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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

〔総会〕

1.特別会員挨拶　　　　　＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長　小杉　政已＞

2.顧問挨拶　　　 　　 　　　　　＜一般社団法人名古屋市医師会　理事　上床　邦彦＞

＜一般社団法人名古屋市歯科医師会　専務理事　都島　誠一＞

＜一般社団法人名古屋市薬剤師会　常務理事　　高田　明＞

3.監事紹介

4.議決事項

平成28年度名介研事業計画（案）・名介研会則（案）・年会費規程（案）、平成28年度名
介研予算（案）、新任幹事の承認について

5.今年度役員について

〔例会〕

1.講演「介護事業者におけるマイナンバーの対応について」

＜社会保険労務士　平松　和子＞

2.名古屋市事務連絡

　(1) 臨時福祉給付金支給事業等について

　(2) 最新規制適合自動車代替促進事業補助金について

　(3) その他

3.事務局連絡

1.平成27年度評価事業実施概要について

　(1) 評価事業の実施概要まとめ

　(2) 会員／非会員参加状況

　(3) 対象事業所数の推移

　(4) 事業者及びユーザー評価回収率の推移

　(5) 平成27年度評価事業決算見込み

2.平成27年度評価事業変更点について

　(1) 小規模多機能型居宅介護のサービス追加について

　(2) 改善コメントの文字数制限の見直し

　(3) 居宅ガイド支援ブックの表示方

　(4) 加算内容の見直し及び実施有無から届出有無

　(5) 愛称の募集

3.事業者からのご意見・ご要望について

4.平成28年度ユーザー評価事業実施について

5.その他事項

245140

- 8

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

平成28年4月13日(水)
14:00～17:30

総会・第1回例会

第1回
名古屋市介護サービス事
業者自己評価・ユーザー
評価　検討委員会

平成28年5月16日(月)
14:00～16:00

名介研事務局会議室
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.開会挨拶　　１６区合同事業者連絡会趣旨等説明

2.グループワーク①　　各区事業者連絡会の課題等意見交換

3.グループワーク②　　今後の16区合同事業者連絡会について

4.発表

5.名古屋市及び名介研からの依頼事項

　(1) 名古屋市介護の日イベントについて

　(2) 16区連携委員会委員募集について

　(3) その他

6.総括及び閉会挨拶

1.平成27年度評価事業実施概要について

2.平成27年度評価事業変更点について

3.平成28年度評価事業に向けて

4.設問内容の見直しについて

「魅力ある職場づくりと人材育成研修」～訪問介護事業所の質の向上を目指して～

＜同朋大学 社会福祉学部社会福祉学科　教授　下山　久之＞
1.講義①
2.講義②
3.グループワーク

「訪問入浴サービスにおける接遇・マナー研修」～利用者のハートをつかむヒント～

＜合資会社あすわひのき　あすわひのきケアプランセンター管理者　　下鶴　紀之＞

1.講義とグループワーク

2.総括

1.講演：介護事業者における権利擁護と法令遵守～個人情報の管理と権利擁護制度～

＜松隈法律事務所　　弁護士　　松隈 知栄子＞

2.名古屋地検の再犯防止の取り組み

3.平成27年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業説明

4.平成27年度名介研決算報告

5.名古屋市からの情報提供

　(1)平成２８年度名古屋市キャラバン・メイト養成研修について

　(2)介護保険事業者に対する指定指導事務の委託について

　(3)事業所指定・指定更新手数料の徴収について

　(4)介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）のサービス費請求に係る留意
点について

6.事務局連絡

1.設問内容の見直しについてシステムの見直しについて

2.その他

IMYビル　3階会議室

23

169

62

-

5

会員
24名、
非会員
2名

- 10

376

10

- 40

第1回訪問介護研修

平成28年5月30日(月)
14：00～16：00

第1回
名古屋市介護サービス事
業者自己評価・ユーザー
評価　専門部会

第2回名古屋市介護サービ
ス事業者自己評価・ユー
ザー評価　専門部会

平成28年6月17日(金)
14：00～16：00

平成28年6月9日(木)
13:30～16：30

平成28年度第1回名古屋市
16区合同事業者連絡会意
見交換会

平成28年5月27日(金)
14:00～16:00

平成28年6月15日(水)
14:00～17:00

第1回訪問入浴サービス研
修

平成28年6月14日(火)
19：00～20：45

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

ナカトウ丸の内ビル
２階第１会議室

社会福祉研修センター
研修室

名介研事務局会議室

第2回例会

名介研事務局会議室
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

介護現場を揺るがす高齢者虐待～あなたの事業所は大丈夫?～
1.講義「名古屋市における養介護施設従事者等による虐待についての相談・対応状況」

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
2.講義「虐待のない福祉現場を目指して」

＜日本福祉大学福祉経営学部　学部長・教授　　綿　祐二＞

「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～

＜南医療生活協同組合　渡久地　千絵＞

3.ケアマネジメント業務　　　　　　＜（福）名古屋市社会福祉協議会　稲山　さち子＞

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

＜㈱ヤマシタコーポレーション　内山　幸浩＞

6.訪問介護　　　　　　　　　　　　　　＜㈱エム・ケア介護センター　松井　由美子＞

7.訪問看護　　　　　　　　　　　＜(一財)名古屋市療養サービス事業団　加藤　裕子＞

8.日常生活自立支援事業と成年後見制度　　　　　　　　　＜ＡＰＬＥ㈱　近藤　芳江＞

「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.通所介護、お泊りデイ、ショートステイ　　　　　　　　　　＜㈱導夢　山田　英樹＞

2.通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション　　

＜(医)としわ会　奥村　朱美＞

3.居宅療養管理指導　　　　　　　　　　　　　　＜㈲天池ケアサポート　鈴木　弘子＞

4.訪問入浴【デモンストレーションあり】　　　　　　＜パナソニックエイジフリー㈱＞

5.地域包括支援センター、介護予防・日常生活支援総合事業

＜(一財)名古屋市療養サービス事業団　塚田　淳子＞

6.高齢者の住まい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜㈲ソシオ　東　賢司＞

7.その他業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜(資)あすわひのき　下鶴　紀之＞

8.地域密着型サービス　　　　　　　　　　　　　　　＜(福)愛知育児院　古川　忠利＞

「口腔ケア研修」

＜坂井歯科医院　歯科医師日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士　　坂井謙介＞

＜日本歯科衛生士会  在宅療養指導認定歯科衛生士(口腔機能管理)嚥下トレーナー
介護支援専門員　　　亀井智子＞

1.講義①　摂食及び嚥下のメカニズム

2.実習①　飲ませ方、食べさせ方、災害時の口腔ケア

3.講義②　口腔ケアについて

4.実習②　口腔ケア用スポンジ及びジェルの使い方

5.質疑応答

45

36

47

101

名介研
65名、
特定協
35名

- 79

103
第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）第1日

第1回
介護支援専門員研修
（新任・現任向け）第2日

平成28年7月14日(木)
10:00～17:00

第1回通所・入所系研修
（一般社団法人全国特定
施設事業者協議会との共
催）

平成28年6月20日(月)
13:30～16:30

平成28年7月5日(火)
10:00～17:00

名古屋市医師会館
６階　講堂

名古屋市医師会館
６階　講堂

名古屋市医師会館
６階　講堂

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Ⅲ②（口腔
ケア研修）

平成28年8月4日(木)
10:00-16:30
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「接遇・マナーとは」
＜株式会社ツクイ専任講師　　　山郷　政史＞

1.講義　思いを形にする接遇の基盤
2.演習　現状分析・問題発見ディスカッション
3.講義　話すスキルを向上させる
4.講義　聞くスキルを向上させる
5.演習　聞き方トレーニング
6.講義　ビジネスマナーの捉え方
7.演習　言葉づかいトレーニング
8.講義　ビジネス電話のマナー
9.演習　電話応対演習
「ケアプラン作成研修」

＜ケアタウン総合研究所　所長　高室　成幸＞
1.講義～ワンパターンにならない！～「本人らしさ」を活かした自立支援ケアプラン作成法
　（1）「ケアプラン」の悩みは？
   (2) 「ケアプラン」の目的は？
   (3) ケアプランの自己分析
   (4) 「わかりやすさ」は「５W１H＋１W１R」
　（5）「本人らしさ」を尊重した「ケアプラン」
   (6) 「支援する」でごまかさない！
   (7) 「本人の意向」「家族の意向」を表現する「グッとくる表記」
   (8) 「課題設定」と「目標設定」のプランニング
   (9) 「ひとくくりの生活行為を細分化＆計画化
   (10) 「課題設定」と「目標設定」の参考事例
   (11) 「家族ケア」「家族への支援」のプランニング
   (12) 「ケアプラン」の居宅カンファレンスの勘所
1.中村区からの発表
2.港区からの発表
3.緑区からの発表
4.意見交換
5.各区での話し合い（まとめ）
1.講義「介護保険制度の基礎知識」

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
2.ワールドカフェ
　(1)ワールドカフェについての説明
　(2)ワールドカフェ
　(3)決意表明を考える
　(4)グループ内発表
　(5)全体発表
　(6)ふりかえり

53

62

-

60-

-

- 107

名古屋市医師会館
６階　講堂

平成28年8月23日(火)
13:00～17:00

第1回名古屋市16区合同事
業者連絡会

平成28年8月22日(月)
13：30～16：30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研Ⅲ③（接遇・
マナー研修）

平成28年8月9日(火)
10：00-17：00

名古屋市医師会館
６階　講堂

名古屋市高齢者就業支援セ
ンター　大会議室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
新規職員研修（サロン）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ①（ケア
プラン作成研修）

平成28年8月17日(水)
10：00-16：30

名古屋市医師会館
６階　講堂
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「認知症治療の考え方と今後の展望」～知識でケアをスムーズに！～

＜認知症介護研究・研修大府センター 副センター長　加知　輝彦＞

1.講義「認知症治療の考え方と今後の展望」

2.グループワーク

第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞

第2部「サービス提供責任者の業務とは」

＜名介研　訪問サービス委員会＞

　(1)サービス提供の流れ

　(2)グループワーク

　(3)記録研修

1.基調講演：「仕事を楽しむ」

＜三遊亭　好楽　師匠 ＞

2.介護事業所における災害対策・ＢＣＰ作成通年講座　導入研修

＜フォックスブルー株式会社　代表取締役　早川　英樹＞

3.平成28年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業説明

4.名古屋市からの情報提供

　(1) 平成28年介護サービス施設・事業所調査について

　(2) 平成28年度秋の臨時福祉給付金について

　(3) 特定事業所集中減算に係る手続きについて

　(4) 名古屋市小規模介護事業所・復職者支援研修の受講者募集

5.事務局連絡

「排泄ケア研修」

1.開会挨拶

2.午前の部　講義・実技講習

3.午後の部　講義・実技講習・グループワーク

4.総括

「口腔ケア研修」

＜坂井歯科医院　歯科医師日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士　　坂井謙介＞

＜日本歯科衛生士会  在宅療養指導認定歯科衛生士(口腔機能管理)嚥下トレーナー
介護支援専門員　　　亀井智子＞

1.講義①　摂食及び嚥下のメカニズム

2.実習①　飲ませ方、食べさせ方、災害時の口腔ケア

3.講義②　口腔ケアについて

4.実習②　口腔ケア用スポンジ及びジェルの使い方

5.質疑応答

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

- 84

- 61

132

8949

311
BCP研修

77

名古屋市医師会館
６階　講堂

- 104

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
スキルアップ研修②
（サービス提供責任者業
務の基礎的理解）

平成28年9月8日(木)
10:00～16:30

平成28年8月25日(木)
13:30～16:40

第2回通所・入所系研修

社会福祉研修センター
研修室

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Ⅲ④（排泄
ケア研修）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ②（口腔
ケア研修）

平成28年10月6日(木)
10:00-16:30

名古屋国際会議場
会議室131、132

平成28年9月15日(木)
10:00-16:30

第3回例会（オープン）
平成28年9月13日(火)

14:00～17:30
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「ケアプラン作成研修」
＜ケアタウン総合研究所　所長　高室　成幸＞

1.講義～ワンパターンにならない！～「本人らしさ」を活かした自立支援ケアプラン作成法

　（1）「ケアプラン」の悩みは？

   (2) 「ケアプラン」の目的は？

   (3) ケアプランの自己分析

   (4) 「わかりやすさ」は「５W１H＋１W１R」

　（5）「本人らしさ」を尊重した「ケアプラン」

   (6) 「支援する」でごまかさない！

   (7) 「本人の意向」「家族の意向」を表現する「グッとくる表記」

   (8) 「課題設定」と「目標設定」のプランニング

   (9) 「ひとくくりの生活行為を細分化＆計画化

   (10) 「課題設定」と「目標設定」の参考事例

   (11) 「家族ケア」「家族への支援」のプランニング

   (12) 「ケアプラン」の居宅カンファレンスの勘所

「介護事業所における災害対策・BCP作成通年講座」

＜フォックスブルー株式会社　代表取締役　早川　英樹＞

「介護事故と事業者の法的責任～事業者が責任を負う場合と訴訟の実際～」

1.講義「介護事故と事業所の法的責任　～事業者が責任を負う場合と訴訟の実際～」

＜介護・福祉系法律事務所おかげさま　代表弁護士　　外岡　潤＞
2.グループワーク
3.総括

①テレビ塔～もちの木広場一帯

体験コーナー：ＷＨＩＬＬ、ユニモ、車イス、高齢者疑似体験、マッスルスーツ・ＨＡＬ、パルロ

イベント：開会挨拶、大治太鼓保存会、めっせー字、憲俊、マジ☆プリ トーク、ワライ
ナキ、マスコットキャラクター、みなみシニア吹奏団、ウィンドファミリーなごや、】は
なぞの音楽隊＆フラダンス、メディカルプロレスAEDマン、あいち戦国姫隊、ポッカレモ
ン音楽隊、フォーク曲げアーティストRyo

②中区役所ホール

イベント：マジ☆プリ　マジケア、憲俊、マジ☆プリ　ＬＩＶＥ、閉会式

「～一人暮らしの認知症高齢者の支援について考える～」
1.グループワーク①
2.講義「１人暮らしの認知症高齢者の支援について考える」

＜弁護士　松隈 知栄子＞
3.講義「後見人制度利用のハンドブックを用いて」

＜名古屋市成年後見あんしんセンター　副所長　髙橋　健輔＞
4.グループワーク②
5.発表・総括

栄・もちの木広場周辺
中区役所ホール

-

もちの
木

6800
中区役

所
602

54 78

41 71

- 61

名古屋市医師会館
６階　講堂

47 95

なごや介護の日フェア
2016

平成28年11月3日（木・
祝）

10：00-16：00

名古屋国際会議場
会議室234

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ①（ケア
プラン作成研修）

平成28年10月12日(水)
10：00-16：30

平成28年10月25日(火)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階　講堂

平成28年11月16日(水)
13:30～16:30

第3回通所・入所系研修

第2回介護支援専門員研修

介護事業所における災害
対策・BCP作成通年講座
（１日目）

平成28年10月18日(火)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階　講堂
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名介研例会・研修等開催状況
平成２８年度　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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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「介護職員意見交換研修会（サロン）」

1.開会挨拶および趣旨説明

2.ワールドカフェについての説明

3.アイスブレイク

4.テーマ①「介護のお仕事」

5.テーマ②「明日からはじめること」

6.まとめ

1.開会挨拶・趣旨説明

2.北区からの発表

3.昭和区からの発表

4.アセスメント

5.事例検討

6.発表

7.総括及び閉会挨拶

1.映画：『日本一幸せな従業員をつくる！～ホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦～
』

2.講演：『日本一幸せな従業員をつくる！』
＜一般社団法人アソシア志友館 理事長 柴田 秋雄＞

3.名古屋市からの情報提供
　① 障害者控除について
　② 名古屋市　孤立の防止に向けた講演会のＰＲ
　③ 小規模事業所・復職者研修のＰＲ

　④ 事業所運営の留意点（指導からの通知　最近よくある加算の返還についての留意
点）

4.事務局連絡

「人材が定着する採用・面接について」

＜ケアタウン総合研究所　所長　　高室　成幸＞

1.講義「選ばれる福祉職場になるための採用面接」

2.ワークショップ：複数面接

3.ワークショップ：実技観察

4.振り返り&補足講義

5.総括

「介護事業所における災害対策・BCP作成通年講座」

＜フォックスブルー株式会社　代表取締役　早川　英樹＞

-

- 62

56 79

- 50

93 200

101

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

第2回名古屋市16区合同事
業者連絡会

第4回例会
平成28年12月15日(木)

14:00～17:00

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
介護職員意見交換（サロ
ン）

平成28年11月25日(金)
15:00-17:00

猿café愛知学院大学名城公
園キャンパス店

平成28年12月13日(火)
13：30～16：30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
管理者研修③「採用・面
接研修」

平成28年12月20日(火)
10:00-16:30

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　901

介護事業所における災害
対策・BCP作成通年講座
（2日目）

平成28年12月22日(木)
13:30～16:30

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　902

名古屋市医師会館
６階　講堂
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名介研例会・研修等開催状況
平成２８年度　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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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「接遇・マナーとは」
＜株式会社ツクイ専任講師　　　山郷　政史＞

1.講義　思いを形にする接遇の基盤
2.演習　現状分析・問題発見ディスカッション
3.講義　話すスキルを向上させる
4.講義　聞くスキルを向上させる
5.演習　聞き方トレーニング
6.講義　ビジネスマナーの捉え方
7.演習　言葉づかいトレーニング
8.講義　ビジネス電話のマナー
9.演習　電話応対演習

第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞

第2部「サービス提供責任者の業務とは」

＜名介研　訪問サービス委員会＞

　(1)サービス提供の流れ

　(2)グループワーク

　(3)記録研修

1.在宅医療・介護連携推進事業について

2.平成２９年度名古屋市医師会介護保険・認知症対策事業計画（案）について

3.平成２９年度名介研事業計画について

1.平成２９年度名介研事業計画（案）について

2.地域包括ケア推進主査

3.保健所のセンター化

4.成年後見制度の利用促進等

5.はち丸ネットワークについて

6.おかえり支援事業について

7.新しい総合事業について

8.居宅介護支援事業所の行政処分について

9.人材確保（介護の日のイベント）について

10.その他

「ＡＬＳに関する研修」～ＡＬＳに対する理解を深め、お客様により良いサービスを！～

1.講義「ALSとは　＆　在宅介護で知っておいて欲しいこと」

＜日本ALS協会愛知県支部事務局長・看護師　　水谷　和枝＞

2.講義「ALSとは？」

＜日本ALS協会愛知県支部運営委員、訪問介護ステーショントマト　東　義典＞

3.グループワーク

4.総括

14-

15-

会員8
名、非
会員3名

4

名古屋市医師会館
５階第１会議室

第2回訪問入浴サービス研
修

平成29年2月3日(金)
14:00～15:00

平成29年2月15日(水)
19：00～20：45

主治医と介護保険事業者
との円滑な連携を進める
懇談会

名古屋市の介護保険関係
部署との懇談会

名介研事務局会議室
平成29年2月3日(金)

16:00～17:30

ＩＭＹビル
６階　第２会議室

平成29年1月11日(水)
10：00-17：00

名古屋企業福祉会館
６階ホール

- 96

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
スキルアップ研修②
（サービス提供責任者業
務の基礎的理解）

平成29年1月24日(火)
10:00～16:30

名古屋市総合社会福祉会館
大会議室

- 52

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研Ⅲ③（接遇・
マナー研修）
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名介研例会・研修等開催状況
平成２８年度　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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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「医療的視点からのケアマネジメント」
1.開会挨拶・趣旨説明
2.疾患解説・事例紹介

＜一般財団法人　名古屋市療養サービス事業団　塚田　淳子＞

3.ＧＷアイスブレイク
4.退院カンファレンスデモンストレーション
5.薬剤の説明

＜有限会社天池ケアサポート　鈴木　弘子＞
6.リハビリテーション制度の説明

＜医療法人　としわ会　奥村　朱美＞
7.グループワーク
8.総括

「介護事業所における災害対策・BCP作成通年講座」

＜フォックスブルー株式会社　代表取締役　早川　英樹＞

1.『グループホームにおける認知症カフェについて』～認知症になっても安心して暮らせ
るまちを目指して～

＜名古屋市健康福祉局高齢部地域ケア推進課、名古屋市認知症相談支援センター＞

2.研修「認知症カフェに活かす回想法」－認知症にやさしいまちづくりを目指てし－

＜日本福祉大学健康科学部リハビテーション学科 助教　来島　修志＞

1.講演：「障害差別解消法と名古屋市障害者差別相談センターについて」

＜名古屋市障害者差別相談センター　センター長　神村　昌克＞

2.「先進的な取組み（介護ロボット等）の状況及び考え方について！（仮）」

＜公益財団法人介護労働安定センター愛知支部　　支部長　貝沼　修＞

3.平成28年度　16区合同事業者連絡会活動報告

4.平成29年度名介研事業計画案説明

5.平成29年度名介研予算案説明

6. 名古屋市事務連絡

　(1)振り込め詐欺防止に関するお知らせ

　(2)鯱城学園のＰＲ

　(3)居宅介護支援事業所の取消処分について

7. 事務局連絡

87

54

178

- 78

94

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　1102

-

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
第5回例会

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅱ④（医療
的視点からのケアマネジ
メント）

平成29年2月17日(金)
13:00～17:00

名古屋市医師会館
６階　講堂

介護事業所における災害
対策・BCP作成通年講座
（3日目）

平成29年2月21日(火)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階　講堂

平成29年3月10日(金)
14:00～17:00

76

一般社団法人　愛知県認
知症グループホーム連絡
協議会との共催研修

平成29年2月28日(火)
14:00～16:20
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「はち丸ネットワーク検討会」

1.事業説明

(1)　名古屋市在宅医療・介護連携推進事業について

(2)　名古屋市医師会の進捗状況と今後の取り組みについて

2.「はち丸ネットワークについて」

(1)　概要、利用申請について

(2)　デモンストレーション

3.グループディスカッション

4.グループ発表

5.質疑応答

『2025年へのカウントダウン　地域医療構想と地域包括ケア』
1.講演　～2025年へのカウントダウン　地域医療構想と地域包括ケア～

＜国際医療福祉大学大学院教授　武藤　正樹＞
2.グループディスカッション
3.発表
4.総括

＜一般社団法人　愛知県医療ソーシャルワーカー協会　会長　　黒木　信之＞

「リーダー育成研修」～　感情労働におけるストレスから解放されるために　～

＜株式会社シノハラ　　　代表取締役　　篠原　正行＞

1.「感情労働の理解」

2.「エゴグラム」

3.「交流分析の実際」

4.「タワーゲーム」

5.「組織における感情労働とストレス」（リーダー職位の感情労働）

6.「介護場面や職場におけるストレスの対処法」

7.「感情労働としての介護労働」

17 25

名介研
会員59
名、MSW
協会会
員27名

28

平成29年3月28日(火)
10:00～16:30

第4回通所・入所系研修

【拡大開催】施設サービ
ス委員会（愛知県医療
ソーシャルワーカー協会
との共催）

平成29年3月25日(土)
13:30～16:30

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　901

医療連携委員会～はち丸
ネットワーク検討会～
（名古屋市医師会との共
催）

平成29年3月16日(木)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階　講堂

名古屋市医師会館
６階　講堂

44会員

会員77
名、非
会員60

名
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