
令和４年度 神奈川県介護支援専門員専門研修・更新研修 応募要項 

主催：学校法人 西田学園 アルファ医療福祉専門学校  

１ 本研修の目的 

ケアマネジメントにおいて、その中核的な役割を担う介護支援専門員に対し定期的な研修受講の機会を確保し、専門職として専門

性の向上（介護保険制度の基本理念である利用者本位、自立支援、公正中立等の理念を理解）を図ることで利用者の自立支

援に資する適切なケアマネジメントの実現を目的としています。 

 

２ 対象研修・受講資格・応募資格 

■応募資格 

本研修受講には、以下の条件が必須となります。条件に当てはまらない場合は、本研修の受講は出来ませんのでご了承ください。 

① 研修日程全てに出席が可能な方 

② 介護支援専門員として下記「■対象研修・受講資格」記載の期間以上の実務経験を有する方 

③ パソコン・スマートフォン等を利用したオンライン学習を受講できる方 ※インターネット推奨環境は、以下詳細をご確認ください 

＜推奨通信環境＞ 

■パソコン 

【Windows】 OS 
Windows 10 

※日本語版のみ対象 
ブラウザ 

Google Chrome / Firefox /  

Microsoft Edge Chrominum 

※デスクトップモードでのみ動作確認を行っております。タブレットモード

では動作確認及び検証は行っておりません。 

【Mac】 OS MacOS10.13 以降 ブラウザ Safari 

■スマートデバイス （スマートフォン） 

【iOS】 OS iOS12 以降 ブラウザ Safari 

【Android】 OS Android 9 以降 ブラウザ Chrome 

 

■対象研修・受講資格 

本校では、「実務経験者向け研修」を実施いたします。ご自身の受講資格をご確認の上、お申し込みください。 

なお、介護支援専門員としての実務経験を有していない方は、当該研修を受講することはできません。 

 

①介護支援専門員 専門研修課程Ⅰ 及び 更新研修 56時間 

【専門研修課程Ⅰ】 

神奈川県に介護支援専門員の登録をしており、研修申込時点で介護支援専門員の実務経験が6か月以上あり、研修開始時点

で介護支援専門員証の有効期間が概ね１年以上ある方 

 

【更新研修56時間 ※専門研修課程Ⅰと同内容の研修】 

神奈川県に介護支援専門員の登録をしており、介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員として実務に従事している、

あるいは従事していた経験を有する方。 

かつ、研修開始時点で介護支援専門員証の有効期間が概ね１年以内に満了する方 

 

②介護支援専門員 専門研修課程Ⅱ 及び 更新研修 32時間 

【専門研修課程Ⅱ】 

神奈川県に介護支援専門員の登録をしており、研修申込時点で介護支援専門員の実務経験が３年以上あり、研修開始時点

で介護支援専門員証の有効期間が概ね１年以上ある方 

※今回の更新で、「専門研修課程Ⅰ(更新研修 56 時間)」及び「専門研修課程Ⅱ(更新研修 32 時間)」を受講される方は、 

研修開始時点で「専門研修課程Ⅰ(更新研修 56 時間)」を修了している必要があります 

 

【更新研修 32 時間 ※専門研修課程Ⅱと同内容の研修】 

・神奈川県に介護支援専門員の登録をしており、介護支援専門員証の有効期間中に、介護支援専門員として実務に従事してい

る、あるいは従事していた経験を有する方 

かつ、研修開始時点で介護支援専門員証の有効期間が概ね１年以内に満了する方 



３ 研修概要 

 

■研修受講方法について 

本研修は、オンライン学習を履修後に会場（対面）にて演習を実施いたします。 

オンライン学習 

e-ラーニングシステムを利用し、オンライン上で講義動画の視聴及び確認テスト（○×の選択問題）を 

実施いたします。全ての講義動画を視聴、確認テストに合格すると履修が認められます。 

詳細につきましては、受講決定後にお知らせいたします。 

会場実施 

オンライン学習履修後に、対面にて演習形式（グループワーク中心）の研修を実施いたします。 

会場は、全研修同一会場です。日程の詳細は、当校 HP の「研修日程表」をご確認ください。 

なお、科目により会場実施のみで履修完了する科目もございます。 

会場：アルファ医療福祉専門学校 1 号館 

住所：東京都町田市森野 1-7-8 （小田急線・JR 横浜線 町田駅より徒歩 7 分） 

 

■研修スケジュール（オンライン学習及び会場実施期間・研修定員） 

 コース名 オンライン学習開始日 会場実施期間 

専門研修課程Ⅰ(更新研修 56 時間) 令和 4 年 9 月 20 日 令和 4 年 10 月 13 日～12 月 20 日 

専門研修課程Ⅱ(更新研修 32 時間)Ａコース 令和 4 年 12 月 1 日 令和 5 年 1 月 12 日～2 月 7 日 

専門研修課程Ⅱ(更新研修 32 時間)Ｂコース 令和 4 年 12 月 20 日 令和 5 年 2 月 2 日～2 月 23 日 

専門研修課程Ⅱ(更新研修 32 時間)Ｃコース 令和 5 年 1 月 20 日 令和 5 年 3 月 7 日～3 月 30 日 

※各回の定員は、80 名です。  

※会場実施研修日程の詳細につきましては、研修日程表を参照してください。 

 

■専門研修Ⅰ 各科目受講方法 

科目 受講方法 

対人個別援助技術及び地域援助技術 オンライン学習のみ 

ケアマネジメントの実践における倫理 オンライン学習のみ 

個人での学習及び介護支援専門員相互間の学習 オンライン学習のみ 

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 オンライン学習のみ 

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状 会場実施のみ ※講義 

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 会場実施のみ ※講義・演習（グループワーク等） 

【ケアマネジメントの演習】 

・家族への支援の視点が必要な事例 

・看取り等における看護サービスの活用に関する事例 

・リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 

・入退院時における医療との連携に関する事例 

・認知症に関する事例 

・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 

・状態に応じた多様なサービスの活用に関する事例 

オンライン学習＋会場実施 

※講義部分のみオンライン学習 

※会場では、演習（グループワーク等）を行います。 

研修全体を振り返っての意見交換、講評及びネットワーク作り 会場実施のみ ※講義・演習（グループワーク等） 



■専門研修Ⅱ 各科目受講方法 

科目 受講方法 

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開 オンライン学習のみ 

【ケアマネジメントの演習】 

・家族への支援の視点が必要な事例 

・看取り等における看護サービスの活用に関する事例 

・リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例 

・入退院時における医療との連携に関する事例 

・認知症に関する事例 

・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 

・状態に応じた多様なサービスの活用に関する事例 

オンライン学習＋会場実施 

※講義部分のみオンライン学習 

※会場では、演習（グループワーク等）を行います。 

 

■課題提出について 

 各研修にて課題提出がございます。詳細につきましては、受講決定後にお知らせいたします。 

専門研修課程Ⅰ 

（更新研修 56 時間） 

ご自身が担当している（していた）利用者の方の事例報告書を作成し、研修初日にご持参いただ

きます。ご持参いただいた事例を基に２日目、３日目の事例演習を実施いたします。 

専門研修課程Ⅱ 

（更新研修 32 時間） 

ご自身が担当している（していた）利用者の方の事例報告書を作成し、研修開始前までに本校ま

でご提出いただきます。ご提出いただいた事例から各科目担当講師によって事例演習に使用する事

例を選出いたします。 

なお、演習に使用する事例として提出課題が選出された方は、ご提出いただいた事例に関する説明

や質疑応答等を行っていただきますので、ご承知おきください。 

 

■会場実施における感染症対策について 

・対面で実施する研修の前には、体調管理にご留意ください 

・来校時には、検温（校舎入口にて実施）、マスクの着用、アルコール手指消毒を徹底してください 

・会場では、3 密を防ぐため、複数の教室に分散して受講いただきます ※教室は日程により異なります 

・昼食は教室内で取ることが可能ですが、マスクを外しての会話はご遠慮ください（黙食にご協力ください） 

これらの事項等、基本的な感染対策が守られていない場合は、研修の出席が認められない場合がございますのでご注意ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 受講申し込み手続き 

  （1）「更新のために受講が必要な研修について」でご自身が受講する研修を確認してからお申込み手続きにお進みください 

 

  （2）当校ホームページの専用「申込フォーム」よりお申込みください。 

 

 

 

      ※専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの両方の研修を申込される場合、 

        申込内容の項目は、「専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱの両方を受講申込」を選択してください 

      ※申し込みが完了しましたら、自動返信メールが登録したメールアドレスに送信されます 

 

  （3）以下の書類をメールにてご提出ください。（PDF もしくは jpeg） 

      ①介護支援専門員証の写し 

      ②前回更新時に受講された研修の修了証明書の写し ※受講研修により提出される証明が異なります。 

       ※初回更新の方で「専門研修課程Ⅰ」および「更新研修 56 時間」を受講される場合は、②は不要となります。 

（初回更新の方） 専門研修課程Ⅱを申込される方は、「専門研修課程Ⅰ」の修了証明書をご提出ください 

（複数回更新の方） 前回更新時に受講された研修の修了証明書をご提出ください 

 ※前回、実務経験者向け研修を受講し、更新された方 

・・・専門研修課程Ⅰ及びⅡ修了証明書 又は 専門研修課程Ⅱのみの修了証明書 

 ※前回、介護支援専門員の実務に就かずに研修を受講し、更新された方 

・・・実務未経験者向け研修修了証明書 

 ※前回、資格を失効してしまい、「再研修」を受講された方 

・・・再研修修了証明書 

 

提出先メールアドレス kouza@alpha-net.ac.jp 

※データでのご提出が難しい場合は、申込受付期間内（8 月 22 日必着）に郵送にてご提出ください 

※送付先住所：〒194-0022 東京都町田市森野 1-7-8 アルファ医療福祉専門学校 研修担当 宛 

 

  （4）申込フォームの送信と必要書類の提出を以って、申し込み完了となります。 

      どちらか一方のみでは申し込みできませんので、ご注意ください。 

 

７ 受講料及び補講料について 

コース名 受講料 

専門研修課程Ⅰ(更新研修 56 時間) 43,200 円（テキスト代含む） 

専門研修課程Ⅱ(更新研修 32 時間)  32,200 円（テキスト代含む） 

    ※受講料のお支払いについては受講決定の際にお知らせいたします。 

       ※補講が発生した場合は、１科目につき 2,000 円の補講料をお支払いいただきます。 

 

８ 受講に関するお知らせについて 

受講を申し込まれた方の受講の可否については、8 月下旬よりメールにて順次通知いたします。 

なお、受講決定にあたっては、先着順ではなく有効期間満了日の近い方を優先させていただきますのでご了承ください。 

コース名 受講可否 通知目安 受講料振込期日 

専門研修課程Ⅰ(更新研修 56 時間) 8 月下旬ごろ 9 月上旬ごろ 

専門研修課程Ⅱ(更新研修 32 時間)  9 月上旬ごろ 9 月下旬ごろ 

 

申込受付期間：令和 4年 8月 1日（月）～8月 22日（月） ※申込・書類必着 

mailto:kouza@alpha-net.ac.jp


9 個人情報規定について 

  応募フォームにご入力いただいた内容及び各種添付書類に記載された個人情報については、本校個人情報保護方針に則り、 

適正に管理を行います。なお、神奈川県指定の研修実施機関にて補講が必要となった場合、受講申込者情報の一部を提供する 

こともあります。また、本研修修了後には修了者名簿に記載し、神奈川県に報告いたします。 

 

10 問い合わせ先（書類送付先） 

  〒194-0022 東京都町田市森野 1-7-8 

学校法人 西田学園 アルファ医療福祉専門学校 研修担当 

  E-mail：kouza@alpha-net.ac.jp   

TEL：042-729-1026（受付時間 月曜～金曜 9：00～17：00）  

mailto:kouza@alpha-net.ac.jp

