別添

※沖縄県高齢者福祉介護課ホームページにてご確認ください。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/korei/kikaku/keamanekennsyuu.html

平成29年度主任介護支援専門員更新研修の受講要件について
介護支援専門員証の有効期限内に主任介護支援専門員更新研修を修了できる者で、主任介護支援専門員研修修了
証書の有効期限が概ね２年以内に満了し、なおかつ、以下の(１)～(５)の要件のいずれかに該当する者。
（１）介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者
対象研修の実施期間

対象の研修
（県内外を問わない）

●県内外での介護支援専門員資質向上事業実施要綱に基づく以下の研修。
①介護支援専門員実務研修
②介護支援専門員実務従事者基礎研修（※Ｈ２８年度以降は廃止）
③介護支援専門員更新研修（実務経験者）・専門研修課程Ⅰ又はⅡ
④介護支援専門員更新研修（実務未経験者）・再研修
⑤主任介護支援専門員研修
⑥主任介護支援専門員更新研修
●日本介護支援専門員協会（各都道府県支部も含む）が行う研修。
●沖縄県介護支援専門員協会が行う研修

（２）地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年４回以上参加した者
対象研修の実施期間

「地域包括支援センターや
職能団体等」の考え方

「法定外の研修等」の考え方

提出書類

平成２３年から平成２９年に実施した研修

●主任介護支援専門員更新研修受講申込書
●【様式１】講師等担当実績証明書（本人記入）
●講師等実績の証明できる資料
(依頼文の写し、講師名入り要項等)

提出書類

平成２３年から平成２９年に実施した研修
●沖縄県介護支援専門員協会（地域支部を含む）
●日本介護支援専門員協会（ブロック及び都道府県支部を含む）
●日本ケアマネジメント学会
●社会福祉協議会
●地域包括支援センター
●行政機関
●医師会、看護協会、介護福祉士会、社会福祉士会など
※職能団体等は法人格を持つものに限る。
●介護支援専門員の資質向上に関する研修や講演会又は研究大会。
（勉強会は含まない。※講師を立てていれば研修会、立てていなければ勉強
会。また、同一事業所内職員のみで行う集まりも研修とは認めない。）

●主任介護支援専門員更新研修受講申込書
●【様式２】研修等受講証明書（本人記入）
●各研修の実施内容がわかる資料（実施要項等）

●参加人数が１５名以上のもの。
●１つ目の研修を受講してから１年の間に４回以上とし、
暦年(１月～１２月)や年度(４月～３月)は無関係とする。
「４回以上」の考え方

●受講した全研修の総時間数が１２時間以上。
(例：２時間の研修×４回＝総時間数８時間(要件未達成)、
４時間の研修×２回＋１時間の研修×４回＝総時間数１２時間(要件達成))

●平成27年度 沖縄県主任介護支援員フォローアップ研修で公開した「主任介護支援員更新研修における受講要件（２）に該当する研修等」（別紙１）に記載
されている研修は、例外的に上記の条件に当てはまらずとも有効な研修とする。

（３）日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者

提出書類
●主任介護支援専門員更新研修受講申込書

●平成２３年から平成２９年に実施した研修
対象研修の実施期間
※共同発表者としての発表も含む。

（４）日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー

●【様式３】演題発表等実績証明書（本人記入）
●演題発表等実績が証明できる資料
(依頼文の写し、発表者名入り要項等)

提出書類
●主任介護支援専門員更新研修受講申込書
●認定ケアマネジャー登録証の写し

（５）主任介護支援専門の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認められる者

提出書類
●主任介護支援専門員更新研修受講申込書

「都道府県が適当と認める者」
の考え方

●以下の要件のいずれかに該当するもの
① 市町村長の推薦がある者
② 現に地域包括支援センターに主任介護支援専門員として配置されるもので
あって、勤務期間が３年以上の者
③ 介護支援専門員に関する法定研修等において、実習生を受け入れ、
指導を担当した者
④ 介護支援専門員に係る職能団体が行う研究会等で演題発表等を行った者

●該当要件に応じて以下の各必要書類
①市町村からの推薦書（自由様式）
※市町村は推薦に足る実績・根拠等を明確かつ具体的
に記載する。必要に応じて県から実績・根拠等を証
明する資料の要求や確認を行う場合もある。
②【様式４】地域包括支援センター勤務証明書
(事業所代表者記入)
③【様式５】実務研修実習指導実績証明書
(事業所代表者記入）
④ ・【様式３】演題発表等実績証明書（本人記入）
・ 演題発表等実績が証明できる資料
(依頼文の写し、発表者名入り要項等)

※提出書類に虚偽の申請があった場合、受講した研修は無効になりますのでご留意ください 。

（別紙１）

主任介護支援専門員更新研修における受講要件（２）に該当する研修等
以下の研修は平成28年2月18日(木)～19日(金)に実施された「平成27年度 沖縄県主任介護支援専門員フォローアップ研修」で公開された受講要件(２)に該当する研
修等である。ここに記載する研修は、例外的に、受講要件（２)の各要件に当てはまらなくとも、受講要件(２)で規定する「地域包括支援センターや職能団体等が開催する法
定外の研修等に該当するもの」として扱う。
№
1

実施年度
実施主体
H27年度 ○一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会

名称・内容
平成27年度沖縄県介護支援専門員協会通常総会

実施日
平成27年5月23日（土）

2

H27年度 ○一般社団法人 日本介護支援専門員協会
H27年度 ○一般社団法人 中部地区医師会

4

平成27年介護保険法改正と介護支援専門員のこれから in 大阪
那覇市在宅ケア「顔合わせ会」
「緩和ケア」について
一般社団法人 日本介護支援専門員協会 第7回社員総会

平成27年5月30日（土）

3

H27年度 ○一般社団法人 日本介護支援専門員協会
○特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 沖縄
H27年度
第1回 BMSA沖縄 感染症セミナー 感染症の脅威と体を守るしくみ
地域拠点
H27年度 ○公益社団法人 沖縄県栄養士会
平成27年度地域活動栄養士研修会
浦添市在宅医療ネットワーク（浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっ
しー）症例検討会・多職種意見交換会
H27年度 ○一般社団法人 中部地区医師会
（当院における在宅での抗凝固両方の現状／退院時から調剤薬局薬剤師が
関わった中心静脈栄養患者のケースについて～内服と点滴の処方について
～）
平成27年度中部地区在宅医療ネットワーク第1回研修会
H27年度 ○一般社団法人 中部地区医師会
「患者・家族が安心できる『在宅』を目指して」

5
6
7

8

平成27年度中部地区在宅医療ネットワーク第2回研修会
○一般社団法人 中部地区医師会
「認知症かな？って思ったときの対応について」
地域包括ケアシステムに関する研修会
○一般社団法人 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会
～先進地域から学ぶ在宅医療推進と地域包括ケアの取り組み～
在宅医療・介護推進のための多職種連携研修会
○一般社団法人 中部地区医師会
（講義「浦添市の認知症施策について」／領域別セッション「認知症」「口腔ケ
認知症疾患医療連携協議会
○沖縄県認知症疾患医療センター
（見守りネットうちなーについて／オリブ山病院 病院紹介／那覇市における認
知症施策／みなみの会 活動報告／認知症疾患医療センター報告）
○一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会
施設ケアマネジメント研修会
これからの在宅医療を支える人のための研修会
○沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター
～いっぺー上等な担当者会議を目指して～
○一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会
相談援助技術研修会
平成27年度中部地区在宅医療ネットワーク第3回研修会
○一般社団法人 中部地区医師会
「大切な人に寄り添う家族の想い」
日本介護支援専門員協会 全国大会 in 千葉
○一般社団法人 日本介護支援専門員協会
浦添市在宅医療ネットワーク（浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっ
しー）症例検討会・多職種意見交換会
○一般社団法人 中部地区医師会
（ターミナル患者（利用者）との関わりを通して多職種連携を考える／ターミナ
ルケアにおける多職種の支援の実際）
○沖縄県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会
小規模多機能型居宅介護サービス九州ブロック交流会 in 沖縄
○沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課
認知症キャラバン・メイト養成研修
那覇市在宅ケア「顔合わせ会」
○一般社団法人 中部地区医師会
「リハビリ」について
質の向上のための研修
○宜野湾市地域包括支援センター
「聴く、伝える、まとめる力」～なぜ上手くいかないんだろう？～
北部地区在宅医療連携講演会
講演①「2025年地域包括ケアシステムを考える―医療・介護・地域住民の連
携―高血圧・糖尿病を管理し認知症を予防する」
○一般社団法人 中部地区医師会
講演②「現在までの在宅医療の経験から」
講演③「在宅医療に関する医療制度の紹介と在宅医療の事例と多職種協働
による在宅医療の方向性」
平成27年度中部地区在宅医療ネットワーク第4回研修会
○一般社団法人 中部地区医師会
「多職種連携にあたって行政に求めるもの」
県民公開講座『高知市での“いきいき百歳体操”の取り組みとその効果～介護
○公益社団法人 沖縄県理学療法士協会
予防は地域作り～』
那覇市在宅ケア「顔合わせ会」
○一般社団法人 中部地区医師会
「那覇市地域包括支援センターの活動報告」について
○特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ「認知症地域 認知症地域ネットワークフォーラム in 沖縄
ネットワークフォーラム in 沖縄」実行委員会
認知症の人にフレンドリーな社会を目指して！
浦添市在宅医療ネットワーク（浦添市在宅医療・介護連携支援センターうらっ
しー）症例検討会・多職種意見交換会
○一般社団法人 中部地区医師会
（医療・介護連携先進地視察報告～グループワーク～／講演「看取りについ
て」～いい看取りとは何でしょうか？～）
平成27年度中部地区在宅医療ネットワーク第5回研修会
○一般社団法人 中部地区医師会
「人生の最終段階における意思決定支援」

平成27年6月11日（木）
平成27年6月21日（日）
平成27年6月24日（水）
平成27年6月2日（火）
平成27年7月27日（月）

平成27年8月18日（火）
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H27年度 ○日本通所ケア研究会

看取りケア研修会

31

H27年度 ○一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会

第12回沖縄県介護支援専門員研究大会

32

H27年度 ○公益社団法人 認知症の人と家族の会 沖縄県支部

平成27年度沖縄県委託事業 若年性認知症専門職研修会

○沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター
H27年度 ○地域におけるがん患者の療養支援情報 普及と活用プロジェクト
○琉球大学医学部附属病院がんセンター
○一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会
H27年度
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
○一般社団法人 中部地区医師会
H27年度
○浦添市医師会認知症ネットワーク

在宅療養ガイド研修会 in 沖縄 2016
「ご家族のためのがん患者さんとご家族をつなぐ在宅療養ガイド研修会 in 沖縄 平成28年2月14日（日）
2016」

33
34
35

平成27年9月4日（金）
平成27年9月4日（金）
平成27年9月5日（土）
平成27年10月14日（水）
平成27年10月29日（木）
平成27年10月2日（金）・3日（土）
平成27年11月13日（金）
平成27年11月14日（土）
平成27年11月24日（火）
平成27年11月6日（金）
平成27年12月16日（水）

平成27年12月1日（火）

平成27年12月3日（木）
平成27年12月5日（土）
平成28年1月15日（金）
平成28年1月17日（日）
平成28年1月21日（木）
平成28年1月26日（火）
平成28年1月31日（日）
平成28年2月14日（日）
平成28年2月12日（金）
平成28年2月13日（土）
平成28年2月20日（土）
平成28年2月29日（月）

大阪
東京
宮古島市
石垣市
沖縄本島

浦添市医師会 認知症ネットワーク学術講演会

平成28年2月20日（土）

37

H27年度 ○沖縄県医師会

北部地区在宅医療連携講演会
～在宅医療と認知症～
第7回沖縄県医師会県民健康フォーラム～平穏死について～

38

H27年度 ○日本通所ケア研究会

認知症ケア研修会

39

H27年度 ○一般社団法人 中部地区医師会

40

H27年度 ○一般社団法人 中部地区医師会

41

H27年度

43

平成27年9月27日（日）

平成28年2月18日（木）・19日（金）

H27年度 ○北部地区在宅医療地域連携会

42

平成27年9月19日（土）

平成27年度沖縄県主任介護支援専門員フォローアップ研修

36

○一般社団法人 日本介護支援専門員協会
○特定非営利活動法人 長崎県介護支援専門員連絡協議会
○沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター
H27年度
○琉球大学医学部附属病院がんセンター
○沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター
H28年度
○琉球大学医学部附属病院がんセンター

平成27年9月17日（木）

那覇市在宅ケア「顔合わせ会」
「褥瘡」について
那覇市在宅ケア「顔合わせ会」
「口腔ケア」について
第7回日本介護支援専門員協会九州・沖縄ブロック研究大会 in 長崎

平成28年2月25日（木）
平成28年2月27日（土）
平成28年2月28日（日） 福岡
平成28年3月13日（日） 大阪
平成28年3月26日（土） 神奈川
平成28年2月5日（金）
平成28年3月4日（金）
平成28年3月5日（土）

これからの在宅医療を支える人のための研修会
～いっぺー上等なケアカンファレンスを目指して～

平成28年3月6日（日）

せん妄対策研修会

平成28年4月24日（日）

