２０２０年度
内容

日時

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
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議題

場所

参加会員数

参加人数

174

-

-

1119回
再生

-

59

-

32

-

中止

21

58アク
セス

-

中止

議決事項
総会

-

書面表決による決議

1.2020年度事業計画案
2.2020年度予算案
3.幹事改選について

第2回例会

2020年6月17日（水）～
2020年6月30日（火）

YouTubeによる配信

1.講演：介護事業者における権利擁護と法令遵守～高齢者虐待防止・個人情報保護につい
て
＜愛知県弁護士会 弁護士 松隈 知栄子＞
「介護保険制度の基礎的理解について」

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
新規職員研修①（介護保
険制度）

＜日本福祉大学中央福祉専門学校
2020年7月16日(木)
10：00～16：00

名古屋市医師会館
６階 講堂

校長

長岩

嘉文＞

講義とグループワーク
・介護保険制度の基礎的理解
・介護保険制度についての確認クイズ
「サービス提供責任者の業務とは」

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
中堅職員研修①（サービ
ス提供責任者の業務）

＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会
2020年7月20日(月)
10：00～16：30

社会福祉研修センター
研修室

訪問介護サービス委員＞

1.サービス提供責任者の業務とは
2.サービス提供責任者の業務の流れ
3.アセスメント・モニタリング
4.記録研修

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
新規職員研修②「新規職
員研修（サロン）」

2020年7月31日（金）
13：00～17：00

社会福祉研修センター
研修室

「現場で活かせる新人職員の能力向上研修」
1.講演「空前の人不足を乗り切る仕組み」
＜㈱ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン

特別例会

2020年8月6日（木）
14：00～16：00

代表取締役社長

有本

均＞

2.名古屋市連絡事項
Zoomによるオンライン開催

(1)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事
業補助金について
(2)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
について

第1回介護支援専門員研修

2020年8月21日（金）
13：30～16：30

名古屋市医師会館
６階 講堂

地域ケア会議を活用した「権利擁護と成年後見制度」
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２０２０年度
内容

ダブルケア支援力向上研
修

第2回
介護支援専門員研修
（ケアマネジャーの基
本）第1日

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修⑤「介護職
員向けサロン」

日時

2020年9月10日（木）
13：30～16：30

Zoomによるオンライン開催

名古屋市医師会館
６階 講堂

2020年9月17日（木）
19：00～21：00

千種グリル

2020年9月18日(金)
10:00～16:50

第1回通所・入所系研修

2020年10月1日(木)
14:00～16:30

2/6

議題

場所

2020年9月15日(火)
10:00～16:50

第2回
介護支援専門員研修
（ケアマネジャーの基
本）第2日

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
1.ダブルケアの理解

＜名古屋学院大学現代社会学部講師

澤田

景子＞

2.ダブルケア経験談

＜ダブルケアパートナー代表

杉山

仁美＞

3.グループワーク（ダブルケア版クロスロード）
4.子育て支援に関する制度への理解
＜名古屋市役所子ども青年局子育て支援課＞
「居宅介護支援事業の業務 －書類・手続きを中心とした業務内容－」
1.開会挨拶・趣旨説明
2.契約・申請業務～利用者との契約から申請代行手続きまで～
＜(資) 東谷籐品製作所 武村 真昂＞
3.ケアマネジメント業務
＜（福）名古屋市社会福祉協議会 川口 由紀子＞
4.給付管理業務 ～国保連請求等～ ＜（福）名古屋市社会福祉協議会 川口 由紀子＞
5.福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修
＜㈱名城ケア－サービス 伊藤 綾乃＞
6.訪問入浴【デモンストレーションあり】
＜アサヒサンクリーン㈱＞
7.訪問介護
＜(福)名古屋市社会福祉協議会 杉崎 訓子＞
8.通所介護
＜㈱導夢 山田 英樹＞
9.ショートステイ
＜㈱リーベン 奥村 朱美＞
10.新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
について
＜(福)名古屋市社会福祉協議会 渡邉 亮＞
介護職員経験交流会(サロン)「チームケア向上に向けた取り組み」

「居宅介護支援事業の業務 －書類・手続きを中心とした業務内容－」
1.通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション
＜（医財）善常会 熊谷 泰臣＞
2.訪問看護
＜(一財)名古屋市療養サービス事業団 中根 容子＞
3.居宅療養管理指導
＜天池ホーム薬局 鈴木 弘子＞
名古屋市医師会館
4.地域密着型サービス
＜(福)愛知育児院 古川 忠利＞
６階 講堂
5.高齢者の住まい、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
＜㈲ソシオ 東 賢司＞
6.地域包括支援センターの役割、総合事業
＜（福）名古屋市社会福祉協議会 伊藤 二三男＞
7.日常生活自立支援事業と成年後見制度
＜ＡＰＬＥ㈱ 近藤 芳江＞
8.その他業務
＜南生協病院居宅介護支援事業所 渡久地 千絵＞
「イラストで理解する介護施設でのコロナ対策」
Zoomによるオンライン開催
＜日本赤十字豊田看護大学
教授
下間 正隆＞
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参加会員数

参加人数

-

17

12

57

-

中止

11

56

14

16アク
セス

２０２０年度
内容

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修①（ケアプ
ラン作成研修）

日時

2020年10月6日(火)
10：00～16：30

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
議題
＜(福)名古屋市社会福祉協議会

場所

名古屋市総合社会福祉会館
7階 大会議室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研④（ターミナ
ルケア研修）

2020年10月22日(木)
10：00～16：00

名古屋市医師会館
６階 講堂

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修③（医学基
礎知識）

2020年10月23日(金)
10:00～16:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

第3回例会

2020年10月29日(木)
14:00～16:30

Zoomによるオンライン開催
（後日講演動画のみYouTube
による配信）

なごや介護の日フェア
2020

2020年11月7日(土)
13：00～15：00

専用サイト Web 配信および
YouTubeLive 配信

1.ケアプランについて
渡邉 亮＞
2.各施設のケアプランの特徴と演習
(1)グループホーム
＜㈱導夢 グループホーム導夢 山田 英樹＞
(2)特別養護老人ホーム
＜(福)八事福祉会 第ニ八事苑 津田 明宏＞
(3)介護老人保健施設
＜(医)清水会 豊明老人保健施設 野村 優子＞
(4)介護付有料老人ホーム
＜(株)グローバル総合研究所 シンシア春日井 安藤 雄児＞
「介護現場における実践的ACP～利用者の日常生活の中にこそACPはある～」
＜国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部/EOLケアチーム医師
在宅医療・地域連携診療部/地域医療連携室長 西川 満則、
株式会社Old‐Rookie 快護相談所 和び咲び 副所長・介護支援専門員 大城 京子＞
1.ACPとは、地域でACPのイメージ
2.ACPを頭とハートで理解する
3.ACPの基本形を皮膚感覚で学ぶ
4.在宅現場とACP
5.ACPを広げる活動
6.ACPの入口；もしバナゲーム
7.キャッチするアンテナを磨く
8.コミュニケーションの基本
9.ＡＣＰを踏まえた在宅看取り
10.ＡＣＰ、３本柱、本人の最善７項目
11.チーム内での合意形成と多様性
「医学基礎知識」
＜一般社団法人名古屋市医師会 在宅医療・介護連携委員会 委員長
医療法人古山医院 院長
古山 明夫＞
1.老化による身体・構造・機能の変化
2.高齢者によく見られる症状と疑われる病気
3.高齢者によくみられる病気とその特徴
4.高齢者医療の目指すところ
5.名古屋市における在宅医療介護連携
1.講演：「介護保険法改正」の主要項目と今から取り組む事前対策
＜小濱介護経営事務所
代表
小濱 道博＞
2.名古屋市連絡事項
(1)高齢者施設等におけるPCR検査にかかる費用補助について
3.事務局連絡
1.KAIGOサポーターによる訪問プレゼント
2.KAIGOサポーター＆介護職員トークライブ
3.介護職員アイドルFEN-Girlsによるライブステージ
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参加会員数

参加人数

-

26

-

49

-

57

58

95アク
セス、
173回再
生

-

3451回
再生

２０２０年度

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
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第2回通所・入所系研修

2020年11月16日(月)
14:00～16:30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
管理者研修①「採用・面
接研修」

議題
「人間関係を円滑にするコミュニケーションスキル」
＜有限会社アップワード
皆本 昌尚＞
Zoomによるオンライン開催 1.良好な人間関係を築くコミュニケーションの本質が理解できる
2.コミュニケーションの癖から、自分の強みと弱みが理解できる
3.「怒りの感情」の源泉を理解し、怒りの感情との上手な付き合い方が理解できる
「これからの面接官に求められる「採用・面接スキル」と「定着支援スキル」とは!?」

2020年11月20日(金)
10:00～16:30

名古屋市総合社会福祉会館
研修室

内容

日時

場所

参加会員数

参加人数

6

7アクセ
ス

-

18

-

8

-

13

「サービス提供責任者の業務とは」

-

中止

介護職員経験交流会(サロン)「チームケア向上に向けた取り組み」

-

中止

＜小出コンサルティング・オフィス

中小企業診断士

小出

貴巳＞

講義とグループワーク
1.技能実習生の受け入れについて

＜アサヒサンクリーン㈱

市川

宰子＞

山口

剛徳＞

2.介護技能実習評価デモンストレーション
名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
管理者研修②（外国人就
労受入研修）

3.技能実習生より
2020年11月27日(金)
10:00～16:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

メッセージ＆質疑

4.留学生の受け入れについて
5.EPAの受け入れについて
＜社会福祉法人善常会

＜㈱ぬくもあ

代表取締役

特別養護老人ホーム オレンジタウン笠寺
居室介護科主任 松﨑 光志＞

6.グループワーク
「現場で活かせる新人職員の能力向上研修」

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
新規職員研修②「新規職
員研修（サロン）」

2020年12月4日(金)
13:00～17:00

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
中堅職員研修①（サービ
ス提供責任者の業務）

2020年12月11日（金）
10：00～16：30

社会福祉研修センター
研修室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修⑤「介護職
員向けサロン」

2020年12月17日（木）
19：00～21：00

千種グリル

社会福祉研修センター
研修室

＜㈱コンソーシアムジャパン

代表取締役

『今の介護現場に必要な人材と将来必要な人材について』

平栗

潤一＞

講義とグループワーク
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２０２０年度
内容

日時

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
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場所

議題

参加会員数

参加人数

「介護現場におけるICT導入・活用」
1.ICT導入・活用に関する講義
<パソコンサポーター
平松 ゆかり>
2.導入事例①
＜㈱リハピネス
稲垣 好一＞
3.導入事例②
＜医療法人 偕行会 在宅医療事業部 認知症高齢者グループホームちくさ
平田 一将＞
4.個人情報に関する講義
＜松隈法律事務所 弁護士
松隈 知栄子＞
5.質疑応答

-

5

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
管理者研修③（ICT導入研
修）

2020年12月25日(金)
13:00～17:00

社会福祉研修センター
研修室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研④（ターミナ
ルケア研修）

2021年1月14日(木)
10：00～16：00

名古屋市医師会館
６階 講堂

「介護現場における実践的ACP～利用者の日常生活の中にこそACPはある～」

-

中止

名古屋市医師会館
６階 講堂

＜居宅介護支援事業所のケアマネジャー向け＞「ケアプラン作成研修」

-

中止

ｉｍｙビル
６階 第３会議室

「医学基礎知識」

-

中止

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修①（ケアプ
ラン作成研修）
名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修③（医学基
礎知識）

2021年1月19日(火)
10：00～16：30

2021年1月22日(金)
10:00～16:00

第4回例会

2021年1月26日(火）
14：00～16：30

Zoomによるオンライン開
催、
YouTubeによる限定配信

第3回通所・入所系研修
（全国介護付きホーム協
会との共催）

2021年1月27日(水)
13:00～16:50

Zoomによるオンライン開催

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
管理者研修③（ICT導入研
修）

2021年2月13日(土)
13:00～17:00

社会福祉研修センター
研修室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修②（医療を
踏まえたケアマネジメン
ト）

2021年2月18日(木)
10:00～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

1.講演：「新型コロナウイルス感染症の基礎を学びなおす」
＜愛知県立大学 看護学部 教授
清水 宣明＞
2.「労働災害防止について」
＜愛知労働局 労働基準部 安全課 地方産業安全専門官
地方建設工事安全衛生推進官
伊藤 敏彰＞
3.「コロナ対応について」
＜名古屋市役所介護保険課＞
4.事務局連絡
2020年最新版「職業として認知症ケアをするために必要な医学知識」

85アク
セス、
333回再
生

10

名介研
47、介
ホ協14

「介護現場におけるICT導入・活用」

-

中止

「医療を踏まえたケアマネジメント」

-

中止

＜医療法人さわらび会

福祉村病院

副院長

伊苅

弘之＞

講義「職業として認知症ケアをするために必要な医学知識」
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２０２０年度
内容

第5回例会

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告

日時

場所

2021年3月10日（水）
14：00～16：00

Zoomによるオンライン開
催、
YouTubeによる限定配信

議題
1.講演「新型コロナウイルスワクチンについて」
＜名古屋大学医学部附属病院
2.名古屋市からの情報提供
①新型コロナウイルスワクチンの接種について
3.事務局連絡
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中央感染制御部

教授

八木

参加会員数

参加人数

-

97アク
セス、
156回再
生

哲也＞

