
管理者研修③「採用・面接研修」開催要項 

１．ねらい  

人手不足を解消するための「人材定着」に着目した採用・面接研修です。採用する際に注意する点や、

採用前に実技観察を行うポイント等の講義を受講していただきます。管理者のみの単独面接や実技を軽

視した採用等で現場を混乱させないよう、面接技法を学びます。その後、グループワーク等で実際に模

擬面接等も予定しています。 

※ 当日は講師の著書「福祉職場の採用面接 複数面接&実技観察」をテキストとして使用いたします。 
 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「人材が定着する採用・面接について」※昨年度と同様の研修内容が含まれています。 

講師 ケアタウン総合研究所 所長  高室 成幸 氏 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成２９年１２月７日（木） 午前１０時～午後４時３０分 

【会  場】名古屋市医師会館 ６階 講堂   

       名古屋市東区葵 1－4－38  最寄駅：地下鉄「新栄町」駅 2番出口から徒歩 5分 

         ※公共交通機関でお越しください。 
 

４．定員及び対象者   

【定  員】 ６０名    本研修のお申込みは 1事業所 1名とさせていただきます。 

申込みが定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】経営者、管理者、採用・面接に携わる方 
 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 
 

６．参加可否  

１１月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選の 

お知らせ」を FAXで通知いたします。 

 

７．その他  

○ 研修受講時のテキスト代として 1,000 円必要となります。 

○ 研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。 

○ 筆記用具、昼食は各自でご用意ください。 

○ 当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 
 

 
【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ  http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号 

01 

 



中堅職員研修①「介護技術研修・指導者研修」開催要項 

１．ねらい  

ＩＣＦの構造・特徴および個別性に応じた介護技術の重要性を再認識し、エビデンスに基づく介護技術

「体位変換と移乗」を学びます。 

また、事業所における利用者支援のあり方やマニュアルを再考し、事業所内での介護技術の統一や

後輩職員への指導ができるようになることを目指します。 

 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「ＩＣＦを活用した介護技術研修」 
講師：日本福祉大学 社会福祉総合研修センター兼任講師 宮野 惠子 氏 

第１部 午前１０時～午前１２時【１２０分】 
講義：「考えるケア」の必要性 
   ＩＣＦの視点に基づく生活支援 
   介護技術のエビデンスの必要性    

第２部 午後１時～午後４時【１８０分】 
演習：移動・移乗の介護の基本 

          後輩職員への介護技術指導ポイントの理解 
 
３．開催日時及び会場 

【日  時】平成２９年１２月１５日（金） 午前１０時～午後４時 

【会  場】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 研修室   

    名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地 昭和区役所７階 

      最寄駅：地下鉄鶴舞線「御器所」駅下車 １番出口より 徒歩２分 

地下鉄桜通線「御器所」駅下車 ８番出口より 徒歩１分 

 

４．定員及び対象者  

【定  員】 ４０名   本研修は、お申込みは 1事業所 1名とさせていただきます。 

申込みが定員を超過した場合には抽選になります。 
 
【対象者】名古屋市内の訪問系の介護事業所に従事し、従事期間が３年以上のサービス提供責任者 

 

５．申込方法  
 
研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 

６．受講決定  

１１月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」を

ＦＡＸで通知いたします。 

その他  

○ 研修会場には駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

○ 当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

○ 全館・敷地内禁煙です。 

○ 筆記用具以外の持ち物があります。受講が決定した方に別途ご案内します。 

します。研修時間が正午を挟む場合は、昼食のとり方（弁当持参、外食）もお考えください。 
 
【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号 

02 

 



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」開催要項 

１．ねらい  

サービス提供責任者は個別計画の作成、調整、訪問介護員への指導、サービス提供等、様々な業

務を担っています。この研修では初任のサービス提供責任者を対象として、サービス提供責任者の業

務について再確認します。現場経験豊富な複数の事業者の協力によって作成したマニュアルにより、

訪問介護事業における基本事項の再確認をはじめ、アセスメントやモニタリング業務、記録業務の注

意点まで、現任のサービス提供責任者から現場目線で解説していただきます。 

※ 研修にはグループワークも含みます。 
 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「サービス提供責任者の業務とは」※昨年度と同様の研修内容が含まれています。 

講師 名介研 訪問サービス委員会委員 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成２９年１２月１５日（金） 午前１０時～午後４時３０分 

【会  場】名古屋市医師会館 ６階 講堂  

       名古屋市東区葵 1－4－38  最寄駅：地下鉄「新栄町」駅 2番出口から徒歩 5分 

         ※公共交通機関でお越しください。 
 

４．定員及び対象者   

【定  員】 ６０名    本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】市内訪問系事業所に従事するサービス提供責任者で在職３年未満の職員 
 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 
 

６．参加可否  

１１月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選の 

お知らせ」を FAXで通知いたします。 

 

７．その他  

○ 研修会場には駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

○ 筆記用具、昼食は各自でご用意ください。 

○ 当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 
 

 
【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ  http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号 

03 

 



テーマ別研修Ⅱ②「薬学基礎知識研修」開催要項 

１．ねらい  

介護を必要としている高齢者は多くの薬を服用しています。薬には副作用があるものも多く、高齢者

と薬の関係をよく理解し、正しい知識を身に付けることが大切です。そこで、介護業務従事者に必要な

「薬の基礎知識」について学びます。  

※薬学について学んだ経験の少ない介護関係業務従事者向けの内容となっています。 
 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「福祉専門職として、これだけは知っておきたい薬の基礎知識」 

講師：名古屋市薬剤師会 近藤 満里子 氏 
 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 平成２９年１２月１９日（火） 午後１時～午後５時 

【会  場】 名古屋市昭和文化小劇場  

名古屋市昭和区花見通 1丁目４１－２  

最寄駅：地下鉄「川名」駅 ２番出口から徒歩２分 
 

４．定員及び対象者  

【定  員】 ２５０名  本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 
 
【対象者】 市内の介護関係業務従事者 

 

５．申込方法  
 
研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙

「申込方法のご案内」をご覧ください。 

 

６．受講決定  

11 月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」

をＦＡＸで通知いたします。 

 

７．その他  

〇研修会場への自動車での来場はご遠慮ください。 

○当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

〇敷地内は禁煙となっております。 

○研修受講時の持ち物は原則、筆記用具です。筆記用具以外の物が必要な場合は別途ご案内

します。 

 

 

 

【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 
ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号 

04 

 



テーマ別研修Ⅱ①「医学基礎知識研修」開催要項 

１．ねらい  

介護関係の業務では、医療との連携や他職種との調整の場において、基本的な医学知識は必須項目と

なります。本研修では、主に高齢者を対象としている介護関係業務従事者に必要となる医学の基礎知識に

ついて学びます。  

※医学について学んだ経験の少ない介護関係業務従事者向けの内容となっています。 

 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「福祉・介護専門職に必要な医学的基礎知識」 

講師：名古屋市総合リハビリテーションセンター 

第一リハビリテーション部長・医師  小川 鉄男 氏 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 平成３０年１月１６日（火） 午後１時～午後５時  

【会  場】 名古屋市昭和文化小劇場  

名古屋市昭和区花見通 1丁目４１－２  

最寄駅：地下鉄「川名」駅 ２番出口から徒歩２分 

 

４．定員及び対象者  

【定  員】 ２５０名  本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 
 
【対象者】 市内の介護関係業務従事者 

 

５．申込方法  
 
研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 

 

６．受講決定  

11月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」を 

ＦＡＸで通知いたします。 

 

７．その他  

〇研修会場への自動車での来場はご遠慮ください。 

○当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

〇敷地内は禁煙となっております。 

○研修受講時の持ち物は原則、筆記用具です。筆記用具以外の物が必要な場合は別途ご案内しま

す。 

 

 

【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 
ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 
ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号    
05 

 



テーマ別研修Ⅲ⑤「精神疾患・障がいの基礎的理解」開催要項 

 
１． ねらい  

精神障害は、障害・原因疾病の種類も多く、個々によって性格や嗜好も違うため、症状の程度や意欲

などに個人差が大きく、利用者の状況の把握が難しいのが現状です。 

本研修では、当事者の方やご家族の方をお招きし、本人の生の声に耳を傾け、利用者を取り巻く生

活環境や気持ち、個人の症状を理解したうえで、精神障がいの特性を踏まえた支援について考える機

会とします。 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「精神疾患・障がいの基礎知識と当事者・家族の想い」  

講師：名古屋市精神障害者家族会連合会  家族の皆様 

地域活動支援センター「ピアセンターなないろ」及び当事者の皆様 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 平成３０年１月２３日（火） 午前１０時～午後４時 

【会  場】 名古屋市総合社会福祉会館 ７階 大会議室   

名古屋市北区清水四丁目１７－１ 北区役所合同庁舎  

最寄駅：地下鉄「黒川」駅 １番出口から徒歩８分 

４．定員及び対象者   

【定  員】 １００名  本研修のお申込みは１事業所１名とさせていただきます。 

申込が定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】 市内の介護関係業務従事者 

 

５．申込方法  
 
研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 

 

６．受講決定  

11月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」を

ＦＡＸで通知いたします。 

 

７．その他  

〇研修会場の駐車場は使用できません。公共交通機関をご利用ください。 

〇当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

〇研修受講時の持ち物は原則、筆記用具です。筆記用具以外の物が必要な場合は別途ご案内し

ます。 

○昼食は各自でご用意ください。 

 

   

【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号 

06 

 



テーマ別研修Ⅱ③「ターミナルケア研修」開催要項 

１．ねらい  

介護の現場で、高齢者が終末期を迎えることが増加している今日、終末期の介護において他職種の連

携の必要性を再認識するとともに、求められる介護職員の役割、連携の在り方について学ぶ。 

今回は、現場での実践報告を多数紹介するとともに、その中から介護職として終末期の利用者とどの様

に向き合うのか、他の職種とどうかかわればよいのかを考え、ターミナルケアに対する不安の解消を図る。 

 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「その人らしい最期を生きぬいていただくためのターミナルケア」 

講師：湖山医療福祉グループ 介護老人保健施設 星のしずく 

看介護部長  高口 光子 氏 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 平成３０年１月２５日（木） 午前１０時～午後４時 

【会  場】 名古屋市医師会館 ６階講堂  

       名古屋市東区葵１－４－３８ 

       最寄駅：地下鉄「新栄」駅 ２番出口から徒歩５分 

 

４．定員及び対象者  

【定  員】 １００名     本研修は、お申込みは 1事業所 1名とさせていただきます。 

ただし、申込みが定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】 市内の介護関係業務従事者 

 

５．申込方法  
 
研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 

 

６．受講決定  

１１月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」をＦ

ＡＸで通知いたします。 

 

７．その他  

○研修会場への自動車での来場はご遠慮ください。 

○当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

○研修受講時の持ち物は原則、筆記用具です。筆記用具以外の物が必要な場合は別途ご案内し 

ます。研修時間が正午を挟む場合は、昼食のとり方（弁当持参、外食）もお考えください。 
 

 
【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 
ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号 
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テーマ別研修Ⅲ⑥「権利擁護研修」開催要項 

１．ねらい  

  認知症による物忘れ、障がい等によって、自分の生活に必要な福祉サービスをはじめとするさまざまな契約

について判断したり、日常的な金銭管理や重要な財産管理を行ったりすることが困難になっている高齢者や

障がい者への支援、または人権を侵害する高齢者や障がい者への虐待への対応について、住み慣れた地

域で安心して生活を送るために利用することのできる、「日常生活自立支援事業」、「成年後見制度」や「高齢

者、障がい者虐待相談事業」等の権利擁護制度について理解を深め、適切な対応方法を身に付けます。 

 

２．プログラム及び講師  

講演：「介護職に求められる人権意識について」講師：名古屋市役所 健康福祉局 介護保険課  目方 雄太 氏 

講義：「権利擁護の現状と課題」 講師：名古屋市社会福祉協議会 権利擁護推進部 部長 弘田 直紀 氏 

講義：「日常生活自立支援事業について」 講師：障害者・高齢者権利擁護センター南部事務所 副所長 三原 亘 氏 

講義：「高齢者・障害者の虐待について」 講師：高齢者虐待相談センター・障害者虐待相談センター 所長 近田 幸子 氏 

講義：「成年後見制度について」 講師：成年後見あんしんセンター 副所長 髙橋 健輔 氏 
 

３．開催日時及び会場  

【日  時】 平成３０年２月７日（水） 午前１０時～午後４時 

【会  場】 名古屋国際会議場 ２号館２階 ２２２・２２３号室  

名古屋市熱田区熱田西町１－１ 

最寄駅：地下鉄「日比野」「西高蔵」駅から徒歩５分 

 

４．定員及び対象者  

【定  員】 １００名    本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 
【対象者】 市内の介護関係業務従事者 

   

５．申込方法  
 
研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申込

方法のご案内」をご覧ください。 

 

６．受講決定  

１１月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」をＦＡＸ

で通知いたします。 

 

７．その他  

〇研修会場への自動車での来場はご遠慮ください。 

○当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

○研修受講時の持ち物は原則、筆記用具です。筆記用具以外の物が必要な場合は別途ご案内し 

ます。研修時間が正午を挟む場合は、昼食のとり方（弁当持参、外食）もお考えください。 

 

【本研修に関する問合せ先】 名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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中堅職員研修②「スーパービジョン研修」（リーダー職員向け）開催要項 

（2/20「主任・リーダー職員向けサロン」も受講となります） 
１．ねらい  

スーパービジョンとは、初心者を指導・教育していく方法でリーダー的職員が身に付けるべき技術の一

つです。リーダーのスーパーバイズ能力がサービスの質を左右するともいわれ、リーダーとしてその能力を

養うことが求められています。指導を受ける職員（スーパーバイジー）と共に、業務を行う中で生じた問題

や課題などについて考えスーパーバイザーとして適切な対応を図るスーパービジョンの実践は、サービス

の質や職員の定着率を向上させると考えられます。また、事業所としても事業所自体でスーパービジョン

体制を構築することはとても重要なことだと言えます。この研修では、スーパービジョン体制の必要性及び

具体的な方法を学び介護職員などの指導的な職員の教育力向上を目指します。 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「介護現場の人材育成に活かすスーパービジョン」 

講師：日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 准教授 山口 みほ 氏 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成３０年２月１３日（火） 午前１０時～午後４時３０分 

       平成３０年２月１４日（水） 午前１０時～午後４時３０分 

      平成３０年２月２０日（火） 午前１０時～午後３時 
※３日間通しの研修になります。 
※午後３時３０分からは「主任・リーダー職員向けサロン」の受講となります。 
 

【会  場】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 研修室   

    名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地 昭和区役所７階 

      最寄駅：地下鉄鶴舞線「御器所」駅下車 １番出口より 徒歩２分 

地下鉄桜通線「御器所」駅下車 ８番出口より 徒歩１分 
 

４．定員及び対象者  

【定  員】 ６０名    本研修は、訪問系事業所職員３０名・入所・通所系事業所職員３０名となります。 

また、お申込みは 1事業所 1名とさせていただきます。 
申込みが定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】市内の介護業務従事者でリーダー的職員（在職３年以上）であり、 

３日間とも研修参加が可能な方。 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 
 

６．受講決定  

１１月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」を 

ＦＡＸで通知いたします。 
 
７．その他  

〇研修会場への自動車での来場はご遠慮ください。 

○当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

〇昼食は弁当・外食等、各自でお願いいたします。 

 

【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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中堅職員研修③「主任・リーダー職員向けサロン」開催要項 

 
             

１．ねらい  
福祉・介護の仕事は責任とやりがいがある仕事ですが、主任・リーダー職員は孤立による悩みや不安を

抱えやすい状況にあります。この研修では、スーパービジョン研修を受講した者同士での意見交換研修
会（サロン）にて業務上の悩みや不安を共有し、課題解決方法やそのヒントを得られるような情報交換をし
ます。また、地域包括ケアシステムの構築のために、同職種または地域内での仲間づくりの機会を提供し
ます。 
 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「スーパービジョン研修受講者同士の情報交換・交流会」 

講師：日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 准教授 山口 みほ 氏 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成３０年２月２０日（火） 午後３時３０分～午後５時 
※スーパービジョン３日目の研修後に開催されます。 
※スーパービジョン研修に申し込まれた方は、原則受講となります。 
※サロンのみの申込も可能です。 
 

【会  場】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 研修室  

    名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地 昭和区役所７階 

      最寄駅：地下鉄鶴舞線「御器所」駅下車 １番出口より 徒歩２分 

地下鉄桜通線「御器所」駅下車 ８番出口より 徒歩１分 
 

４．定員及び対象者  

【定  員】１０名    本研修は、当日スーパービジョン研修を修了された６０名の方との合同研修となります。 

また、お申込みは 1事業所 1名とさせていただきます。 
申込みが定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】市内の介護業務従事者でリーダー的職員（在職３年以上）であり、 

過去にスーパービジョン研修を受講されたことがある方。 
 

５．申込方法  
 
研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 

 

６．受講決定  

11 月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」をＦ

ＡＸで通知いたします。 

 
 
７．その他  

〇研修会場への自動車での来場はご遠慮ください。 

○当日は、座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

 

【本研修に関する問合せ先】名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター 古山・若松 

ＴＥＬ：０５２－７４５－６６６０ 

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 

研修番号 
10 

 



テーマ別研修Ⅱ④「医療を踏まえたケアマネジメント研修」開催要項 

１．ねらい  

疾患に関する講義から介護支援専門員として利用者本位にたった「より良いケアプラン」について検

討します。また、医療機関との連携や相談方法について学ぶことで、研修後の医療と介護の連携を深

めていきます。研修の中でグループワークを設けることで、他の介護支援専門員の考えを聞き多様な

ニーズへの対応力を身につけます。 ※医学について学んだ経験の少ない介護支援専門員向けの内

容となっています。 
 

２．テーマ及び講師  

テーマ：「在宅での看取りに向けた支援について」※昨年度と同様の研修内容が含まれています。 

講師：すぎもと在宅医療クリニック 院長 杉本 由佳 先生 
名介研 居宅介護支援委員会委員 

 

３．開催日時及び会場  

【日  時】平成３０年２月１６日（金） 午後１時～午後５時 

【会  場】名古屋市医師会館 ６階 講堂   

       名古屋市東区葵 1－4－38  最寄駅：地下鉄「新栄町」駅 2番出口から徒歩 5分 

         ※会場の駐車場、駐輪場は使用できません。公共交通機関でお越しください。 
 

４．定員及び対象者   

【定  員】 ８０名    本研修のお申し込みは１事業所あたり複数名でも可能です。 

ただし、申込が定員を超過した場合には抽選になります。 

【対象者】市内の介護関係事業所に従事する介護支援専門員 
 

５．申込方法  

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

１１月１０日（金）までにお願いします。（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申

込方法のご案内」をご覧ください。 
 

６．参加可否  

１１月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には「落選の 

お知らせ」を FAXで通知いたします。 

 

７．その他  

○ 研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。 

○ 筆記用具をご持参ください。筆記用具以外の物が必要な場合は別途ご案内します。 

○ 当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。 

○ 無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅刻およびご欠席される場合はご連絡願います。 
 

 
【本研修に関する問合せ先】名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局 

ＴＥＬ：０５２－２５３－６７５８ 

ホームページ  http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
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