
所属 氏名

９：３０～１６：３０ ①介護保険施設向け研修 宮崎県介護支援専門員協会 石川　由美 ＪＡ・ＡＺＭホール（２０２） 24

９：３０～１６：３０ ②認知症対応型共同生活介護向け研修 宮崎県介護支援専門員協会 原　幸司 ＪＡ・ＡＺＭホール（３０２） 23

９：３０～１６：３０
③（看護）小規模多機能型居宅介護向け研
修

宮崎県介護支援専門員協会 原　幸司 ＪＡ・ＡＺＭホール（２０１） 14

９：３０～１６：３０ ④居宅介護支援事業所向け研修 宮崎県介護支援専門員協会 石川　由美 ＪＡ・ＡＺＭホール（２０２） 49

2 県央ブロック研修会 令和元年９月７日（土） １３：３０～１６：３０

介護支援専門員は個別支援から地域支援
へ
～コミュニティーソーシャルワークについて
考える～

九州保健福祉大学 山﨑　睦男 ＪＡ・ＡＺＭホール 115

3 県北ブロック研修会 令和元年９月２１日（土） １３：３０～１６：３０
アセスメントはなぜ大切なのか？
～利用者理解なくしてケアマネジメントはあ
りえない！～

兵庫県対人援助研究所 稲松　真人 大王谷コミュニティーセンター 72

4
介護支援専門員とリハビリテーション
専門職との合同フォーラム

令和元年１０月１２日（土） １４：００～１７：００
制度仕組みの理解から連携のポイントを探
る
他

宮崎市立田野病院
他

黒木　洋美
他

ＪＡ・ＡＺＭホール 182

5
宮崎県老人福祉サービス協議会
居宅介護支援事業所県央ブロック研修

令和元年１０月１７日（木） １３：００～１６：１０
高齢者向け住宅入居者の居宅サービス計
画
～アセスメントと説明・同意～

東洋大学 高野　龍昭 宮崎市民文化ホール 56

6 施設ケアマネジャー研修会 令和元年１０月１９日（土） １３：００～１６：００

ケアマネジャーの役割を施設で伝えるため
に
～改めて考えるケアマネジメントとＩＣＦの視
点によるケアプランの確認～

福岡県介護支援専門員協会 江上　文幸 ＪＡ・AZMホール 88

7
（県央）

令和元年１１月２日（土）
クリニックうしたに 松﨑　泰憲 ＪＡ・AZMホール 107

8
（県北）

令和元年１１月９日（土）
大貫診療所 榎本　雄介 日向市中央公民館 76

9
（県南）

令和元年１１月１６日（土）
ホームクリニックみまた 郡山　晴喜 都城市中央公民館 85

10
主任介護支援専門員フォローアップ研
修

令和元年１１月１３日（水） １３：３０～１６：３０
指導できるアセスメント力を高めるための視
点を学ぶ

一般財団法人仁風会 川添　チエミ シーガイア 141

参加
人数

会場
講師

受講要件（２）職能団体等が開催する法定外の研修等　実績一覧　（平成２７年度～令和元年度）

開催日時
開催時間

※休憩時間は除く

主催団体名　　　宮崎県介護支援専門員協会　　

内容（テーマ）

1

２０１９年５月１８日（土）

年度 研修名

終末期における利用者支援と医療職との連
携について

２０１９年５月２５日（土）

ケアマネジメント実務の手引き研修1

医療系サービスの理解と在宅医療に
係る多職種事例検討会

１４：００～１７：００



所属 氏名

11 令和元年１１月２０日（水） １０：００～１６：００
介護保険制度の現状と動向
他

宮崎県介護支援専門員協会
岡崎　浩司

他
県福祉総合センター 23

12 令和元年１２月１３日（金） １０：００～１６：００
コミュニティーソーシャルワーク
他

宮崎県介護支援専門員協会
児玉　あかね

他
ＪＡ・AZMホール 24

13 令和元年１２月１６日（月） １０：００～１５：３０
地域診断の経過
他

株式会社 在宅看護実践研究所 小林　裕美 ＪＡ・AZMホール 24

14 県南ブロック研修会 令和元年１２月１４日（土） １３：００～１６：３０
根拠（エビデンス）に基づくケアマネジメント
の実践～ケアプランの根拠（エビデンス）を
説明できますか？～

一般社団法人仁風会 川添　チエミ
都城市ウエルネス交流プラザ

茶霧茶霧ギャラリー
76

15 西都・児湯ブロックネットワーク研修会 令和元年１１月３０日（土） １０：００～１２：００ 高齢者と薬の関係
木城町薬局
坂田病院

山尾　英輝 木城町交流センター
（リバリス）

15

16 研究大会 令和２年２月１１日（火・祝） １０：００～１５：５０
全世代型ケアマネジメントの実現に向けて
～切れ目ない支援、皆のこころに安心を～

厚生労働省
他

山内　強
他

シーガイア 197

研修名 開催日時
開催時間

※休憩時間は除く
内容（テーマ）

講師
会場

参加
人数

1

主任介護支援専門員
リーダー養成研修会



所属 氏名

1
課題整理総括表の役割と活用方法に
関する研修会

平成３０年７月２０日（金） １０：００～１６：００ 課題整理総括表の役割と活用方法 (株)日本総合研究所 齊木　大 ＪＡ・ＡＺＭホール 167

2 県央ブロック研修会 平成３０年９月８日（土） １３：００～１６：００
障がい者総合支援法について
～事例を通して介護支援専門員の役割や
支援を行う上で必要な視点を考える～

宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会 前田　良一 宮崎県福祉総合センター 97

3 県北ブロック研修会 平成３０年１０月２０日（土） １０：００～１６：００ 事例検討会の必要性と進め方について 宮崎県介護支援専門員協会 岡崎　浩司 延岡市社会教育センター 58

4
第１１回訪問リハビリテーションフォー
ラム2018　Ｐａｒｔ２

平成３０年１０月２８日（日） １０：００～１６：００
平成３０年介護報酬改定を受けての検証：
協働に向けた役割

埼玉県立大学大学院
川越　雅弘

他
ＪＡ・ＡＺＭホール 67

5 県南ブロック研修会 平成３０年１１月１１日（日） １３：３０～１６：３０
介護保険改正（平成３０年４月）による現状
と今後の課題や展望

東洋大学 高野　龍昭
高原町総合保健福祉センター

ほほえみ館
92

6
主任介護支援専門員ケアマネフォロー
アップ研修

平成３０年１１月６日（火） １３：３０～１６：３０

あの人みたいな主任介護支援専門員にな
りたいと感じてもらうために
～ケアの専門性の継続・自己規律・自己実
現を紐解く～

国際医療福祉大学大学院 石山　麗子 シーガイア 168

7
（県北）

平成３０年１１月３日（土）
黒木　直子 ベルフォート日向 91

8
（県央）

平成３０年度１１月１１日（日）
楠木　千恵子 ＪＡ・AZMホール 93

9
（県南）

平成３０年１１月２５日（日）
瀬口　郁代 都城ホテルロイヤル 61

10
（県北）

平成３０年１１月３日（土）
中川　孝 ベルフォート日向 84

11
（県央）

平成３０年度１１月１１日（日）
岡元　俊雄 ＪＡ・AZMホール 70

12
（県南）

平成３０年１１月２５日（日）
野口　正智 都城ホテルロイヤル 51

13 施設ケアマネジャー研修会 平成３０年１１月１７日（土） １３：００～１６：００

介護保険施設ケアマネジャーの現状から見
える課題
～施設ケアマネジャーの課題に対する実践
の提案～

宮崎県介護支援専門員協会 原　幸司
宮崎県福祉
総合センター

82

14 西都・児湯ブロックネットワーク 平成３０年１２月８日（土） ９：００～１２：００
栄養ケアマネジメントと介護支援専門員に
必要な視点

宮崎県栄養士会 楠木　千恵子 新富町総合交流センターきらり 14

15 研究大会 平成３１年２月３日（日） １０：００～１５：４５
「共生社会」の実現に向けて
～値域で支える　見守る～

シーガイア
川部　勝一

他
厚生労働省 373

開催時間
※休憩時間は除く

内容（テーマ）
講師

会場
参加
人数

宮崎県栄養士会

宮崎県薬剤師会
薬剤管理に課題のある事例を通して解決
策を考える

９：３０～１2：３０

医療系サービスの理解と在宅医療に
係る多職種事例検討会

（宮崎県薬剤師会）
１３：３０～１６：３０

低栄養高齢者の事例を通して対処方法を
検討する

医療系サービスの理解と在宅医療に
係る多職種事例検討会

（宮崎県栄養士会）

30

年度 研修名 開催日時



所属 氏名

1 日南・串間ブロックネットワーク研修会 平成２９年７月１日（土） １３：００～１６：００
自立支援型のケアマネジメントを目指して
～リハマネジメントからの気づき～

宮崎県理学療法士会 中田　洋輔 南郷ハートフルセンター 46

2 西都・児湯ブロックネットワーク 平成２９年７月２９日（土） ９：００～１２：００
地域ケア会議におけるプレゼンテーション
の方法について

潤和地域包括ケアセンター 児玉　睦代 新富町福祉学習等併用施設 32

3 県北ブロック研修会 平成２９年８月１９日（土） ９：３０～１２：３０
課題整理総括表の役割と活用方法につい
て

株式会社日本総合研究所　創発戦略セン
ター

齊木　大 ホテルベルフォート日向 120

4 県南ブロック研修会 平成２９年８月２０日（日） １０：００～１３：００
サービス担当者会議で意見を引き出せるス
キルを磨こう！

九州保健福祉大学 川﨑　順子 都城市コミュニティセンター 116

5 県央ブロック研修会 平成２９年９月２日（土） １４：００～１７：００
在宅での看取りと介護支援専門員に求めら
れる役割
～地域医療と介護連携の体制づくり～

串間市市民病院 松田　俊太郎 ＪＡ・ＡＺＭホール 116

6
主任介護支援専門員ケアマネフォロー
アップ研修

（県北）
平成２９年１０月１９日（木）

（県央）
平成２９年１０月２０日（金）

９：３０～１６：４５ スーパービジョン 介護老人保健施設クオリエ 宇治野　由美子
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ門川

シーガイア
33
94

7 施設ケアマネジャー研修会

（県央）
平成２９年１１月３日（金）

（県北）
平成２９年度１１月４日（土）

１０：００～１６：００

介護保険施設ケアマネジメント実務の手引
きについて
～施設ケアマネジメントの進め方のポイント
～

宮崎県介護支援専門員協会 原　幸司
宮崎県福祉
総合センター

日向市中央公民館

87
40

8
在宅医療・介護連携ケアマネジメントに
関する研修会

（県央）
平成２９年１１月５日（日）

（県北）
平成２９年度１１月１２日（日）

９：３０～１１：３０
医療と介護の連携における県内の取り組み
について
～実践事例を通して～

宮崎県立日南病院
美郷町国民健康保険西郷病院

木佐貫　篤
金丸　吉昌

宮崎観光ホテル
延岡総合文化センター

181
92

9 介護予防支援従事者研修
平成２９年１１月２９日（水）
平成２９年１１月３０日（木）

１３：００～１６：３０
１０：００～１６：１５

自立支援型地域ケア会議について
他

宮崎県福祉保健部　長寿介護課
医療・介護連携推進室

甲斐　慎一郎 シーガイア 107

10 研究大会 平成３０年２月４日（日） １０：００～１５：４５
新たな時代へ　～それぞれの思いを一つ
に！～

シーガイア
遠藤　征也

他
厚生労働省 373

11
【第２回】西都・児湯ブロックネットワー
ク

平成３０年２月２４日（土） ９：００～１２：００
生活機能評価の目的と意味、因子分解の
考え方について

宮崎県福祉保健部　長寿介護課
医療・介護連携推進室

與那嶺　祐樹
新富町老人福祉センター

大集会室
25

内容（テーマ）
講師

会場
参加
人数

年度 研修名 開催日時
開催時間

※休憩時間は除く

29



所属 氏名

1
介護支援専門員研修に係る講師学習
会

平成２８年６月４日（土） １３：００～１７：００
介護支援専門員研修の見直しについて改
正のポイント等
意義ある講義・演習を行うポイント

宮崎県介護支援専門員協会
中村　みどり
川﨑　順子

県福祉総合センター 58

2 日南・串間ブロックネットワーク研修会 平成２８年９月２５日（日） １３：００～１６：００ 利用者の自立支援を目指して
Ｈｅａｌｉｎｇ　ｆｏｒｅｓｔ
～癒しの森～

明石　二郎
串間市

総合保健センター
62

3 県南ブロック研修会 平成２８年１０月１６日（日） １３：３０～１６：３０
自立支援に向けたケアマネジメントのあり
方について

介護老人保健施設クオリエ 宇治野　由美子
高原町総合保健福祉センター

ほほえみ館
111

4
主任介護支援専門員フォローアップ研
修

（県央）
平成２８年１１月２８日（月）

（県北）
平成２８年１１月３０日（水）

９：３０～１６：４５
主任介護支援専門員実態調査　中間報告
講師、ファシリテーターの基本姿勢よりよい
講義をするためには

宮崎県介護支援専門員協会 川﨑　智志
ＪＡ・ＡＺＭホール

延岡市教育センター
130
72

5 県北ブロック研修会
平成２８年１２月２３日

（金：祝）

午前の部
９：３０～１２：３０

午後の部
１３：３０～１６：３０

質の高いケアマネジメントを目指して
Ｈｅａｌｉｎｇ　ｆｏｒｅｓｔ
～癒しの森～

明石　二郎
延岡市商工会議所

中小企業振興
センター

97
96

6
在宅医療・介護連携ケアマネジメントに
関する研修会

平成２９年１月１９日（木）

午前の部
１０：００～１３：００

午後の部
１４：００～１７：００

病院急性期病棟及び連携室の役割につい
て
宮崎県ケアプラン適正化支援マニュアルの
説明

宮崎県立宮崎病院
宮崎県介護支援専門員協会

松浦　佳子
児浪　俊之

宮崎市民文化ホール
224
214

7 宮崎東諸県ブロックネットワーク研修会 平成２９年１月２１日（土） ９：３０～１２：３０ 栄養マネジメントを学ぼう 宮崎医療センター病院・健康増進室 入佐　千保子
宮崎市高岡地区

農村環境改善センター
64

9 県央ブロック研修会 平成２９年２月４日（土） １３：３０～１６：３０ 自立支援型のケアマネジメントを目指して 宮崎県理学療法士会 中田　洋輔 県福祉総合センター 85

10 研究大会 平成２９年２月１２日（日） １０：００～１５：４０

基調講演：２０１８年に向けた介護保険制度
の動向
シンポジウム：医療と介護の連携のあり方
について

厚労省 石山　麗子　他 シーガイア 381

11 介護予防支援従事者研修
平成２９年２月２０日（月）
平成２９年２月２１日（火）

１２：３０～１６：５０
１０：００～１６：００

これからの介護予防
高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備
の推進

都城市山田・高崎地区地域包括支援セン
ター
日向市日知屋地域包括支援センター
のじり地域包括支援センター

大浦　栄子
梅田　大介
吉田　啓太

県福祉総合センター
103
101

12 施設ケアマネジャー研修会 平成２９年３月４日（土） １０：００～１６：００
介護保険施設ケアマネジメント実務の手引
きについて

日本介護支援専門員協会 七種　秀樹 県福祉総合センター 85

13 西都・児湯ブロックネットワーク研修会 平成２９年３月１１日（土） ９：３０～１３：００ 自立支援に資するケアマネジメントとは 株式会社ＡＸＩＳ 児嶋　咲由美 木城交流センター 40

年度 研修名 開催日時
開催時間

※休憩時間は除く
内容（テーマ）

講師
会場

参加
人数

28



所属 氏名

1
介護保険制度改正・介護報酬改定
に係る伝達研修

平成２７年４月１８日（土） ９：００～１２：００
介護保険制度改正・介護報酬改定に係る
伝達研修

県協会副会長
長友　あかね
大峯　伸一

ＪＡ・ＡＺＭホール 201

2
課題整理総括表の役割と活用方法に
関する研修会（第１弾）

平成２７年７月２０日（月：祝） ９：００～１２：００
課題整理総括表の役割と活用方法に関す
る研修会（第１弾）

株式会社日本総合研究所 齊木　大 ＪＡ・ＡＺＭホール 189

3
課題整理総括表の役割と活用方法に
関する研修会（第２弾）

平成２７年７月２０日（月：祝） １３：３０～１６：３０
課題整理総括表の役割と活用方法に関す
る研修会（第２弾）

株式会社日本総合研究所 齊木　大 ＪＡ・ＡＺＭホール 190

4
介護支援専門員に関する法定研修に
係る講師学習会のご案内

平成２７年８月１日（土） ９：００～１６：００
対人援助技術、要介護者要支援者権利擁
護

ＥＲＩＣ国際理解教育センター 角田　尚子 ＪＡ・ＡＺＭホール 86

5
延岡・西臼杵
ブロックネットワーク

平成２７年８月８日（土） ９：２０～１２：３０

『食べることについて』 『嚥下のメカニズム』
『中鎖脂肪酸（ＭＣＴ）』『低栄養改善につい
て』
『低タンパク食について』

　晴峰商事株式会社　株式会社フードケア
日清オイリオ株式会社　株式会社ニュート
リー
キッセイ薬品工場株式会社

延岡総合文化
センター

40

6
課題整理総括表の役割と活用方法に
関する研修会（第３弾）

平成２７年１０月３１日（土） ９：００～１２：００
課題整理総括表の役割と活用方法に関す
る研修会（第３弾）

株式会社日本総合研究所 齊木　大 シーガイア 104

7
課題整理総括表の役割と活用方法に
関する研修会（実践編）

平成２７年１０月３１日（土） １３：３０～１６：３０
課題整理総括表の役割と活用方法に関す
る研修会（実践編）

株式会社日本総合研究所 齊木　大 シーガイア 114

8 主任ケアマネフォローアップ研修
平成２７年１０月５日（月）

平成２７年１０月２８日（水）
平成２７年１１月３１日（月）

９：２０～１６：３０
『事例指導・事例検討における主任介護支
援専門員の役割』他

NPO法人 日本地域福祉研究所 國光　登志子 ＪＡ・ＡＺＭホール 81

9 介護予防支援従事者研修
平成２７年１２月９日（水）

平成２７年１２月１７日（木）
１０：００～１６：００ 介護予防支援従事者研修 宮崎市中央西地区地域包括支援センター 藤澤　宏年 県福祉総合センター 110

10
在宅医療・介護連携ケアマネジメントに
関する研修会

平成２８年２月３日（水） １４：００～１７：００
退院支援における医療と介護について
宮崎県ケアプラン適正化支援マニュアルの
説明

宮崎県ソーシャルワーカー協会
宮崎県介護支援専門員協会

宮崎　浩
川﨑　智志

ＪＡ・ＡＺＭホール 500

11 研究大会 平成２８年２月１１日（木） １０：００～１５：４０

講演：『介護支援専門員研修改善事業から
見えてくるケアマネジャーに期待するこ』
シンポジウム：『宮崎県における介護支援専
門員研修新カリキュラムの実施について』

厚生労働省 川島　英紀　他 ＪＡ・ＡＺＭホール 282

12 施設ケアマネ研修会 平成２８年３月５日（土） １０：００～１５：００ 認知症高齢者のケアマネジメントについて 特別養護老人ホーム富の里 藤崎　陽子 ＪＡ・ＡＺＭホール 93

内容（テーマ）
講師

会場
参加
人数

年度 研修名 開催日時
開催時間

※休憩時間は除く

27



所属 氏名

28 1
看護師職能Ⅱ
（介護・福祉関係施設・在宅等領域）研
修会

平成28年8月20日 ９：２５～１５：００ 高齢者ケア施設等の看護師の在り方
特別養護老人ホーム
みずべの苑

川崎　千鶴子
宮崎県看護等
研修センター

-

所属 氏名

1
宮崎県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会　職員研修会

令和元年１０月３日（木） １０：００～１６：００
共生型社会における地域包括・在宅介護支
援センターの機能や役割について

株式会社ツクイスタッフ 伊藤　亜記 県福祉総合センター -

2
宮崎県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会　職員研修会Ⅱ

令和２年１月２０日（月） １３：３０～１６：３５ 高齢者の権利擁護について 宮崎県社会福祉士会 大山　由美子 県福祉総合センター -

30 1
宮崎県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会　職員研修会

平成３０年１０月１１日（木） １０：００～１６：００ 高齢者を取り巻く法律問題 法テラス宮崎法律事務所 太田　圭一 県福祉総合センター -

1 地域包括ケア推進のための研修会 平成３０年２月１７日（土） １３：００～１７：００
地域包括ケアにおける地域ケア会議の役
割と課題

大分県杵築市役所 江藤　修
都城市

高崎保健福祉センター
-

2
宮崎県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会　職員研修会

平成３０年２月２６日（月） １０：００～１６：００
地域共生社会について
他

九州保健福祉大学 山﨑　睦男 県福祉総合センター -

1 職員研修会 平成２８年１１月１日（火） １０：００～１６：００ 生活困窮者支援について　他 　認定ＮＰＯ法人　抱樸 奥田　知志 県福祉総合センター -

2 地域包括ケア研修会 平成２９年１月１０日（火） １０：００～１５：３０ 防災対策について　他 宮崎県危機管理局 堀　尚子　他 県福祉総合センター -

3 県南ブロック研修会 平成２９年３月２日（木） １３：００～１６：３０ 生活困窮者支援について　他 ＮＰＯ法人　抱樸 奥田　知志　他 小林市中央公民館 -

開催日時研修名 内容（テーマ）

講師
会場内容（テーマ）

主催団体名　　　宮崎県在宅介護・地域包括支援センター協議会

年度 研修名 開催日時

※日本介護支援専門員協会、地域包括支援センター、地域支部等が主催する研修については、各団体事務局（事業所）へお問い合わせください。

主催団体名　　　宮崎県医師会　　　     　※該当研修なし　　

主催団体名　　　宮崎県看護協会

主催団体名　　　宮崎県介護福祉士会　　※該当研修なし　　

主催団体名　　　宮崎県社会福祉士会　　※該当研修なし　　

講師
会場

参加
人数

28

参加
人数

29

年度
開催時間

※休憩時間は除く

1

開催時間
※休憩時間は除く


