
※ 申込状況により、御希望の日程で受講いただけない場合があります。

※ 証を更新するためには、全科目を修了することが必要です。遅刻、欠席等により受講できない科目がある場合は修了証明証を発行できま

せんので御注意ください。

１　形式　　eラーニング・オンライン

２　課程Ⅰ（56時間）　※今年度課程Ⅱも受講される場合は、Ｃコースを受講いただきます。

視聴形式
整理
番号 科目 講義・演習 受講期間 時間数

2 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状 講義 194分

3 対人個別援助技術及び地域援助技術 講義 136分

4 ケアマネジメントの実践における倫理 講義 91分

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 講義 93分

6 ケアマネジメントの演習（事例検討）

6-3 認知症に関する事例 講義 79分

6-1 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 159分

6-2 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 127分

6-4 入退院時等における医療との連携に関する事例 講義 135分

6-5 家族への支援の視点が必要な事例 講義 109分

6-6 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 106分

6-7
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 153分

日程
整理
番号 科目 講義・演習 時間 期日 講師 時間数

★ 研修オリエンテーション 9：30～9：45 事務局

7 個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習 講義 9:45～11：45 八幡ゆかり 2

★ 事例提出に関するオリエンテーション 11：55～12：30 事務局

第②日目 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 講義・演習 9:30～16:30 令和4年7月13日(水) 石田良太 6

第③日目 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 講義・演習 9:30～16:30 令和4年7月20日(水) 石田良太 6

6 ケアマネジメントの演習（事例検討）

6-3 認知症に関する事例 演習 10:00～12:30 矢間やすみ 2.5

6-1 リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 演習 13:30～16:00 神波悟 2.5

6-2 看取り等における看護サービスの活用に関する事例 演習 10:00～12:30 山部幸子 2.5

6-4 入退院時等における医療との連携に関する事例 演習 13:30～16:00 田中直美 2.5

6-5 家族への支援の視点が必要な事例 演習 10:00～12:30 坂尻友美 2.5

6-6 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 演習 13:30～16:00 山中正昭 2.5

6-7
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

演習 10:00～12:30 大塚一史 2.5

8 研修全体を振り返っての意見交換、評価及びネットワーク作り 講義・演習 13:30～15:30 八幡ゆかり 2

第①日目 令和4年6月18日(土)

第④日目
令和4年8月19日(金)

第⑤日目 令和4年9月6日(火)

第⑥日目 令和4年9月21日(水)

第⑦日目 令和4年10月8日(土)

演　　　　　　習
（ＺＯＯＭ）

令和４年度　介護支援専門員更新研修　プログラム

講　　　　　　　　　義
（eラーニング「介護支援専門オンライン研修）

受講期限

6/18～7/11

令和4年6月29日(水)

令和4年7月11日(月)

8/12～10/3

令和4年8月12日(金)

令和4年8月29日(月)

令和4年9月14日(水)

令和4年10月3日(月)

eラーニング



３　課程Ⅱ（34時間）　※Ａ～Ｃのいずれか１コース（※申込状況により、御希望の日程で受講いただけない場合があります。）

視聴形式
整理
番号 科  目 講義・演習 受講期間 受講期限 時間数 コース

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 7/7～7/28 令和4年7月28日(木) 230分 Ａ・Ｂ

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 9/29～10/19 令和4年10月19日(水) 230分 Ｃ

 Ａコース

日程
整理
番号 科目 講義・演習 時間 期日 講師 時間数

★ 研修オリエンテーション 13：30～14：30 事務局

独自 「ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表」の進め方 講義 14：40～15：40 藤井太陽 1

2 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表（事例研究）

独自 自己実践の振り返り及び「事例研究」の進め方 1

2-4 入退院時等における医療との連携に関する事例 4

第③日目 2-1 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 10:30～15:30 令和4年8月5日(金) 藤田洋史 4

第④日目 2-2 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 10:30～15:30 令和4年8月10日(水) 山部幸子 4

第⑤日目 2-3 認知症に関する事例 講義・演習 10:30～15:30 令和4年8月23日(火) 多林康子 4

第⑥日目 2-6 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 10:30～15:30 令和4年8月31日(水) 藤井太陽 4

第⑦日目 2-5 家族への支援の視点が必要な事例 講義・演習 10:30～15:30 令和4年9月8日(木) 岩床淳弘 4

第⑧日目 2-7
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 10:30～15:30 令和4年9月14日(水) 竹田誠 4

 Ｂコース

日程
整理
番号 科目 講義・演習 時間 期日 講師 時間数

★ 研修オリエンテーション 13：30～14：30 事務局

独自 「ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表」の進め方 講義 14：40～15：40 藤井太陽 1

2 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表（事例研究）

第②日目 独自 自己実践の振り返り及び「事例研究」の進め方 1

2-4 入退院時等における医療との連携に関する事例 4

第③日目 2-1 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 10:30～15:30 令和4年10月5日(水) 濵口和史 4

第④日目 2-2 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 10:30～15:30 令和4年10月13日(木) 山部幸子 4

第⑤日目 2-3 認知症に関する事例 講義・演習 10:30～15:30 令和4年10月18日(火) 多林康子 4

第⑥日目 2-6 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 10:30～15:30 令和4年10月26日(水) 藤井太陽 4

第⑦日目 2-5 家族への支援の視点が必要な事例 講義・演習 10:30～15:30 令和4年11月2日(水) 岩床淳弘 4

第⑧日目 2-7
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 10:30～15:30 令和4年11月9日(水) 田中直美 4

 Ｃコース

日程
整理
番号 科目 講義・演習 時間 期日 講師 時間数

★ 研修オリエンテーション 13：30～14：30 事務局

独自 「ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表」の進め方 講義 14：40～15：40 藤井太陽 1

2 ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表（事例研究）

第②日目 独自 自己実践の振り返り及び「事例研究」の進め方 1

2-4 入退院時等における医療との連携に関する事例 4

第③日目 2-1 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 10:30～15:30 令和4年11月18日(金) 濵口和史 4

第④日目 2-2 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 10:30～15:30 令和4年11月24日(木) 山部幸子 4

第⑤日目 2-3 認知症に関する事例 講義・演習 10:30～15:30 令和4年12月1日(木) 北村りえ 4

第⑥日目 2-6 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 10:30～15:30 令和4年12月7日(水) 藤井太陽 4

第⑦日目 2-5 家族への支援の視点が必要な事例 講義・演習 10:30～15:30 令和4年12月15日(木) 岩床淳弘 4

第⑧日目 2-7
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 10:30～15:30 令和4年12月21日(水) 竹田誠 4

山根宏司

第①日目 令和4年7月7日(木)

講義・演習 10:00～16:00 令和4年9月29日(木) 山根宏司

第①日目 令和4年10月11日(火)

講義・演習 10:00～16:00 令和4年11月11日(金)

第②日目 講義・演習 10:00～16:00 令和4年7月29日(金) 山根宏司

講義・演習（ＺＯＯＭ）

第①日目 令和4年7月7日(木)

eラーニング

講　　　　　　　　　義
（eラーニング「介護支援専門オンライン研修）


