

83・84 会議室 

筑豊支部 ６０名 ６／６（木） 

立岩交流センター 

中ホール 

６／１３（木） 

飯塚研究開発セン

ター 大研修室 

７／４（木） 

飯塚研究開発セン

ター 大研修室 

８／５（月） 

飯塚研究開発セン

ター 大研修室 

９／１９（木） 

飯塚研究開発セン

ター 大研修室 

筑後支部 ４０名 ５／２９（水） 

大刀洗ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ 

展示ホール 

６／２７（木） 

久留米ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ 

A 研修室 

７／１０（水） 

大刀洗ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ 

展示ホール 

８／９（金） 

久留米ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ 

A 研修室 

９／２５（水） 

大刀洗ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ 

展示ホール 

※１ 福岡支部の８／１（木）と９／４

（水）は、日程と会場の変更がある場合は

お知らせします。 

※２ 北九州支部の８／８（木）と８／２

２（木）は、会場の変更がある場合はお知

らせします。 
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