
　　　　　　　平成２８年７月
   関 係 者 各 位    　 　  　　　         　　　      　        　      　　　             

　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （主任介護支援専門員更新研修指定実施機関）

　  　　 　　　平成２８年度 主任介護支援専門員更新研修受講のご案内

　当振興会では、愛知県より指定を受けて「主任介護支援専門員更新研修」を下記のとおり実施します。
　つきましては、該当される方には、是非受講頂きたくご案内申し上げます。

　　　　　　　　　　　記

１．研修の目的
　　　主任介護支援専門員に有効期間が付され、更新時に研修の受講が課せられることになりました。
　　　本研修は、継続的な資質向上を図るための定期的な研修受講の機会を確保することにより介護保険ｻｰﾋﾞｽ
　　や他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導など

   　　ケアマネジメントが適切且つ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を習得するとともに、　　　
　　　地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践できる主任介護支援専門員に必要な知識及び技術の
　　　向上を図る目的で平成２８年度に創設された研修です。

２．受講対象者

　　　　本研修の全日程受講可能であり、以下の共通要件全てに該当し且つ個別要件の①～⑤のいずれか１つに該当
　　　する者とする。

（１）共通要件

　　　　全てに該当することが必要です。

　　　① 平成１８年度から２５年度に主任介護支援専門員研修を修了された方

 　　　　但し、今年度については下記の特例に鑑み、平成２３年度までの修了者を優先して募集をさせて頂きます。

　　　※ 平成２５年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方の特例

　　　　経過措置として平成１８年度から２３年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方は、平成２８年度

 　　から３０年度までの３年間に、平成２４年度から２５年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方は、

　　 平成２８年度から３１年度までの４年間に本研修を受講すれば主任介護支援専門員の更新が可能です。

　　 平成２８年度の本研修は平成１８年度から２３年度に主任介護支援専門員研修を受講された方を優先して受付

　　 します。

　　　② 別添の「事例の提出について」記載の７類型（Ａ～Ｇ）のうち３類型以上の内容が備わった介護支援専門員

 　　　の指導・支援等の実践事例の提出が可能な方

　　　　 特に、提出事例は以下２点が備わっていることが必要であり修了の条件ともなりますので注意して下さい。

　　　　　・自身の事例ではなく指導した介護支援専門員の指導・支援の実践事例であること。

　　　　　・別添の「事例の提出について」記載の７類型（Ａ～Ｇ）のうち３類型以上の内容が網羅されていること。

　　　　 事例は別添の「平成２８年度主任介護支援専門員更新研修の事例提出について」記載の２．提出資料に従い

　　　  「提出指導事例シート」を表紙としてまとめ、申込書と一緒に提出下さい。

（２）個別要件

　　　　①～⑤のうち、いずれか１項目に該当すれば良い。

　　　　詳細は別添の「主任介護支援専門員更新研修受講要件について」をご参照下さい。

　　　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

　　　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

　　　③ 日本ｹｱﾏﾈｼﾞ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

　　　④ 日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会が認定する認定ケアマネジャー

　　　⑤ 主任介護支援専門員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る者

３．研修内容

　（１）日程・カリキュラム
　　　　研修時間は４６時間（８日間）
　　　　詳細は、別添の「主任介護支援専門員更新研修カリキュラム」をご参照下さい。
　　　　ＡコースとＢコースの２班に分けて実施します。
　　　　申込時にＡかＢの希望コースを申告頂きますが、調整をお願いする場合も有りますのでご承知おき下さい。

　　　　　 　　　  公益財団法人　愛知県シルバーサービス振興会



　（２）会　場

　　　　名古屋商工会議所　２階ホール

　　　　名古屋市中区栄二丁目１０番１９号　

　（３）定　員
　　　　Ａコース、Ｂコースとも各２００名

４．受講料
　　　　５３，０００円（消費税込）

　　　　お支払い方法は、受講決定通知の際ご連絡します。

５．申込締切　　　　   
　　平成２８年７月２９日（金）必着　　
　　定員を超過する場合はお断りすることがありますのでご了承願います。

６．申込方法・問合せ先

（１）申込提出書類

   「提出物一覧確認表」（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力）でもれの無い事を確認し下記書類を添えて簡易書留で郵送下さい。

　　　① 受講申込書（ホームページから出力）

　　　② 介護支援専門員証の写し（Ａ４サイズに拡大コピーして下さい）

　　　③ 主任介護支援専門員研修修了証の写し

　　　④ ２の受講対象要件が確認できる書類等　→　ホームページから出力して使用

　　　　 別添の「主任介護支援専門員更新研修受講要件について」の申込必要書類等欄をご参照下さい。

　　　⑤ 「提出事例シート」（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力）に以下の書類を添付

　　　　　詳細は「平成２８年度主任介護支援専門員更新研修の事例提出について」をご参照下さい。

　　　　　・提出事例の概要　
　　　　　・利用者基本情報
　　　　　・ケアプラン
　　　　　・支援経過記録
　　　　　・指導（支援）経過記録
　　　　　・指導対象者評価表
　　　　　・その他必要と思われる書類

　（２）申込書類送付先と方法
　　　　　　　　 書類は必ず簡易書留にて下記へ郵送して下さい。

郵送・問合せ先

７．各種の問合せについて

　　新設の研修ですので、お問合せが集中し電話がかかりにくいことが考えられますので、受講要件、提出事例等

　各種のご質問については、原則、メールに限って対応 させて頂きます。　　　　 　　 

     ご事情によりメールが不可能な方は、ＦＡＸ質問票（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力）を使用してお問い合わせ下さい。　　　　 　　 

   回答は、原則ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて行います。

　　〔照会要領〕
　　　　・メールアドレス　　 info@aichi-shilver.com    
           ・件名欄に必ず「主任更新研修照会」と記入下さい。他のメールとの混在で見落とす可能性がありますの

 　　　　 で 失念しないようにご注意下さい。

           
   （公財）愛知県シルバーサービス振興会 
 
 〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄二丁目１０番１９号 
            名古屋商工会議所ビル ８階 
 
    ＴＥＬ  ０５２－２１２－１６８５、 ２２３－６６２１ 
    ＦＡＸ  ０５２－２１２－１６１５ 
    ホームページ 

         ｈｔｔｐ//www.aichi-silver.com/ 
 



　　〔回答要領〕

　　　　・回答は、原則、当振興会のホームページで７月６日目途で開始致します。　

　　　　・ホームページの「主任更新研修 Ｑ＆Ａ」をクリックして下さい。Ｑ＆Ａの形式で表示してあります。

　　　確認作業のためお時間のかかる場合がありますのでお含みおき下さい。

　　　研修に関する連絡事項についても、「主任更新研修Ｑ＆Ａ」コーナーを通じて行いますので注視しておいて

　　　下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

８．受講決定

　一般受講要件並びに提出事例を審査のうえ、受講可否を決定します。

　　受講決定者には受講証と受講料払込方法、演習での事例準備方法等を記した通知を８月２５日頃までに送付

します。　

   受講不可の方には別途ご連絡致します。その際、申込書類一式はお返しいたしません。

９．修了評価（研修記録シートの作成と提出）について

   この研修の受講並びに修了にあたっては「研修記録シート」の作成及び提出が条件となります。
 「研修記録シート」は受講前（目標）、受講直後（評価）、受講から一定期間経過後（振り返り）の構成になっ

  ています。
 「研修記録シート」は受講決定通知書送付時か受講日の初日に配布します。

10．個人情報の取り扱いについて

    個人情報については、研修の事務連絡及び受講管理、担当部への受講履歴報告等、本研修の適正且つ円滑な

 実施目的のみに利用します。

 　本研修において知りえた個人の秘密の保持については、研修実施機関のみならず受講者においても同様に、

    厳格に遵守するようにして下さい。

11．研修の修了

　　 定められた事例の提出が出来て全課程を修了し且つ修了評価に合格した方を修了と認め修了証を交付します。

  　遅刻及び欠席等により未受講課目がある方には「修了証」を交付できません。

　 なお、研修の全課程に出席されても、修得不十分と評価される場合、レポートの提出等で補うことがありますの

 ので予めご了承下さい。

 り消し致します。

12．その他

（１）虚偽による申込をされた場合、受講は認められません。

（２）身体の障がい等により受講に際して配慮が必要な方は、事前にご相談下さい。

13．ご参考「介護支援専門員研修テキストについて」

 　　一般社団法人日本介護支援専門員協会から研修テキストが発刊されます。　　
　 　つきましては、注文方法等をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで掲載しますので、ご希望の方はお申込み下さい。
　 　なお、当テキストは今回の研修においては直接使用することは致しません。
　　
以上、漏れの無いよう書類を確認し、必ずＡ４サイズの封筒にて郵送でお申込み下さい。

〔宛先用としてご利用下さい〕

　　　〒４６０－０００８
　　　名古屋市中区栄２丁目１０番１９号
　　　名古屋商工会議所ビル　８階

　公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会　　行

　 受講にあたって、若しくは受講後に、受講要件等の不正が発覚した時は、その時点で受講決定もしくは修了を取

 
   平成２８年７月２９日（金）必着 



区　分　 時　間 時間数 研　　　修　　　内　　　容

講　義 10:00～15:00 4 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向

講　義
演　習

9:30～16:30 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

9:30～16:30 6
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設
サービス等）の活用に関する事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 認知症に関する事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 入退院時等における医療との連携に関する事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 家族への支援の視点が必要な事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 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

9:30～16:30 6 リハビリテーション及び福祉用具活用に関する事例

※　講義・演習の研修内容については、順番が変更になる場合がありますのでご承知おき下さい。

　平成２８年度主任介護支援専門員更新研修カリキュラム

〔Ａコース〕

１１月２９日
（火）

主任介護支援専門員他

１２月２日
（金）

主任介護支援専門員他

１１月１５日
（火）

主任介護支援専門員他

１０月１３日
（木）

主任介護支援専門員他

１０月２８日
（金）

主任介護支援専門員他

９月２７日
（火）

主任介護支援専門員他

月　　日 講　　　師（敬称略）

９月１３日
（火）

日本福祉大学
中央福祉専門学校
校長　長岩　嘉文

９月１５日
（木）

國光 登志子
主任介護支援専門員他



区　分　 時　間 時間数 研　　　修　　　内　　　容

講　義 10:00～15:00 4 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向

講　義
演　習

9:30～16:30 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

9:30～16:30 6
状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや施設
サービス等）の活用に関する事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 認知症に関する事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 入退院時等における医療との連携に関する事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 家族への支援の視点が必要な事例

講　義
演　習

9:30～16:30 6 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

9:30～16:30 6 リハビリテーション及び福祉用具活用に関する事例

※　講義・演習の研修内容については、順番が変更になる場合がありますのでご承知おき下さい。

１２月２０日
（火）

主任介護支援専門員他

　　　　　　　　　平成２８年度主任介護支援専門員更新研修カリキュラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Ｂコース〕

１２月１日
（木）

主任介護支援専門員他

１１月８日
（火）

主任介護支援専門員他

１１月２２日
（火）

主任介護支援専門員他

１０月２０日
（木）

主任介護支援専門員他

９月２０日
（火）

國光 登志子
主任介護支援専門員他

１０月６日
（木）

主任介護支援専門員他

月　　日 講　　　師（敬称略）

９月１３日
（火）

日本福祉大学
中央福祉専門学校
校長　長岩　嘉文



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任介護支援専門員更新研修受講要件について

具  体  的 な 説  明
申込時必要書類等

（写しで可）

①

平成１８年度～２５年度に主任介護支援専門員研修を修了
している。

平成２８年度は平成２３年度までの修了者を優先的に
対象者とします

〔平成２５年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方の経過措置〕
　※ 平成２３年度までに主任介護支援専門員研修を修了した方
　　  平成３０年度末（平成３１年３月３１日）までに主任介護支援更新研修を修了する必要があります。
　※ 平成２４年度又は平成２５年度に主任介護支援専門員研修を修了した方
　　　平成３１年度末（平成３２年３月３１日）までに主任介護支援更新研修を修了する必要があります。

　本年度は、上記経過措置を踏まえて平成１８年度～２３年度の修了者を優先して研修を実施致します。
　

主任介護支援専門員研修
の修了証

② 介護支援専門員の指導・支援等の実践事例の提出ができる

受講者による７類型（別添）のうち３類型以上の内容が備わった介護支援専門員の指導・支援等の実践事例の提出ができること。
なお、１事例で３類型以上が備わらない場合は、２事例以上を提出することで満たして下さい。
事例に関する提出書類は提出事例の概要、利用者基本情報、ケアプラン（居宅・施設・予防）、支援経過記録・指導（支援）経過記録、指導対象者評価表等で様式は指定と任
意
がありますので、詳細は「平成２８年度主任介護支援専門員更新研修の事例提出について」をご参照下さい。

「提出事例シート」に必要書類
を添付して申込書と共に提出

別添の「平成２８年度主任
介護支援専門員更新研修
の事例提出について」ご参照

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

〔研修企画、講師・ファシリテータの経験〕
・愛知県シルバーサービス振興会、愛知県社会福祉協議会、愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会、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）、
 地域包括支援センター、行政機関、その他各職能団体等並びに主任介護支援専門員個人が実施する介護支援専門員向け研修の企画や講師、ファシリテータを務めた者
で研修実施機関の証明があり、研修実施機関が確認できたもの。

　（注１）個人での実施は研修企画のみでも受講要件とする。
　（注２）団体主催の場合は企画のみは受講要件としない。
  （注３）愛知県以外で実施したものも受講要件として判断する。
  （注４）事業所内での職員向けの研修は受講要件としない.。
 
※資格要件対象期間は「前回更新研修受講後以降」又は「受講年度を含め受講前５年間の期間」の短い方とする。
※経験回数は、講師は１回以上、ファシリテーターは２回以上の経験とする。
　

様式Ⅰ
  講師依頼書
  案内状   等

②
地域包括支援センターや職能団体が開催する
法定外の研修等に年４回以上参加した者

〔対象となる研修〕
・愛知県シルバーサービス振興会、愛知県社会福祉協議会、愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会、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）、
 地域包括支援センター 、行政機関、その他各職能団体等並びに主任介護支援専門員個人が実施する介護支援専門員向の法定外の研修で、内容が介護支援専門員
 の資質向上に資するものであって研修実施機関等の証明が あり研修実施機関が確認できたもの。

　
〔出席必要回数〕
・資格要件対象期間は、前回更新研修受講後以後又は受講年度を含め受講前５年間の期間の短い期間とし、その間に受講年度前の各年度において毎年４回以上研修
 に参加している者。
・複数日にわたる研修については１回としてカウントする。
・１つの研修として算定される時間の目途は３時間以上とする。

〔平成１８年度から平成２５年度に主任介護支援専門員研修を修了した者に対する特例〕
・受講回数算定期間は受講年度前の２年間と受講年度の申込日までを対象期間とし、通算で８回以上参加した者。

様式Ⅱ
　修了証
　 履修証明書　等

③
日本ｹｱﾏﾈｼﾞ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

・日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等で講演・シンポジスト・研究発表・事例提供等の経験がある者。
 （注１）主催者については、ブロック及び都道府県支部が行うものも含む。
 （注２）プログラム・抄録集等に受講者の氏名が掲載されておれば可とする。
 （注３）テーマは介護支援専門員に関わるものとする。

　※受講算定期間は「前回更新研修受講後以降」又は「受講年度を含め受講前５年間の期間」の短い方とする。

様式Ⅲ
　参加証明書
　抄録集　　等

④ 日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会が認定する認定ケアマネジャー 認定証

⑤
主任介護支援専門員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る者

・地域包括支援センターに従事している主任介護支援専門員で市町村長の推薦がある者。

〔平成１８年度から平成２５年度に主任介護支援専門員研修を修了した者に対する特例〕
・愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会が主催する「愛知県主任介護支援専門員資質向上研修」を修了した者（平成２５・２６・２７年度開催）

様式Ⅳ
　市町村長の推薦書
様式Ⅴ
　修了証又は履修証明書
　　　　（様式は任意）

要　　　件

共通要件

（全てが条件）

個別要件

（何れか１項目
該当すれば良い）



     　  　　　　　　平成２８年度主任介護支援専門員更新研修

　       　　　　　　　　　　　受 講 申 込 書

       Ａ Ｂ

ふりがな

氏　名

生年月日

基礎資格

住　所

ＴＥＬ/携帯

名　称

住　所

ＴＥＬ/ＦＡＸ

 □①　主任介護支援専門員研修の修了証は平成１８年度～２３年度の日付になっている

 □②　提出事例は自分自身の事例ではなく、他の介護支援専門員に対する指導・支援の事例で３類型以上が備わっている

 □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方

□②

□③

□④

□⑤

□⑤

〔添付書類〕

※ 介護支援専門員証の写し（Ａ４サイズに拡大して下さい）

※ 主任介護支援専門員研修の修了証の写し

※ 受講条件が確認できる書類（別添の「主任介護支援専門員更新研修について」ご参照下さい

※ 「提出指導事例シート」に下記の書類を添付 ← クリップ等で留めて他の書類と別冊にして下さい。

 　　・提出事例の概要　・利用者基本情報　・ケアプラン　・支援経過記録　・指導（支援）経過記録

　 　・指導対象者評価表　・その他必要と思われる書類

「主任介護支援専門員資質向上研修」（愛介連主催）を修了した方

申込者

自　宅

勤務先

介護支援
専門員証

　　　　　受講条件（共通要件）　に当てはまっているかチェックをして下さい（全て該当していること）

　　　　　受講条件（個別要件）　当てはまる要件にチェックをして下さい（いずれか１項目該当しておれば良い）

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回以上参加した方

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方

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の方

地域包括支援センターで主任介護支援専門員として従事している主任介護支援専門員の方

ｰ　　　　　－ ｰ　　　　　－

〒

ｰ　　　　　－ ｰ　　　　　－

有効期間満了日 　　平成　　　　年　　　　月　　　　　日

主任介護支援専門員研修の修了日 　　平成　　　　年　　　　月　　　　　日

（例：社会福祉士、看護師　等）

〒

希望コース

　　　　　　　　　　　　　　　（修了証書に反映される為、楷書で明確に記入下さい）

昭和　・　平成　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

登　録　番　号

希望のコースを 
○で囲んで下さい 



提出事例の概要 
事例提供者   ：所属           氏名                 
提出事例の種別 ：○1  指導した事例      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用者の介護度の変化 

 
現在の介護支援専門員について 
介護支援専門員としての経験年数  年  月 当該利用者の担当になって   年   月 
介護支援専門員以外の資格    
事業所にいる介護支援専門員の人数   人 （専任、兼任を含めて） 
 
提出資料 
□ 基本情報 
□ アセスメント概要 
□ 居宅サービス計画書（第１表）（   年  月 現在）（   年     月 現在） 
□ 居宅サービス計画書（第２表）（   年  月 現在）（   年     月 現在） 
□ 居宅サービス計画書（第３表）（    年  月 現在）（    年    月 現在） 
□ サービス担当者会議の要点・照会（   年   月 現在） 
□ 居宅介護支援経過（検討時点の前後を含めて約２か月） 
□ 介護支援専門員自己評価表（実施状況欄に○△を、未実施の場合には未実施欄に×と理由を記入） 
□ その他事例の理解に欠かせない資料（                          ） 

 初回 ２回 ３回 ４回 ５回 
認定年月日      
要介護度                
寝たきり度             
認知症自立度             

事例のタイトル（事例の概要がわかるように簡潔に）  
 
                 
キーワード １        ２          ３ 

この事例を出した理由                 
 
 
 
 
（現在介護支援専門員を担当、過去に介護支援専門員を担当、介護支援専門員に助言した事例） 

受講番号： 
受講者名： 

指定様式１ 

 



　   　　　　　平成２８年度主任介護支援専門員更新研修の事例提出について

平成２８年度より法定研修体系が改正され、主任介護支援専門員更新研修の受講には指導・支援の
事例提出が必要であり、事例の提出が無い場合は受講・修了ができません。

１．提出事例の条件

   ① 事例の内容
　　　各自がケアマネジメントした事例ではなく、他のケアマネジャーに対して指導・支援を行った事例
　　　であること。

　② 提出する事例数
　　　３類型以上が備わった事例を１事例
　　　１事例で３類型以上が備わらない場合は、２事例以上を提出することで満たして下さい。

　　　※ 類型とは、下記の〔研修で使用する類型〕に掲げるＡ～Ｇを指します。

〔研修で使用する類型〕

類型 課目名

Ａ
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ及び福祉用具の活用
に関する事例

Ｂ
看取り等における看護サービスの
活用に関する事例

Ｃ 認知症に関する事例

Ｄ
入退院時における医療との連携
に関する事例

Ｅ 家族への支援の視点が必要な事例

Ｆ
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

Ｇ
状態に応じた多様なサービス（地域
密着サービスや施設サービス等）の
活用に関する事例

   　（注）キーワードはあくまでも参考であり、記載内容だけに限定されるものではありません。　　

キーワード例

筋力低下改善・日常運動の強化・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施・住宅改修
福祉用具利用・外出支援・高齢者の外出先の開発・外出時の休息
やトイレについて・機能強化ロボﾂト使用　等

痛みの改善の取組・生活機能低下における対応・死の受容に関する
事・緩和療法・葬儀に関する相談対応・遺品に関する相談対応・
生きがいの実現・看護サービス利用について　等

初期診断に関する対応・地域ネットワーク構築・認知症の理解・
環境変化における対応・行動障害の取組・認知症治療に関する事
精神疾患における医学的・心理的な状況　等

医療チームへの伝達・介護チームへの伝達・説明責任・難病の取組
・医療の活用・入院における介護負担に関する事・入退所における
コンプライアンスに関する事・高齢者に多い入院を伴う疾患・感染症　等

家族に疾患がある場合の対応・利用者と家族の受け止め方が違う
場合の対応・家族が本人の生活機能に強く影響する場合の対応・
家族間の関係性を対応した　等

地域支援・社会資源と特徴と対応・社会資源との連携・地域特性と
社会資源の関係・生活保護制度・成年後見制度利用・虐待事例　等

住み替えの対応・生活機能促進、利用者の主体的な選択に関する
対応・説明と同意に関する事・施設サービスの対応・地域密着サー
ビスの対応・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・複合型サービス・
小規模多機能居宅介護活用　等



２．提出資料

事例検討・事例研究を実施するために必要な資料になります。

下表の通り、各指定の様式で提出をお願いします。

提出 資料名 様　式 備　　考

① 提出事例の概要 指定（様式１） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力

② 利用者基本情報
    課題分析（ｱｾｽﾒﾝﾄ）概要

指定（様式２） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力（ページ１～２）

③ ケアプラン
・検討してほしい時期のもの
・必要であれば検討時期前のもの

任意
事業所で使用しているもの
（居宅、施設、予防の何れも可）

④支援経過記録
・検討してほしい時期で必要なもの
・サービス担当者会議の議事録等

任意
検討時期の「前２ヶ月」は必要
相談開始時期を記入

⑤ 指導（支援）経過記録 指定（様式３） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力

⑥ 指導対象者評価表 指定（様式４） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力

３．注意事項

　（１）個人情報保護に留意

　　利用者及び介護支援専門員又は相談員等の個人情報保護のため、以下の例に従って記入して下さい。

利用者名 記号（Ａ・Ｂ等）で記入しイニシャルは使用しない

介護支援専門員又は相談員 記号（Ａ・Ｂ等）で記入しイニシャルは使用しない

事業所名 記号で記入（例：Ｃ事業所　　Ｄ医院　　Ｅデｲサービス　等）

住所・電話番号 記載しない

生年月日 生年月日は記載せず年齢表示のみ記載する

　　その他、個人が特定されるような表現はしないようにお願いします。終了時には、提供者へお返しします。

　※　指定様式の書類については、必ずこの様式を使用して下さい。　事業所独自の様式は受付しません。

必須



　（２）送付に当たっての留意事項

４．提出資料等の問合せについて

　　お問合せは、メールにてお願いします。
  　メールがご事情で不可能な方は、ＦＡｘ質問票（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから出力）を使用してお問い合わせ下さい。

　　原則、電話での対応は出来ませんのでごご承知おき下さい。

    お問合せ方法等詳細については、案内状の７．「各種のお問合せについて」をご参照下さい。

〔メールアドレス〕　info@aichi-silver.com
〔ＦＡＸ〕　　　052-212-1615

上記提出資料を①～⑥の順に並べ、各用紙の下中央に１からページ番号を付して「提出事例シート」

提出いただくケアプラン、支援経過の対象時期は、下記の通りです。

を表紙にしてクリップ等て留めて提出して下さい。

提出物 
・ケアプラン 
・支援経過記録 
・前後2ヶ月（任意） 
・必要と思われるもの 
 

・ケアプラン 
 

★検討して欲しい時期の前回 ★検討してほしい時期 

前2ヶ月程度 後2ヶ月程度 



 1／2 

 

基 本 情 報 
受付（平成  年 月 日）   受付者（    ）    受付方法（訪問） 

利用者名  性別  
生年月日 年  月  日生 

住  所  
電話番号  

主  訴 
（相談内容） 
 

（本人・家族の要望） 
 

生 活 歴 ・  

生活状況 

（生活歴） 
 
 
 
 
 
 

（家族状況） 

（経過・病歴等） 
 
 
 
 

（主治医） 
 
 
 

日 常 生 活 

自 立 度   
障害老人の日常生活自立度   痴呆性老人の日常生活自立度   

 認定情報  認定日  

課 題 分 析   

（ｱｾｽﾒﾝﾄ）理 由 

 

利用者の被保険

者情報 

 
 
 

現在利用してい

るサービス 

 
 
 
 

 

受講番号： 
受講者名： 

指定様式２ 
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課題分析（アセスメント）概要                 平成 年 月 日現在 
 
健康状態  

 

ＡＤＬ 
 

 

IＡＤＬ  
 

認 知  
 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力  
 

社会との関わり 
 

 
 

排尿・排便  
 

褥瘡・皮膚の問題 
 

 

口腔衛生  
 

食事摂取  
 

問題行動  
 

介護力  
 

住環境   
 

特別な状況  

 
 
 



指導した相手
（間柄）

担当する介護支援専門員の状況
（あなたが感じた問題点等）

指導・助言の目的 指導・助言の内容 指導・助言による影響

提出事例に対する指導（支援）経過記録 　（必ず記入してください。未記入の人は提出書類の不足となります。）

年月日

受講番号 受講者氏名

指定様式３

受講コース



1

１課題分析（アセスメント）票から （あなたの事業所で使用している帳票をイメージして回答してください。）

課題分析[アセスメント]票をみて、相談内容、家族や介護者状況とインフォーマル

な支援の状況、段差や間取り等・住宅の状況、本人の基本動作等（ＡＤＬ･ＩＡＤＬ）

の状況、社会交流（昔の職場仲間や地域の人との交流）、生活暦等の状況を具体的に

とらえているかを確認しましょう。

（１）基礎的な事項 記入欄

1 課題分析票はもれなく記入しましたか。特記事項を活用しましたか。

（２）相談内容

2 相談者、相談経路、相談の経緯、相談方法、相談日等を明確に記載しましたか。

3 内容を本人や家族の言葉で具体的に記載しましたか。

本人が認知症などで自身の思いを他者に十分伝える事ができない場合であっても、

できるだけ本人の意志や希望を汲み取ることができましたか。

5 サービスを利用することにより、どのような生活を送りたいか把握できましたか。

（３）家族や介護者の状況

6 家族構成図を適切に記載しましたか。同居者が囲んでありますか。

7 家族構成員の情報（年齢、職業、健康状態等）を把握できましたか。

家族関係や介護者の介護能力、介護に関する知識、実際に行われている介護の

内容や回数、家族の介護に関する思い等をとらえることができましたか。

9 一人暮らし等の場合は関わりの強い別居家族も連絡をとり、意向を確認しましたか。

（４）インフォーマルな支援の状況

親戚、民生委員、近隣、友人等との関係、訪問頻度、支援内容、受けたい支援等

とらえることができましたか。

（５）サービス利用状況

11 サービスや制度の利用状況を明確にすることができましたか。

（６）経済状況

12 おおよその収入と介護に対する可能な負担額を把握できましたか。

（７）生活歴

本人がどこでどのような生活を送ってきたのか（職業、結婚歴、配偶者死別、転居

等）、現在どのような生活をしているのか等把握できましたか。

指定様式４

指 導 対 象 者 評 価 表
受講コース 受講番号 受講者氏名

●提出した事例を担当した介護支援専門員自身が評価します。担当した介護支援専門員と連絡が取れない等
  自己評価が不可能な場合のみ課題提出者が他者として評価を行います。

　評価基準：○ほぼ出来ている　　△やっているけれど不十分　　×やっていない
 (  該当しない場合は斜線を引いてください。）

4

8

10

13
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14 本人らしい生活を送るための生きがいや特技、趣味等を把握できましたか。

（８）住宅や環境などの状況 記入欄

15 見取り図に段差の有無、家具の配置等居室の状況を分かりやすく記載しましたか。

立地環境の問題点（例えば道路までの関係、付近の交通量等）や日常生活上の支障

などをとらえることができましたか。

17 住宅改修の必要性や実施状況を把握できましたか。

（９）本人の健康状態・治療・受診等の状況

既往歴や現症は、発症から現在までの問題となっている症状や所見、介護が必要と

なった状況、受診状況や服薬状況を明確にすることができましたか。

19 体格（身長、体重、ＢＭＩ等）を記載しましたか。

20 麻痺や拘縮、障害の部位を明確に記載できましたか。

21

22 主治医意見書を確認し、主治医連絡を行い、情報を適切に得ましたか。

（10）本人の基本動作

23 寝返りや起き上がり、立ち上がりの状況をとらえることができましたか。

歩行はどれだけの距離をどれだけの時間でどのような方法で歩くことができるのか、

その際、見守りや介助が必要か、障害や疾患との関連性等をとらえらることが

できましたか。

移乗や移動は自立しているか、見守りや介助が必要か、具体的にどのような介助

がされているか、障害や疾患との関連性等をとらえることができましたか。

浴槽は自分でまたぐことができるか、身体は自分で洗うことができるか、入浴の

頻度や方法、障害や疾患との関連性等をとらえることができましたか。

食事の内容・形態や量、回数、必要なカロリー、栄養バランス、味付けの好み

（塩辛いものが好き）、自分で食べることができるか、見守りや介助が必要か、

障害や疾患との関連性をとらえることができましたか。

嚥下は自立しているか、水分や食事の内容・形態、摂取時の体位等により、むせ

や誤嚥がないか等をとらえることができましたか。

一日に必要な水分量を把握していますか。また必要な水分量を摂取できています

か。脱水の危険がないか等、把握できましたか。

尿意、便意があるか、失禁はないか、量や性状はどうか、どのような方法で排泄

しているか、排泄の後始末が自分でできるか、食事、水分摂取量、障害や疾患と

の関連性をとらえることができましたか。

ズボンの上げ下げ、衣服の着脱等はどこまで自分ででき、どこから介助が必要か、

障害や疾患との関連性等をとらえることができましたか。

入れ歯のかみ合わせはどうか、虫歯がないか口臭がないか、歯みがきの状況等を

とらえることができましたか。

33 調理、掃除、金銭の管理等をとらえることができましたか。

通院方法や病院までの距離、介助の有無を明確に記載できましたか。

16

18

24

25

26

27

28

29

30

31

32



3

（11）病状に伴う周辺症状 記入欄

行動上の障害や、精神症状の頻度や持続性、具体的な状況、日差変動、日内変動

等が把握できましたか。

（12)社会交流の状況、コミュニケーション

昔の職場仲間や他の人との交流をもっているか、地域の行事への参加や趣味活動

の有無や本人の意向等を把握できましたか。

36 本人のコミュニケーション手段や方法を明確に記載できましたか。

（13)心理・ストレス

今の状況をどのように受け止めているか等、本人及び家族の心理的な負担やスト

レスの状況をとらえることができましたか。

38 本人の生活リズムや一日の過ごし方を把握できましたか。

39 援助を必要とする時間帯や内容を明らかにすることができましたか。

40 アセスメントで得られた情報が分析でき、まとめることができましたか。

ケアマネジャーとして、各々の課題の解決すべき内容についてその対応を記載で

きましたか。

２居宅サービス計画書（第1表）か(施設の人は読み変えてお答えください。）

  本人及び家族の生活に対する意向をとらえることができたか、認定審査会の意見や

主治医の介護に関する意見、ＡＤＬやＱＯＬの向上を目指した総合的な援助の方針を

たてることができたか確認しましょう。

（１）本人及び家族の生活に対する意向

課題分析から得られた本人や家族それぞれの主訴や思いが区別されて表現できて

いるか、大事なことは本人や家族が発した言葉で記載できましたか。

43 どこでどのような生活を送りたいのか明確化し、記載しましたか。

44 状況や経過だけではなく、本人や家族の意向を記載しましたか。

45 本人及び家族の思いが、時間の経過にあわせて、具体的に把握し、記載しましたか。

（２）認定審査会の意見の反映

介護保険被保険者証の記載の有無を確認しましたか。また、記載がある場合、転

記しましたか。

介護認定審査会の意見及びサービス種類の指定に伴って、サービス担当者会議等

でサービスを提供する上で専門的な視点からの様々な留意事項が示された場合、

記載できましたか。

34

35

37

41

42

46

47
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（３）総合的な援助の方針 記入欄

48 「利用者及び家族の生活に対する意向」に対応できましたか。

サービス内容の羅列でなく、チーム全体で取組む援助の方針をたてることができ

ましたか。

50 自立に向けた個別性のある具体的な援助方針ができましたか。

51 緊急時の対応や医療との連携を組み込むことができましたか。

本人や家族が望む生活を目指して取組むことができるよう、本人や家族にわかり

やすい、傷つかない表現で記載できましたか。

３居宅サービス計画書（第2表）か(施設の人は読み変えてお答えください。）

  総合的な援助の方針を受けて、本人の自立支援、ＱＯＬの向上、介護者の介護負担

の軽減を図るため、ニーズを適切にとらえ、ニーズに対して目標がたてられ、目標を

達成するための援助内容が具体的にたてられたかを確認しましょう。

（１）生活全般の解決すべき課題（ニーズ）

53 受け止めたニーズをもれなくあげることができましたか。

54 ニーズの発生要因と予防をふまえてとらえることができましたか。

ニーズは本人及び家族が自立を目指して意欲的に取組むことができるようになってい

ますか。利用者がもちあわせている可能性も課題としてとらえることができましたか。

56 本人及び家族に渡しても理解できる内容になっていますか。

57 疾患に対する医学的管理の必要性をとらえることができましたか。

58 優先度の高いものから記載できましたか。

（２）長期目標、短期目標

59 ニーズにあった目標を設定できましたか。

達成可能な具体的な目標を設定できましたか。期間は開始時期と達成予定時期が

記入できましたか。

1回目、2回目とケアプランを作成していく中でモニタリングの結果をふまえるこ

とができましたか。

（３）目標に対する対策（介護内容、サービス種類、回数等）

62 短期目標の達成に必要な援助内容、回数、サービス種別になっていますか。

各サービスに応じた加算がある場合、援助内容に加算対象になるものを

記載しましたか。

サービスは、介護保険サービスに限らず、高齢者や障害者の福祉サービス、保健

事業等の他制度によるサービス、家族を含むインフォーマルサービスを計画しましたか。

要支援１又は要支援２、要介護1の利用者のケアプランに指定福祉用具貸与を位置

付ける場合、同意を得た上で認定調査票や主治医意見書の写しを市から入手しましたか。

指定福祉用具貸与事業者へ認定調査票の写しを提出する必要がある場合、同意を

得た上で市から入手した認定調査票の写しを送付しましたか。

49

52

55

60

61

63

64

65

66
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４週間サービス計画表（第3表）

　利用者の過し方を把握し、ニーズを解決するための、週間サービスを計画的にたて

ることができたか確認しましょう。

記入欄

67 主な日常生活上の活動や週単位以外のサービスを書きましたか。

課題の解決に適したサービス時間や時間帯になっているか、本人及び家族の生活

リズム等を考慮できましたか。

69 家族の休み（例えば週末等）に介護負担を偏らせず計画できましたか。

５サービス担当者会議の要点（第４表）

　サービス担当者との連絡調整の課題設定や、相手が適切か、結論や残された課題が

明確になっているかを確認しましょう。

（１）サービス担当者との連絡調整の課題設定

連絡調整やサービス担当者会議は、アセスメント結果やケアプラン等からその人

の個別性に応じた具体的な課題が設定できましたか。

主治医やサービス事業者との連絡調整やサービス担当者会議の開催時期は適切に

できましたか。

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をケアプランに位置付ける場合、サービス担

当者会議を開催し、必要な理由（ニーズ）をケアプランに記載しましたか。

福祉用具貸与について、ケアプラン作成後少なくとも６ヵ月に１回、サービス担

当者会議を開催し、継続して貸与を受ける必要性について検証しましたか。また、

サービス担当者会議の結果、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合に、

その理由をケアプランに記載しましたか。

（２）連絡調整の相手

サービス担当者会議に本人や家族、主治医が出席していますか。会議に欠席する

場合、事前に連絡をし意見を聞いていますか。また、照会により意見を

求める場合、緊密に情報交換を行い本人の状況等についての情報や居宅サービス

原案の内容を共有できましたか。

75 サービス担当者間で必要な情報を共有することができましたか。

76 サービス事業者や関係機関との連携は円滑にできましたか。

（３）結論や残された課題

77 いつまでに誰が何をするのか具体的に決めることができ、その結果を記載しましたか。

78 会議で解決できなかった残された課題が整理できましたか。

79 次回の開催予定を計画しましたか。

68

70

71

72

73

74
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６居宅介護支援経過（第６表）

　居宅介護支援経過が適切に記載されているか、モニタリングが必要に応じ適切に

実施されているか、モニタリング結果がケアプランに反映されているか確認しましょう。

（１）居宅介護支援経過 記入欄

80 居宅介護支援経過には、５Ｗ１Ｈがわかるように記載しましたか。

居宅介護支援経過には、事実、ケアマネジャーとしての判断、ケアプラン修正の

必要性の有無を記載しましたか。

82 新たな課題が発生した場合、適切な対応や行動が迅速にできましたか。

83 面接時の本人や家族の言葉等、リアルな表現で現状把握したことを記載できましたか。

（２）モニタリングの実施

84 モニタリングは１ヵ月に１回、実施できましたか。

85

本人及び家族のサービスに対する満足度、効果、サービス利用時の状況等が、

本人及び家族、サービス事業者等から把握できましたか。

87 短期目標の期間に応じて目標の達成具合、サービス内容等が把握できましたか。

88 モニタリングの結果を記録していますか。

（３）モニタリング結果のケアプランへの反映

89 モニタリング結果を利用者及び家族、サービス事業者に伝えることができましたか。

90 モニタリング結果を踏まえ、ケアプランや個別サービス計画の修正ができましたか。

91 サービス事業者が把握している新たなニーズがある場合、ケアプランに反映しましたか。

７全体をとおして

＊あなたはこの利用者とよい関係だと思いますか。

・よい関係だと思わない場合の理由

＊あなたはこの利用者の家族とよい関係だと思いますか。

・よい関係だと思わない場合の理由

＊日頃、この事例についてケアマネジャーとしてあなた自身が解決しなければならな

　いと考えている優先課題は何ですか。

（１）

（２）

（３）

モニタリングの相手や方法は適切でしたか。

81

86

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



クリップ、ゼム等でとめる

　　　　　　　　　　　　提出指導事例シート

〔必ず受講申込時に提出のこと〕

　〔申込コース：　　　Ａ　　　　Ｂ　　〕

　〔受講者名　：　　　　　　　　　　　　　　　　〕

経験年数 基礎資格

※ １事例で３類型が備わらない場合は２事例以上で３類型以上とすること。

※ 「提出指導事例シート」を表紙として下記書類をクリップ等で止めて別冊にして送付すること。

    ・提出事例の概要　・利用者基本情報　　・ケアプラン　・支援経過記録　・指導（支援）経過記録

  　・指導対象者評価表  ・その他必要と思われる書類　　等

家族への支援の視点が必要な事例

Ｆ

Ｇ

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

（例）在宅での生活の限界と適切な施設入所への支援を考えさせられた８８歳女性の事例

事例のタイトル

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ及び福祉用具の活用に関する事例

看取り等における看護サービスの活用に関する事例

認知症に関する事例

入退院時における医療との連携に関する事例

状態に応じた多様なサービス（地域密着サービスや施設サービス
等）の活用に関する事例

指導対象者

該当する類型
主となるものに◎

その他に○
〔３つ以上必要〕

類　　型

関
係
す
る
類
型

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講者名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　 　　　　　　平成２８年度主任介護支援専門員更新研修

　　 　　　　　　　　　　　提出物一覧確認表

※　提出物に不足がある場合、研修を受講できない場合があります。

提出物の内容
受講者

チェック欄
事務局

チェック欄

１．平成２８年度主任介護支援専門員更新研修受講申込書

２．介護支援専門員証の写し（Ａ４版に拡大コピー）

３．主任介護支援専門員研修修了証の写し

４．提出指導事例シート

　　・提出事例の概要〔指定様式１〕

　　・利用者基本情報〔指定様式２〕

　　・ケアプラン

　　・支援経過記録

　　・指導（支援）経過記録〔指定様式３〕

　　・指導対象者評価表〔指定様式４〕

　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．受講要件のうち個別要件に関する確認書類

　　・受講要件①に関する証拠書類等

　　・受講要件②に関する証拠書類等

　　・受講要件③に関する証拠書類等

　　・受講要件④に関する証拠書類等

　　・受講要件⑤に関する証拠書類等

※　１，２，３，４については全員提出、５については該当のものをいずれか１つ提出して下さい。

※　４については、「提出事例シート」を表紙にして別冊でまとめて下さい。

該当の提出物について受講者チェック欄に○をつけて書類と一緒に送付する



　　　　　　　　　　　（ＦＡｘ：０５２－２１２－１６１５）

　　・受講に関してご質問がある場合、メールでのお問い合わせが出来ない方は、この質問票をＦＡＸして下さい。

　　・質問内容を確認したうえで原則、ホームページ又はＦＡＸにて回答させて頂きます。

　　・質問の内容によっては、確認作業のため回答に時間がかかる場合もありますので、ご承知おき下さい。

市町村

〔質問内容〕

〔回答〕

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

平成２８年度主任介護支援専門員更新研修に関するＦＡＸ質問票

公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会　宛

事業所の名称

担当者名

  質問は、この用紙に記入してＦＡＸ下さい 



　　　　　【様式Ⅰ】
　　　　　　　主任介護支援専門員更新研修の受講要件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】

受講者名

開 催 日

経験種類
（該当を○で囲む）

・企画と講師、ファシリテータ　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

主催者
（該当を○で囲む）

関係した
研修会等の名称

受講対象者 ・介護支援専門員　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

説　明
（あれば記入）

添付書類
（職能団体の研修

のみ添付）

  　※自分が企画、講師やファシリテータ等関係した研修を記載する

・愛知県シルバーサービス振興会
・愛知県社会福祉協議会
・愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
・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）
・地域包括支援センター（センター名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
・行政機関（機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・職能団体（団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・個人、その他（個人名他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・企画書　　・講師依頼書　　・案内状　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　（職能団体主催の研修のみ確認できるものを添付して下さい）

〔研修実施機関名〕

研修実施機関
（講師・ファシリテータ経験を確認し押印）

 
  印 



　　　　　〔平成　　　年度受講分〕 　　【様式Ⅱ】

　　　　　　　　　主任介護支援専門員更新研修の受講要件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】

受講者名

研修名称

開 催 日

主催・共催者

対　象

研修内容

添付書類 ・修了証（原則必須）又は履修証明書（様式任意）　

研修名称

開 催 日

主催・共催者

対　象

研修内容

添付書類 ・修了証（原則必須）又は履修証明書（様式任意）　

研修名称

開 催 日

主催・共催者

対　象

研修内容

添付書類 ・修了証（原則必須）又は履修証明書（様式任意）　

研修名称

開 催 日

主催・共催者

対　象

研修内容

添付書類 ・修了証（原則必須）又は履修証明書（様式任意）　

 　　　 ※参加した法定外の介護支援専門員向け研修の明細を列記して確認資料を添付する



　【様式Ⅲ】

　　　　　　　主任介護支援専門員更新研修の受講要件③

　　　【日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会等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】

受講者名

講演、シンポジスト
研究発表、事例提供等

（該当を○で囲む）

講演、シンポジスト
研究発表、事例提供

その他（　　　　　)

講演、シンポジスト
研究発表、事例提供等

（該当に○印）

区　分 主催団体名

日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会等の学術大会

日本ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会等主催の研修会
後援会、シンポジウム、フォーラム等

※実績を証明できる次のような書類を添付して下さい

（１）学術大会、学会、研修会等の発行する参加証明書

（２）講演、シンポジウム、研究発表等を行った場合には、プログラム・抄録集などの表紙と

　　 申請者の氏名の掲載されている頁の写し



　　　　【様式Ⅳ】

　　　　　　　　　　　主任介護支援専門員更新研修の受講要件⑤

　　　　　【主任介護支援専門員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る者】

受講者名

　　上記の者は、地域包括支援センターに勤務する主任介護支援専門員で、業務に十分な知識と経験を有する者で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  あり、主任介護支援専門員更新研修の受講者として推薦します。

市町村長名

　　　　　　　　　　〔地域包括支援センターに従事している主任介護支援専門員で市町村長の推薦がある者〕

　〔勤務中の地域包括支援センター名〕

市町村名  
   印 



　　　　　【様式Ⅴ】
　　　　　　　主任介護支援専門員更新研修の受講要件⑤

受講者名

確認・添付書類

修了証

　【主任介護支援専門員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る者】

区　　分

「愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会」主催
愛知県主任介護支援専門員資質向上研修を修了している
（平成２５年度、２６年度、２７年度に実施したものに限る）
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