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中野区介護サービス事業所連絡会

発行 会長

奥田 由美子

会長挨拶
平成３０年度がスタートしました。今年度は医療介護障害の３つの大きな法改正があり、
介護保険に於きましても事業の運営基準を始め多々変更があり多忙を極めている時期かと
思います。
当会の会員数も 200 近い陣容となり、介護事業を運営していく上での情報をタイムリー
に提供、現場に役立てるよう研修を含め活発に部会活動が行ってまいります。
また、中野区の助成により当会のホームページに区民向けのページもアップされ人材不足
の現場が少しでも介護の魅力を感じ仲間が増えていく事を期待します。

中野区介護サービス事業所連絡会
総会・講演会及び交流会のご案内
2018（平成 30）年度の中野区介護サービス事業所連絡会総会・講演会及び
交流会を次のとおり開催します。是非、奮ってご参加くださいますようお願
いします。
日

時：２０１8 年４月２0 日（金）

会

場：中野区医師会館 ３階

午後６時３０分

開始

第１部：総会（午後６時３０分から午後７時 1０分まで）
１）２０１７年（平成２９）年度事業報告・決算（案）について
２）２０１８年（平成３０）年度事業計画・予算（案）について
３）運営委員選出（案）について

第２部：講演会（午後７時１５分から午後８時１５分まで）
テーマ：
「報酬改定における医療と介護の連携について」
講

師： クマノミドー眼科 熊埜御堂

隆医師

第３部：交流会（午後８時２０分から午後９時３０分まで）
会

場：中野区医師会館 ２階

会

費：２,０００円（飲食代）
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修

報

告

★中野区＆事業所連絡会の共催研修★
テーマ：「介護職が行うストーマ装具交換の基礎知識」
日

時：2017 年 12 月 14 日（木）14:00-16:00

場

所：区役所 7 階醍 8～10 会議室

講

師：山口みどり氏
（なごみ訪問看護ステーション管理者）

★訪問介護部会 全体研修会★
テーマ：
「ストレスと上手につきあう方法」～お互いが快く過ごすために～
日

時：2018 年 3 月 15 日（木）18:30～20:30

場

所：スマイルなかの 3 階 AB 会議室

講

師：栗原知女氏
（NPO 法人ライフキャリア総研主任研究員）

人

数：15 事業所 27 名

★福祉用具・住宅改修部会の合同研修会★
テーマ：
「車いす機器展』
見て！触れて！車いすの疑問にメーカーが答えます。
日頃、疑問を抱いている車いすの事、メーカーが丁寧にわかりやすく教えてくれます。各メー
カーには、車いす作りのこだわりのポイントがあります。メーカーごとの特徴を知ろう。
日

時：平成 30 年 3 月 23 日（金）19：00

場

所：スマイルなかの 3F

～20：45

AB 会議室

参加者：35 名
参加企業 株式会社 カワムラサイクル
日進医療器株式会社
株式会社 松永製作所
株式会社 ミキ
参加者から、各メーカーの特徴が違い、また、車いすの種類の多さにびっくりしまし
た、との感想がありました。また、このような研修に参加したいです。
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★事業所連絡会第２回全体研修会★
テーマ：｢改正介護保険法

押さえておきたいポイント」

日

時：平成 30 年 3 月 27 日（火）18:30～20:30

場

所：中野区産業振興センター 地下ホール

講

師：やさしい手 岡島

潤子 参与

参加者：130 名
内

容：平成 30 年 4 月改正の介護保険法につき、その改正の狙いや今後の方向性などを読み解くポイ
ント解説をしていただきました。分厚い改正関連資料と最新情報を、厚労省の資料をベース
に、主要なサービスに渡って、概要や単位数、変更点、算定要件など説明を受けました。ま
た、キーワードやキーフレーズをとりまとめた資料もご準備いただき、介護業務に従事する
にあたって、頭に入れておくべき重要な知識を得るためのヒントを頂きました。最後には、
「厚労省のサイトに参考になる情報があるため、ご覧ください」とご案内下さいました。特
にお知らせのあった部分は、
「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）
」
。
会場の雰囲気
膨大な資料と内容でしたが、参加者は熱心
に聞き入り、資料にメモを取るなどして、
関心の高さがうかがえました。集中の中に
も、時折はさまれる裏話などでは、笑いが
でるなど、充実の研修タイムとなりました。

平成 30 年度の中野区研修予定について
平成 30 年度に実施予定の中野区主催及び連絡会との共催等の研修予定を次のとおりです。こちらは、
現在の計画となりますので、詳細は、別途送られる案内を確認いただき、奮ってご参加ください。
平成30年度 介護サービス事業所研修予定
研修名

【講師等の都合等で変更になる場合もありますので、ご注意ください】

研修内容

対象

第１回介護支援専門員研修
専門的な知識、
技能を高められる研修

第2回介護支援専門員研修

回数

開催予定日

会場

居宅支援事業所の介護支援専
門員及び地域包括職員

1

５月２５日（金）午後

区役所
第8・9・10会議室

居宅支援事業所の介護支援専
門員及び地域包括職員

1

９月１３日（木）午後

区役所
第8・9・10会議室

地域ケアマネ支援研修

包括的・継続的ケアマネジメント支援

地域包括支援センター
区内ケアマネージャー

1

２月15日（金）午後

区役所
第8・9・10会議室

介護サービス事業所

サービス提供責任者研修

専門的な知識、技能を高められる研修

サービス提供責任者

1

７月５日（木）午前

区役所
第8・9・10会議室

介護従事者研修

ケアマネージャー・サービス
提供責任者研修

○医学知識

ケアマネ・サービス提供責任者

1

２月上旬頃予定

中野区医師会 大会議室

2

６月22日（金）
第1回午後2時半～4時半
第2回午後6時～8時

新井区民活動センター
２階 多目的室

1

１月21日（月）午後

区役所
第8・9・10会議室

1

10月12日（金）夜

区役所
第8・9・10会議室

1

５月１５日(火）午後

区役所
第9・10会議室

○介護技術
介護従事者研修

○実務・実践研修

全事業所

○認知症ケア
○介護従事者としての心構えやプロとし
ての基本的能力を身につける。

中堅職員（リーダー）研修

○中堅職員に求められる役割や知識を理 中堅職員（リーダー）
解する。
管理者・部門責任者

1

７月１８日（水）午前

区役所
第9・10会議室

管理者・部門責任者研修

○管理者としての指導力・組織の管理能
管理者・部門責任者
力向上を図る。

1

８月２０日（月）午後

区役所
第9・10会議室

９月２１日（金）夜

区役所
第8・9・10会議室

９月２７日（木）夜

区役所
第9・10会議室

11月２７日（火）午前

区役所
第8・9・10会議室

職員研修（階層別）
介護サービス事業所

虐待に関する研修（在宅系）

全事業所

介護従事者研修

職員研修
育成研修

新任職員及び事業者が推薦する
方

新任職員研修

介護サービス事業所

2

虐待に関する研修（施設系）

介護従事者研修

ゲートキパー研修
「介護従事者のメンタルヘルス」

介護従事者

3

1

連絡会のホームページに区民向け
のページをアップしました！

通所部会から通所部会一覧を作成
今月、通所部会から新たな通所部会の施設一覧
を作成しました。随時、各通所施設及び包括等
に配布していきます。

中野ランニングフェスタに今年もケアマネ・訪問介護部会が参加

広 報 担 当 よ り
編集後記
ハートフルケアなかのでは、最新の研修報告や予定などを掲載しています。また、皆さまの身
近でフレッシュな記事などございましたらお気軽にお知らせください。
小茂田
掲載をご希望の記事等がございましたらお気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！
「ハートフルケアなかの」は、中野区介護サービス事業所連絡会ホームページからダウンロードできま
す。職員、利用者様にも配布してご活用ください。（http://www.nakano-kaigo.org/）

事務局：中野区社会福祉協議会 経営管理課内 担当 合川・小山
〒164-0001 中野区中野 5-68-7 スマイルなかの４階 （日・祝･第 3 月休）
電話：5380－0751

FAX：5380－0750
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