２０１９年度
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 検討委員会

2019年4月9日(火)
15:00～16:00

総会・第1回例会

2019年4月11日(木)
14:00～17:40

介護付きホーム協会共催
研修

2019年5月10日(金)
14:00～17:00

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

2019年6月10日(月)
14：00～16：00

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

1.平成30年度評価事業実施概要について
2.平成30年度評価事業変更点について
名介研事務局会議室
3.事業者からのご意見・ご要望について
4.令和元年度ユーザー評価事業実施について
5.その他
〔総会〕
1.特別会員挨拶
＜名古屋市健康福祉局介護保険課
課長 久松 克典＞
2.顧問紹介及び挨拶
＜一般社団法人名古屋市医師会 理事 永田 悦子＞
＜一般社団法人名古屋市医師会 理事 桜井 敏＞
＜一般社団法人名古屋市歯科医師会 副会長 安藤 正晃＞
＜一般社団法人名古屋市薬剤師会 常務理事 高田 明夫＞
3.監事紹介
＜社会福祉法人なごや福祉施設協会
事務局長 柴田 久司＞
伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
＜弁護士 矢野 和雄＞
鯱城ホール
4.議決事項
2019年度名介研事業計画（案）・予算（案）、今年度役員変更について
5.今年度役員について
〔例会〕
1.事務局連絡
2.映画「ぼけますから、よろしくお願いいたします。」上映
3.対談 信友 直子 氏 × 名古屋市認知症相談支援センター職員
セミナー「働き方改革関連法の具体的対策」
～ 介護事業における労務管理の勘所 ～
imyビル ６階 第３会議室
＜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＞
1.講演「働き方改革関連法の具体的対策」～介護事業における労務管理の勘所～
2.情報・意見交換会
1.平成30年度評価事業実施概要について
2.平成30年度評価事業変更点について
3.令和元年度ユーザー評価事業（介護の通信簿）について
名介研事務局会議室
(1)表彰制度について
(2)中日新聞広告記事について
(3)募集要項の見直しについて
4.令和元年度ユーザー評価事業 評価表の見直しについて
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1/8
参加会員数

参加人数

-

8

110

267

14

17

-

17

２０１９年度
内容

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

第1回
介護支援専門員研修
（ケアマネジャーの基
本）第1日

2019年6月12日(水)
10:00～17:00

名古屋国際会議場
1号館4階141+142

第1回通所・入所系研修

2019年6月18日(火)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

第2回例会

2019年6月20日(木)
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

第1回
介護支援専門員研修
（ケアマネジャーの基
本）第2日

2019年6月21日(金)
10:00～17:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

2019年6月27日(木)
10：00～16：00

名古屋市総合社会福祉会館
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①（介護保

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.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】
＜セントケア中部㈱ 堀池 保宏＞
7.訪問介護
＜㈱エム・ケア介護センター 松井 由美子＞
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＞
「介護業界に活かすコミュニケーションスキルⅡ」
＜有限会社アップワード
皆本 昌尚＞
講義とグループワーク
総括
1.講演：介護事業者における権利擁護と法令遵守
＜今池法律事務所
弁護士
山下 陽子＞
2.はち丸ネットワークリニューアル（予定）について
3.名古屋市シルバー人材センターからの情報提供
4.平成30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
5.平成30年度決算報告
6.名古屋市からの情報提供
(1)救急要請について
(2)プレミアム付商品券事業の実施について
7.事務局連絡
「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 伊藤 弘子＞
3.居宅療養管理指導
＜天池ホーム薬局 鈴木 弘子＞
4.地域密着型サービス
＜(福)愛知育児院 古川 忠利＞
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 矢野 高利＞
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＞
「介護保険制度の基礎的理解について」
2/8

2/8
参加会員数

参加人数

48

107

16

28

95

247

45

102

-

65

２０１９年度
内容
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）

日時
2019年6月27日(木)
10：00～16：00

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

場所
名古屋市総合社会福祉会館
講義とグループワーク
大会議室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
中堅職員研修Ⅰ（サービ
ス提供責任者業務の基礎
的理解）

2019年7月9日(火)
10:00～16:30

社会福祉研修センター
研修室

第2回通所・入所系研修

2019年7月17日(水)
13:00～16:50

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）

2019年7月18日(木)
13:00～16:30

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
新規職員研修②「新規職
員研修（サロン）」

2019年7月26日(金)
13:00～17:00

社会福祉研修センター
研修室

特別例会

2019年8月1日(木)
14:00～16:20

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

3/8

議題
＜日本福祉大学中央福祉専門学校

校長

長岩

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」
「～スーパービジョン 事例検討とスーパービジョン～」
＜日本福祉大学大学院 客員教授
野村 豊子＞
1.講義「スーパービジョンについて」
2.同一事例による事例検討とスーパービジョンの展開
3.グループワーク
4.振り返り
「チームビルディング研修」
＜株式会社free faith
代表取締役
佐藤 匡雄＞
1.講義①・アクティビティ①
2.アクティビティ②
3.講義②・アクティビティ③
4.研修の振り返り、気付きの発表
5.質疑応答
1.説明：「介護職員特定処遇改善加算に関する届出等について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
2.講演：「改定直前!!特定処遇改善加算への対応」
＜高齢者住まい事業者団体連合会（高住連） 幹事・事務局長
一般社団法人全国介護付きホーム協会（介ホ協）事務局次長
長田 洋＞
3.事務局連絡
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参加人数

-

65

-

58

15

名介研
41名、
GH協
8名

18

38

-

46

104

197

嘉文＞

・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」
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 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
これだけは知っておいてほしい！「職業として認知症ケアをするために必要な医学知識」
＜医療法人さわらび会

参加会員数

２０１９年度
内容

日時

場所

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
事例検討とスーパービジョン～」
＜日本福祉大学大学院 客員教授
野村 豊子＞
1.講義「スーパービジョンについて」
2.同一事例による事例検討とスーパービジョンの展開
3.グループワーク
4.振り返り
1.開会挨拶・趣旨説明
2.趣旨説明
3.自己紹介
4.ディスカッション
5.まとめ
1.開会挨拶
2.水防法等における避難確保計画の作成等の義務について～災害時における避難情報と施
設利用の安全確保～
＜名古屋市防災危機管理局＞
3.福祉避難所について
＜名古屋市健康福祉局監査課＞
4.要配慮者対策について
＜名古屋市健康福祉局監査課＞
5.グループワーク及び発表
6.はち丸ガイドライン説明
＜一般社団法人 名古屋市医師会＞
7.総括及び閉会挨拶
「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.開会挨拶
2.名古屋市挨拶
3.来賓祝辞
4.設立20年を迎えて
5.最近の取組みについて
6.閉会挨拶
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参加会員数

参加人数

14

32

-

7

-

116

-

98

-

80

「～スーパービジョン
第2回介護支援専門員研修
（2日目）

2019年9月10日(火)
13:00～16:30

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

2019年9月12日(木)
19:00～21:00

第1回名古屋市16区合同事
業者連絡会

2019年9月18日(水)
13:30～16:50

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）

2019年9月27日(金)
10:00～16:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

2019年10月10日(木）
14:00～16:00

名古屋国際ホテル

名古屋市介護サービス事
業者連絡研究会設立20周
年式典

名古屋市医師会館
６階 講堂

千種グリル

特設会場
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２０１９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

2019年10月11日(金)
10：00～16：30

ｉｍｙビル
6階 第3会議室

2019年10月17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
管理者②（外国人就労受
入研修）

2019年10月25日(金)
10:00～16:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

2019年11月9日(土)
11：00～16：30

議題

場所

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）

なごや介護の日フェア
2019

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.名古屋市からの説明
2.ケアプランの基本的な作成について
3.演習その１
4.演習その２
5.住宅型有料老人ホーム事例説明
6.グループワーク（事前質問からテーマを選択）
7.総括
「人生の最終段階を迎える高齢者との向き合い方を学ぶ研修」
＜国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部長/
在宅医療・地域連携診療部長 医学博士
三浦 久幸＞
1.研修内容説明
2.講義１
3.講義２
4.自己ワーク＆グループディスカッション
5.講義３
6.グループディスカッション
7.講義４
8.ロールプレイ
1.外国人技能実習制度の概要について
＜Techno Trade協同組合
杉山 卓也＞
2.在留資格「特定技能」受入れ機関向け
＜Techno Trade協同組合
伊藤 謙次＞
3.その他在留資格について
在留資格の申請や更新手続きについて
＜Techno Trade協同組合
伊藤 謙次＞
4.留学経験より感じた事
5.介護人材確保対策の動向と取組みについて
＜名古屋市健康福祉局介護保険課 推進係長 長谷川 友慎＞
6.外国人に対する教育方法について
＜エスジー国際研修センター
福田 浩樹＞
7.模擬面接及び実習生との交流（skype）
＜JIS人材発展株式会社
Duong Tra My＞
8.グループワーク＆グループ発表（テーマ：技術、生活指導員としての不安や課題）

①矢場公園：開会挨拶、陽だまり音楽隊＆陽だまりキッズフラダンス、介護職員ファッ
ションショー、寸劇「今日からできる認知症の方への関わり方について」、ごぼう先生
トークショー、介護甲子園 in なごや介護の日フェア、FEN-Girls介護の魅力トーク・
矢場公園・ナディアパーク ライブステージ、協賛団体・企業ＰＲ、閉会式
②アトリウム：介護・福祉就職フェア、老い展
③ボッチャ特設会場：ボッチャ体験
権利擁護と成年後見制度～成年後見制度利用促進から利用者の権利擁護を考える～
5/8

5/8
参加会員数

参加人数

-

46

-

100

-

36

-

5,450

２０１９年度
内容

日時

第3回介護支援専門員研修

2019年11月19日(火)
10:00～16:00

第3回通所・入所系研修

2019年11月28日(木)
13:30～16:30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
中堅職員研修Ⅰ（サービ
ス提供責任者業務の基礎
的理解）

2019年12月10日(火)
10:00～16:30

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）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修

2019年12月11日(水)
10：00～16：30

2019年12月13日(金)
10:00～16:00

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
1.講義①「権利擁護と成年後見制度（基礎編）」
＜名古屋市成年後見あんしんセンター 副所長 高橋健輔＞
2.グループワーク＆全体ディスカッション
名古屋市成年後見あんしんセンター 副所長 高橋健輔
愛知県社会福祉士会 成年後見利用促進委員会
委員長 近藤芳江
名古屋市医師会館
愛知県社会福祉士会 成年後見活動委員会
委員長 奥村朱美
６階 講堂
3.報告「名古屋市における成年後見制度利用促進計画（案）について」
＜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 係長 加藤孝幸＞
4.講義②「成年後見制度における診断書の見直しと本人情報シートについて」
＜名古屋家庭裁判所 主任書記官 小栗裕介＞
5.講義③＆演習「本人情報シートの意義と書き方」
＜愛知県社会福祉士会 成年後見利用促進委員会 委員長 近藤芳江＞
「デイサービスにおける機能訓練指導員の役割について」
＜愛知県理学療法士会 リハビリ情報センター部長
小幡 匡史＞
名古屋市医師会館
1.講義「機能訓練指導員の役割及び機能訓練計画書の解釈と内容について」
６階 講堂
2.グループワーク＆実技「歩行の評価と分析、転倒予防について」
3.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＞
名古屋市総合社会福祉会館 1.サービス提供責任者の業務とは
大会議室
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
1.名古屋市からの説明
2.ケアプランの基本的な作成について
3.訪問介護の算定について 説明
ｉｍｙビル
4.演習その２
6階 第3会議室
5.事例を用いたグループワーク
6.事前質問項目からの選択式グループワーク
7.情報交換
8.総括
「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
名古屋市医師会館
2.高齢者によく見られる症状と疑われる病気
６階 講堂
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
「人生の最終段階を迎える高齢者との向き合い方を学ぶ研修」
＜国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部長/
在宅医療・地域連携診療部長 医学博士
三浦 久幸＞
場所
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2020年1月16日(木)

名古屋市医師会館

２０１９年度
内容

日時

場所

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1月16日(木)
10：00～16：00

名古屋市医師会館
６階 講堂

第3回例会

2020年1月23日(木)
14:00～16:50

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
テーマ別研修⑤「介護職
員向けサロン」

2020年1月30日(木)
19:00～21:00

千種グリル

名古屋市の介護保険関係
部署との懇談会

2020年1月31日(金)
16:00～17:30

名介研事務局会議室

第4回通所・入所系研修

2020年2月5日(水)
13:30～16:30

名介研事務局会議室

災害対策研修「自然災害
対応研修」

2020年2月7日(金)
13：30～16:30

ナカトウ丸の内ビル
2階 第1会議室

訪問サービス研修

2020年2月10日(月)
13:30～16：30

社会福祉研修センター
研修室

特設会場

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
1.研修内容説明
2.講義１
3.講義２
4.自己ワーク＆グループディスカッション
5.講義３
6.グループディスカッション
7.講義４
8.ロールプレイ
1.講演「2020年4月診療報酬改定が、介護事業所へ及ぼす影響と事前対策」
＜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 担当課長
医業経営コンサルタント
長澤 昌和＞
2.動画「認知症になっても安心して暮らせるまち なかむら―お互い様だがねー」上映
＜中村区地域包括ケア推進会議認知症専門部会＞
3.「職業紹介システム刷新について」
＜愛知労働局＞
4.なごや介護の日フェア2019 実施報告
5.名古屋市連絡
①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
6.事務局連絡
1.開会挨拶・趣旨説明
2.趣旨説明
3.自己紹介
4.ディスカッション
5.まとめ
1.２０２０年度名介研事業計画（案）について
2.名介研活動内容について
3.介護ロボット等活用推進事業について
4.名古屋市の要介護認定の実施状況について
5.認知症施策について
6.消費生活センターにおける出張講座について
7.小規模法人の事業協働化に向けた検討について
「通所系サービスにおける制度の理解と適切な運営について」
1.講義「通所系サービスにおける制度の理解と適切な運営について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 職員、
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 職員＞
2.質疑応答
3.情報交換会
4.総括
これからの風水害にそなえる
～ 『固定観念』・『既成概念』・『わかってるつもり』に疑問を投げかける ～
＜フォックスブルー株式会社 代表取締役 早川 英樹＞
「介護ハラスメントってなに？」
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２０１９年度
訪問サービス研修

内容

日時
2020年2月10日(月)
13:30～16：30

場所
社会福祉研修センター
研修室

災害対策研修「BCP導入研
修」

2020年2月14日(金)
13:30～16:30

ナカトウ丸の内ビル
2階 第1会議室

第2回名古屋市16区合同事
業者連絡会

2020年2月17日(月)
13：30～16：30

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
管理者研修①「採用・面
接研修」

2020年2月18日(火)
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②（医療を
踏まえたケアマネジメン
ト）

220年2月20日(木)
10:00～16:30

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

8/8

議題
～ハラスメントの事例を通して考える 介護ハラスメントとその対応について～
＜精神保健福祉士・社会福祉士 田中 裕香＞
みなさんと一緒に考える福祉事業所における災害へのそなえ
～『固定観念』・『既成概念 』・『わかってるつもり 』に疑問を投げかける～
～正しく理解し、正しく恐れ、正しくそなえる～
＜フォックスブルー株式会社 代表取締役 早川 英樹＞
1.開会挨拶・趣旨説明
2.講義「福祉事業者における災害対策の新しいカタチ（基礎編・課題提起編）
＜フォックスブルー株式会社 代表取締役
早川 英樹＞
3.グループワーク
「災害時安否確認の情報提供に関する協定」の適切な運用について
4.発表
5.総括
「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!?」
＜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
「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「糖尿病」
＜すぎもと在宅医療クリニック 院長 杉本 由佳＞
3.講義「社会保障制度について」
＜㈱リーベン 奥村 朱美＞
4.講義「訪問看護について」
＜(一財)名古屋市療養サービス事業団 伊藤 弘子＞
5.グループワーク
＜㈱エム・ケア介護センター 松井 由美子＞
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