
 

 

 

 

 

介護支援専門員証の 

更新に必要な研修のご案内 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

介護支援専門員証の有効期間満了日が 

令和 ５年 ４月  １日から、 

令和 ６年 ３月３１日までの方 

へご案内しています。必ずご確認ください。  

※介護支援専門員証に「平成３５年」又は「平成３６年」 

と表記の方は、それぞれ「令和５年」又は「令和６年」に 

読み替えてください。 

 

 

 

 

 

※この案内は東京都で介護支援専門員の登録をしており、 

有効期間満了日が近い方全員に配付しています。 

 

 

 

 
 

ご自身の介護支援専門員証の有効期間や 

その更新のために必要な研修等を把握し、 

計画的な研修の受講をして頂く為の 

ご案内となっています。 
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令和４年３月１５日 

 
東京都登録の介護支援専門員の皆様へ 
 
 
                    公益財団法人東京都福祉保健財団 
 
 

介護支援専門員証の更新に必要な研修のご案内 
 

 

介護支援専門員証の有効期間満了日が、令和５年４月１日から令和６年３月

３１日までの方を対象に、介護支援専門員証の更新に必要な研修をお知らせし

ます。 

介護支援専門員証(以下「専門員証」という。)を更新するためには、下記のと

おり有効期間の満了日までに更新に必要な研修を修了する必要があります。 

なお、専門員証の更新をされない場合は、研修を受講する必要はありません。

専門員証の失効後は、再研修を修了することで、再度、専門員証の交付を受ける

ことができます。 

 

記 

 

１ 受講対象者と受講研修種別 
     

・ 東京都に介護支援専門員の登録をしている方が対象です。(他道府県に登録

移転をされる方は、移転先で受講いただくこととなります。) 

 

・ 現在の専門員証の有効期間内の介護支援専門員としての実務経験や前回受

講した研修等により、受講する研修が異なります。２頁【受講研修種別（更新

のために受けるべき研修の確認）】を確認してください(全体像は５頁フロー

チャート参照。)。 

実務経験の有無等に応じた適切な研修を受講してください。実務経験等が

実際と異なり、適切な研修を受講していないことが判明した場合は、申込は無

効となり、受講を取り消される場合があります。 

 

・ 主任介護支援専門員研修を受講された方で、現在の専門員証の有効期間内に

「主任介護支援専門員更新研修」を修了した方は、更新に必要な研修の受講

が免除されます。 

(注：「主任介護支援専門員研修」の修了のみでは、更新に必要な研修の受講は

免除になりません。)  
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【受講研修種別（更新のために受けるべき研修の確認）】 

 

(1)初めて更新をする方、及び前回「更新研修(実務未経験者向け)」
又は「再研修」を受講した方。 

  
①現在の専門員証の有効期間内に実務経験のない方。 

  ⇒更新研修(実務未経験者向け)を受講してください。 
 

②現在、介護支援専門員として従事し、就業後通算６ヶ月以上の実務経験
がある方。 

⇒専門研修課程Ⅰを受講してください。専門研修課程Ⅰ修了後、専門研

修課程Ⅱ、又は更新研修(実務経験者向け３２時間) を受講してください。

(※専門研修課程Ⅱや更新研修(実務経験者向け３２時間)と重複しての受

講はできません。) 
    

③（現在の専門員証の有効期間内において）専門研修課程Ⅰを修了した方
で、現在、介護支援専門員として従事し、就業後通算３年以上の実務経験
がある方。 

⇒専門研修課程Ⅱを受講してください。 (他団体が実施しております。

３ページ「各研修の実施機関」参照。) 
 
④（現在の専門員証の有効期間内において）専門研修課程Ⅰを修了した方
で、現在、介護支援専門員として従事していない、又は就業後通算３年以
上の実務経験がない方。 

⇒更新研修(実務経験者向け３２時間)を受講してください。 
 
⑤上記①～④に該当しない方。(現在の専門員証の有効期間内に実務経験
はあるが、②(専門研修課程Ⅰ)の要件に該当しない方。) 

⇒更新研修(実務経験者向け８８時間)を受講してください。 

 

 
(2)前回「専門研修課程Ⅱ」又は「更新研修(実務経験者向け)」を

受講した方。 
   

①現在の専門員証の有効期間内に実務経験のない方。 

  ⇒更新研修(実務未経験者向け)を受講してください。 
 

②現在、介護支援専門員として従事しており、就業後通算３年以上の実務
経験がある方。 

⇒専門研修課程Ⅱを受講してください。(他団体が実施しております。

３ページ「各研修の実施機関」参照。) 

 
③現在は介護支援専門員として従事していない、又は就業後通算３年以上
の実務経験がない方。 

⇒更新研修(実務経験者向け)３２時間を受講してください。 
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【各研修の実施機関】※研修種別により実施機関が異なります。 
 
《更新研修及び専門研修課程Ⅰ》 
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部介護人材養成室 ケアマネ担当 
電話 ０３－３３４４－８５１２  ＦＡＸ ０３－３３４４－８５９２ 
https://www.fukushizaidan.jp/ 「東京都福祉保健財団」で検索 

 
《専門研修課程Ⅱ》 
公益財団法人総合健康推進財団関東支部 
電話 ０３－６２６２－７１３２ 
https://www.soukensui-kanto.com/ 「健推財団関東」で検索 

 
《主任介護支援専門員(更新)研修》 
特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会 
電話０３－３２６３－５６３６ 
http://cmat.jp/ 「ＣＭＡＴ」で検索 

 
 
 
「介護支援専門員としての実務経験」とは 
次の事業所等で、介護サービス計画等の作成を行うことを指します。 
(ショートステイの計画のみの作成をされている方は対象になりません。) 

 
ア 居宅介護支援事業所(ケアプランを作成しない管理者も含む。) 
 
イ (介護予防)特定施設入居者生活介護の事業所 
 
ウ (介護予防)小規模多機能型居宅介護／(介護予防)認知症対応型共同生活介
護／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護／看護小規模多機能型居宅介護の事業所 

 
エ 介護保険施設 
 
オ 介護予防支援事業所及び基準該当介護予防支援事業所(保健師、社会福祉士、
看護師の配置の場合も含む。) 

 
カ 地域包括支援センター(保健師、社会福祉士、看護師の配置で、予防プラン
を作成した場合も含む。主任介護支援専門員は、ケアプランを作成していな
い場合も含む。) 
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２ 令和４年度募集スケジュール 

 ・各研修日程及び申込書類等は、各期の募集開始時に募集案内とあわせ、当財

団のホームページに掲載します。各自対象の研修種別をご確認の上、募集が始

まりましたら、申込書類をダウンロードし、募集案内に沿って必要な手続きを

お願いします。 

 （専門員証の更新に必要な研修は、実務経験等により異なるため、当財団が研

修申込開始時に募集案内等の申込書類を個別にお送りすることはございませ

ん。） 

  なお、ホームページを御覧になれない方、受講申込書が印刷できる環境にな

い方は、下記４に記載の問い合わせ先まで御連絡ください。 

・専門研修課程Ⅱ及び主任介護支援専門員(更新)研修については、実施機関

(３頁「各研修の実施機関」)へお問い合わせください。 
 

※募集スケジュールの詳細は事前に当財団のホームページに掲載します。なお、
今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、募集時期や実施時期等が
変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。 
※更新研修（実務経験者 32時間・88時間）は第２期のみの実施となります。 

 

３ 受講料 
(1) 更新研修(実務未経験者向け)５４時間 ２８，５００円 
(2) 更新研修(実務経験者向け) ８８時間 ５８，３００円 
(3) 更新研修(実務経験者向け) ３２時間 ２３，８００円 
(4) 専門研修Ⅰ        ５６時間 ３４，５００円 

 実施時期 

 

 

研修名 

第１期 第２期 第３期 

令和４年 

６－８月 

未経験は令和 4年 10 月 

88時間は令和 4年 9-12月 

32時間は令和 4年 11-12 月 

専Ⅰは令和 4 年 9-11 月 

未経験は令和 5年 3月 

専Ⅰは令和 5 年 1-2月 

更新研修 

(実務未経験者) 
－ 

令和４年７月下旬 

（予定） 

令和４年１２月中旬 

（予定） 

更新研修 

(実務経験者 88時間) 
実施なし 

令和４年７月上旬 

(予定) 
実施なし 

更新研修 

(実務経験者 32時間) 
実施なし 

令和４年８月下旬 

（予定） 
実施なし 

専門研修課程Ⅰ 
令和４年４月上旬 

（予定） 

令和４年６月上旬 

（予定） 

令和４年１０月上旬 

（予定） 



 

 

介護支援専門員証 更新のための研修フローチャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 専門研修の受講要件 （受講申込時点で介護支援専門員の業務に従事し専門研修の受講要件を満たす方は、専門研修を受講していただきます。） 

【専門研修Ⅰ】現任で就業後６か月以上の方  （実施団体 公益財団法人東京都福祉保健財団 http://www.keamane.tokyo.jp/index.html） 

【専門研修Ⅱ】現任で専門研修Ⅰを修了し、就業後３年以上の方  （実施団体 公益財団法人総合健康推進財団 https://www.soukensui-kanto.com/） 

   ※2 現在の専門員証の有効期間内に実務経験があるにも関わらず、更新研修（実務未経験者向け）を受講し、専門員証の更新をした場合、専門員証の交付は取消しとなります。 

実務経験の有無に応じた適切な研修を受講してください。 

※3 「主任介護支援専門員更新
．．

研修」を修了した方は、介護支援専門員更新研修が免除されます。 

⑥の場合 ①～⑤の場合 

はい 

２回目以降 １回目 はい いいえ 

はい いいえ 

 

現在の介護支援専門員証有効期間（５年）の間に、介護支援専門員としての業務経験がある。 

現在の専門員証の有効期間中に、 

専門研修Ⅰを修了している。 

 

現在の専門員証の有効期間中に、 

専門研修Ⅱを修了している。 

更新研修を受講する必要はありません。 

有効期間満了日の約３ヶ月前に、登録されているご住所に「更新手続きについてのご案内」をお送りいたします。（「ご案内」が届かない場合は、財団にご連絡ください。） 

特に更新研修を受講する必要はありませ

ん。再
．
研修をご受講いただければ、専門員

証の有効期間満了後でも、介護支援専門証

の交付を受けることができます。 

今後、介護支援専門員証が必要な業務に 

従事する予定がある。 
専門員証の更新回数（再

．
研修を受講し、介護支援専門員証の交付を受けた方は「１回目」へ） 

①更新研修８８時間(実務経験者) を受講。 

現任で受講要件※1を満たす方は②又は③ 

②専門研修Ⅰを修了後、専門研修Ⅱを受講。 

③専門研修Ⅰを修了後、 

更新研修３２時間(実務経験者)を受講。 

 

このフローチャートについての問合せ先  

公益財団法人東京都福祉保健財団 
電話０３－３３４４－８５１２ 

スタート 

いいえ 

いいえ はい 

現在の専門員証の有効期

間内に更新研修（実務未
．

経験者）を受講。※2 

介護支援専門員証は更新の都度、所定の研修を受講する必要があります 

 

①現任で受講要件※1を満たす方は

専門研修Ⅱを受講。 

②①の受講要件に該当しない方は 

更新研修３２時間(実務経験者) 

を受講。 

前回の専門員証更新の際に修了した研修 
 

①専門研修Ⅰ＋専門研修Ⅱ 

②専門研修Ⅰ＋更新研修（専門研修Ⅱ相当） 

③更新研修（実務経験者向け:専門研修Ⅰ相当＋専門研修Ⅱ相当） 

④専門研修Ⅱのみ＊連続して実務経験者として更新した方 

⑤更新研修（専門研修Ⅱ相当）のみ＊連続して実務経験者として更新した方 

⑥更新研修（実務未経験者向け） 

 

はい いいえ いいえ はい 

現在の専門員証の有効期間中に、 

専門研修Ⅰを修了している。 

現在の専門員証の有効期間中に、 

専門研修Ⅱもしくは 

更新研修(専門研修Ⅱ相当)を 

修了している。 

①現任で受講要件※1を満たす方は

専門研修Ⅱを受講。 

②①の受講要件に該当しない方は 

更新研修３２時間(実務経験者) 

を受講。 

①更新研修８８時間(実務経験者) を受講。 

現任で受講要件※1を満たす方は②又は③ 

②専門研修Ⅰを修了後、専門研修Ⅱを受講。 

③専門研修Ⅰを修了後、 

更新研修３２時間(実務経験者)を受講。 

 

５
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