平成２９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
議題

場所

〔総会〕
1.特別会員挨拶
2.顧問挨拶

総会・第1回例会

平成29年4月12日(水)
14:00～17:00

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

介護事業所における災害
対策・BCP作成通年講座
（４日目）

平成29年4月18日(火)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

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29年5月24日(水)
10:00～11:30

名介研事務局会議室

1/8
参加会員数

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長 小杉 政已＞
＜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 会長 野田 雄二＞

3.監事紹介
4.議決事項
平成29年度名介研事業計画（案）、平成29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「平成30年度4月診療報酬・介護報酬同時改定を大胆予測」
143
＜株式会社スズケン お得意さまサポート部コンサルティング課 岡山 幸司＞
2.はち丸ネットワークの拡充について
3.名古屋市事務連絡
(1) 最新規制適合自動車代替促進事業補助金について
(2) 臨時福祉給付金について
(3) 新しい総合事業における変更点
(4) 手数料徴収について
(5) 指定・指導の委託について
(6) 事業所アンケートの実施について
(7) 区間移転の取り扱いのお知らせ
4.事務局連絡
「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
1.平成28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) 平成28年度評価事業決算見込み
2.平成28年度評価事業変更点について
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の追加について
(2) 評価結果グラフの変更
3.事業者からのご意見・ご要望について
4.平成29年度ユーザー評価事業実施について
5.その他事項
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参加人数

代表取締役

早川

英樹＞

295

48

71

-

8

平成２９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

内容

日時

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

平成29年6月9日(金)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

介護事業所における災害
対策・BCP作成通年講座
（５日目）

平成29年6月20日(火)
13:30～16:30

ＩＭＹビル６階第３会議室

第2回例会

平成29年6月21日(水)
14:00～17:00

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

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29年7月10日(月)
10：00-16：30

名古屋市医師会館
６階 講堂

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）第1日

平成29年7月18日(火)
10:00～17:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

議題

場所

1.平成28年度評価事業実施概要について
2.平成28年度評価事業変更点について
3.検討委員会より
4.設問内容の見直しについて
「介護事業所における災害対策・BCP作成通年講座」
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参加会員数

参加人数

-

15

49
＜フォックスブルー株式会社 代表取締役 早川 英樹＞
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.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
3.平成28年度収支報告
122
4.平成28年度名古屋市16区合同事業者連絡会報告
5.名古屋市からの情報提供
(1)平成２９年度名古屋市キャラバン・メイト養成研修について
(2)介護保険事業所に対する指定指導事務の委託について
6.事務局連絡
「接遇・マナーとは」
＜株式会社ツクイスタッフ専任講師
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
「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＞
32
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 西原 恵子＞
8.その他業務
＜南医療生活協同組合 渡久地 千絵＞
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68

290

104

66

平成２９年度
内容

日時

第1回
介護支援専門員研修
（新任・現任向け）第2日

平成29年7月21日(金)
10:00～17:00

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29年8月10日(木)
10:00-16:30

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）

平成29年8月18日(金)
13:00～17:00

平成29年度第1回名古屋市
16区合同事業者連絡会

平成29年8月21日(月)
13:30～16:30

介護事業所における災害
対策・BCP作成通年講座
（６日目）

平成29年8月22日(火)
13:30～16:30

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

3/8

議題
「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、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.訪問入浴【デモンストレーションあり】
＜セントケア中部㈱＞
名古屋市医師会館
4.居宅療養管理指導
＜㈲天池ケアサポート 鈴木 弘子＞
６階 講堂
5.地域包括支援センターの役割
＜(福)名古屋市社会福祉協議会 吉川 琢夫＞
6.高齢者の住まい
＜㈲ソシオ 東 賢司＞
7.地域密着型サービス
＜(福)愛知育児院 古川 忠利＞
8.日常生活自立支援事業と成年後見制度
＜ＡＰＬＥ㈱ 近藤 芳江＞
「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＞
名古屋国際会議場 ２号館
＜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
２階 ２２４号室
介護支援専門員
亀井智子＞
1.講義と実習
2.質疑応答
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
名古屋市高齢者就業支援セ
(2)ワールドカフェ
ンター 大会議室
(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
1.開会挨拶・趣旨説明
2.ケアマネジメント学会の報告
3.今年度の取組み報告とアセスメントシート等の使い方説明
名古屋市医師会館
4.アセスメント
６階 講堂
5.事例検討
6.発表
7.総括及び閉会挨拶
「介護事業所における災害対策・BCP作成通年講座」
名古屋市医師会館
場所

６階

講堂

＜フォックスブルー株式会社
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代表取締役

早川

英樹＞

参加会員数

参加人数

31

64

-

76

-

54

-

96

51

72

平成２９年度
内容

日時

場所

第1回訪問サービス研修

平成29年8月24日(木)
13:30～16：30

名古屋市医師会館
６階 講堂

第2回介護支援専門員研修
（１日目）

平成29年8月25日(金)
10:00～16:30

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Ⅲ①（ケア
プラン作成研修）

第3回例会（オープン）

平成29年8月29日(火)
10：00-16：30

平成29年9月12日(火)
14:00～17:30

ｉｍｙ会議室
５階第3会議室

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

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

4/8

参加会員数
議題
「パワーコミュニケーション術」～京大卒の元お笑い芸人から学ぶポジティブな空気づく
り～
＜コミュニケーション・プロデューサー
夏川 立也＞
1.何を話すかではなく、どんな場で話すか
2.無意識を味方につける
3.感情が空気を生み出す！行動→感情→空気→感情→行動・・・のスパイラル
20
4.芸人から学ぶ、空気作りの方程式
5.３週間の継続とアジャストの繰り返し
6.プラスの状況を生み出す、緊張と緩和の大原則が、相手を変える！
7.質問力
8.イメージの重要性を知ろう！ピグマリオン効果で、コミュニケーションを上向きに！
9.振り返り
「～スーパービジョン～」
＜日本福祉大学社会福祉学部 社会福祉学科 教授
野村 豊子＞
1.オリエンテーション
34
2.講義
3.課題設定・取組みに向けた演習
4.質問・まとめ
「適切なケアプラン作成について」
＜あたご研究所
代表 後藤 佳苗＞
1.あたまの体操と自己紹介
2.介護支援専門員の定義と義務
3.ケアマネジメントの定義と過程
4.アセスメントを充実させよう！
5.「利用者らしさ」の視点でケアプランを見直そう！
6.まとめ・意見交換
1.講演①「介護予防・日常生活支援総合事業の動向について」
＜名古屋市 給付の適正化に係る企画調整担当主査 磯野 聡＞
2.講演②「利用者に選ばれる介護人材の確保」
＜一般社団法人日本介護協会 理事長
左 敬真＞
3.平成29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) 指定指導の委託について
118
(2) 予防専門型訪問サービス及び予防専門型通所サービスにかかるみなし指定の更新手
続きについて
(3) 特定事業所集中減算に係る手続きについて
(4) 高齢者虐待の防止について
(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護の参入促
進について
5.事務局連絡
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参加人数

会員63
名、非
会員1名

会員61
名、非
会員3名

46

281

平成２９年度
内容

日時

場所

第3回介護支援専門員研修

平成29年9月13日(水)
9:45～16:45

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）

平成29年9月21日(木)
10:00-16:30

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
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10月5日(木)
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Ⅲ①（ケア
プラン作成研修）

平成29年10月6日(金)
10：00-16：30

名古屋市医師会館
６階 講堂

特別例会

平成29年10月18日(水)
14:00～17:10

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

第1回通所・入所系研修
（一般社団法人全国介護
付きホーム協会との共
催）

平成29年10月24日(火)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

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

5/8

議題
「権利擁護と成年後見制度」
午前の部＜権利擁護＞
＜神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科 准教授 川村 隆彦＞
午後の部＜成年後見制度＞
＜名古屋市成年後見あんしんセンター副センター長 髙橋 健輔、
一般社団法人 愛知県社会福祉士会 成年後見委員会＞
「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 実技講習
4.総括
「サービス提供責任者の業務とは」
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 訪問介護サービス委員＞
1.指定訪問介護事業とは
2.サービス提供責任者の業務とは
3.アセスメント・モニタリング
4.記録研修
「適切なケアプラン作成について」
＜あたご研究所
代表 後藤 佳苗＞
1.あたまの体操と自己紹介
2.介護支援専門員の定義と義務
3.ケアマネジメントの定義と過程
4.アセスメントを充実させよう！
5.「利用者らしさ」の視点でケアプランを見直そう！
6.モニタリングシートを工夫しよう！
7.質疑応答・意見交換
1.講演「対人援助におけるスーパービジョンの重要性」
＜日本福祉大学社会福祉学部 社会福祉学科 教授
野村
2.名古屋市からの情報提供
(1)「ねたきり・認知症の高齢者に対する障害者控除対象者認定について」
3.事務局連絡
「アンガーマネジメント」研修
～ただガマンするのではなく『怒りの感情』と上手につきあう～
＜株式会社プラススマイル 代表取締役
濱崎
1.講義とグループワーク
2.総括
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参加会員数

参加人数

37

80

-

97

-

61

-

48

76

188

30

名介研
54名、
介ホ協
20名

豊子＞

明子＞

平成２９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

議題
「～スーパービジョン～」
＜日本福祉大学社会福祉学部 社会福祉学科 教授
野村 豊子＞
1.スーパーヴィジョンのロールプレイ（金魚鉢法）
第2回介護支援専門員研修 平成29年10月26日(木)
名古屋市医師会館
（２日目）
10:00～16:30
６階 講堂
2.グループディスカッション
3.スーパーヴィジョンのロールプレイ（金魚鉢法）
4.良いスーパーヴィジョンとは グループ討議・発表
①もちの木広場一帯
体験コーナー：高齢者疑似体験、ＶＲ介護体験、最新介護ロボット体験、福祉車両乗降体
験、最新車椅子体験、車椅子試乗体験
イベント：開会挨拶、大治太鼓保存会、めっせー字、delaライブステージ、はなぞの音楽
なごや介護の日フェア
平成29年11月11日(土)
栄・もちの木広場～
隊＆フラダンス、ＦＥＮ４８ライブステージ、マスコットキャラクター、ＡＥＤマン＆あ
2017
10：00-16：00
ＴＶ等下周辺
べ静江、憲俊withＦＥＮ４８「介護の現場トーク」、MAG!C☆PRINCE ライブステージ、
ポッカレモン音楽隊、閉会式
②テレビ塔下
イベント：夢コレクション ファッションショー
「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＞
名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
平成29年11月16日(木) 名古屋市高齢者就業支援セ
＜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
テーマ別研修Ⅲ②（口腔
10:00-16:30
ンター 大会議室
介護支援専門員
亀井智子＞
ケア研修）
1.講義と実習
2.質疑応答
「接遇・マナーとは」
＜株式会社ツクイスタッフ専任講師
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
名古屋市介護職員等キャ
3.講義 話すスキルを向上させる
リアアップ研修
平成29年11月20日(月)
名古屋企業福祉会館
4.講義 聞くスキルを向上させる
テーマ別研Ⅲ③（接遇・
10：00-16：30
６階ホール
5.演習 聞き方トレーニング
マナー研修）
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
「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
名古屋市介護職員等キャ
2.ワールドカフェについての説明
リアアップ研修
平成29年11月21日(火)
ｉｍｙビル
3.アイスブレイク
介護職員意見交換（サロ
14:30-16:30
９階 imyホール
4.テーマ①「介護のお仕事」
ン）
5.テーマ②「明日からはじめること」
6.まとめ
内容

日時

場所

6/8

6/8
参加会員数

参加人数

29

会員48
名、非
会員3名

-

10,750

-

77

-

85

-
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平成２９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
議題

場所

7/8
参加会員数

参加人数

「人材が定着する採用・面接について」
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29年12月7日(木)
10:00-16:30

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
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12月15日(金)
10:00～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

第2回通所・入所系研修

平成30年1月19日(金)
13:30～16:15

名古屋市医師会館
６階 講堂

第4回例会

平成30年1月24日(水)
14:00～16:15

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

平成30年1月30日(火)
13：30～16：30

名古屋市医師会館
６階 講堂

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

平成30年2月2日(金)
14:00～15:00

名古屋市医師会館
５階第１会議室

名古屋市の介護保険関係
部署との懇談会

平成30年2月2日(金)
16:00～17:30

名介研事務局会議室

＜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
「サービス提供責任者の業務とは」
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 訪問介護サービス委員＞
1.指定訪問介護事業とは
2.サービス提供責任者の業務とは
3.アセスメント・モニタリング
4.記録研修
「リーダーがイメージする良い組織を創るには」～ スムーズな対人関係の構築 ～
＜株式会社シノハラ
代表取締役
篠原 正行＞
17
1.「介護職場におけるリーダーの役割」
2.「教育ゲーム」
3.「事例研究：組織を動かす」
1.講演「介護報酬改定議論を振り返り、介護分野の将来を展望する」
＜慶應義塾大学 名誉教授・社会保障審議会介護給付費分科会 会長 田中 滋＞
147
2.名古屋市からの情報提供
(1)「介護保険指定事業者講習会（集団指導）の実施について」
3.事務局連絡
1.開会挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域支援係長
木村 彰宏＞
2.講義とグループワーク「地域課題！分析方法を考える！」
＜名古屋大学 予防早期医療創生センター 准教授
伊藤 美智予＞
3.総括
1.在宅医療・介護連携推進事業について
2.平成３０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３０年度名介研事業計画について
4.平成２９年度なごや介護の日フェア実施報告について
1.平成３０年度名介研事業計画（案）について
2.平成２９年度なごや介護の日フェア実施報告について
3.１６区合同事業者連絡会について
4.地域包括ケア推進体制について
5.介護人材確保について
6.３０年度制度改正について

7/8

28

37

33

403

91

14

19

平成２９年度
内容

日時

【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30年2月6日(火)
13:30～16:30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅱ④（医療
を踏まえたケアマネジメ
ント）

平成30年2月16日(金)
13:00～17:00

第3回通所・入所系研修

平成30年2月27日(火)
13:30～16:45

第5回例会

平成30年3月9日(金)
14:00～17:00

平成２９年度なごや在宅
医療・介護連携フェスタ

平成30年3月10日(土)
10:00～17:00

第2回施設サービス委員会

平成30年3月22日(木)
13:30～16:40

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

8/8

参加会員数
議題
1.開会、共催者挨拶
＜一般社団法人愛知県医療ソーシャルワーカー協会 会長 小林 哲朗＞
2.シンポジウム『８０５０問題を医療・介護・福祉はどう支えるか？』
（事例紹介、グループワーク、各機関の業務紹介等）
シンポジスト
伊藤 哲朗 名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター金山
名古屋市医師会館
22
儀保 高雄 南区障害者基幹相談支援センター
６階 講堂
近藤 芳江 愛知県社会福祉士会 愛知ぱあとなあセンター
八田 修一 名古屋市市民後見人
コーディネーター 髙橋 健輔 名古屋市成年後見あんしんセンター
3.総括、閉会挨拶
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 幹事 真田 昌代＞
「医療を踏まえたケアマネジメント」
1.開会挨拶・趣旨説明
2.講義
＜すぎもと在宅医療クリニック 院長 杉本 由佳＞
名古屋市医師会館
3.制度改正での加算等変更点の説明・サマリー説明
６階 講堂
4.退院カンファレンスデモンストレーション
5.進行説明
6.個人ワーク・グループワーク・発表
7.解説
「バリデーション」研修
＜公認日本バリデーション協会 バリデーションティーチャー 早川 昌宏＞
名古屋市医師会館
30
1.開会・講師紹介
６階 講堂
2.講義・演習
3.総括・閉会
1.講演：「介護報酬改定の解説について」
＜名古屋市介護保険課＞
2.平成30年度名介研事業計画案説明
伏見ライフプラザ 5階
3.平成30年度名介研予算案説明
名古屋市高年大学
181
鯱城ホール
4.主治医と事業者との円滑な連携を進める懇談会及び名古屋市の介護保険関係部署との懇
談会報告
5. 事務局連絡
「在宅医療への取組み」講演、高齢者体験等
オアシス２１ 銀河の広場 名介研ブースでは、回想法等で使用する昔遊びを中心に参加型のブースを設置。また、介
護の日フェアで開催したシニアファッションショーの写真パネルを展示
『名古屋市介護保険課と通所系事業所との情報交換会』
1.開会挨拶、趣旨説明
名古屋企業福祉会館
31
2.名古屋市健康福祉局介護保険課より平成30年度介護報酬改定に関する説明
６階ホール
3.事業者間交流
4.総括

場所

8/8

参加人数

名介研
会員40
名、MSW
協会会
員24名

81

60

547

2,357

44

