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地域包括支援センター及び
総合相談窓口の研修について

平成26年6月

大阪市 福祉局 高齢福祉課





地域包括支援センター職員等研修について 

 

１．平成25年度 研修開催実績  

 

【初任者研修：概ね1・2年目職員】 

開催日 テーマ 方法 講師 参加人数 

7月31日（水） 
15時～17時 

「包括的支援業務とは 
～各包括の取り組み報告から学ぶ～」 

講義・ 
事例報告 

大阪市保健医療大学 
橋本 卓也氏 
大阪市包括職員 

101人 

9月25日（水） 
9時30分～11時30分 

「包括がすすめる個別ケースからの 
ネットワークづくり～総合相談を 
担うための基盤づくりをめざして～」 

講義・ 
事例報告 

連絡調整事業担当者 
福祉局高齢福祉課担当者 

67人 

 

 

【中堅期研修：概ね3年目以降職員】 

開催日 テーマ 方法 講師 参加人数 

11月12日（火） 
14時～17時15分 

高齢者虐待対応における 
対応期と終結について 

講義 
福祉局地域福祉課高齢者 
虐待対応チーム担当者 

66人 

11月18日（月） 
11月26日（火） 

9時30分～11時45分 

「包括的ケアマネジメント実践研修 
～他事業所の方々を支える方法、 

関係づくりについて～」 

講義・ 
ミニシンポ

ジウム 

桃山学院大学 
塩田 祥子氏 

68人 

 

 

【管理者研修】※については、区担当者と合同研修 

開催日 テーマ 方法 講師 参加人数 

1月30日（木） 
9時30分～11時45分 

「地域包括支援センターにおける 
民事トラブル対応講座」 

講義・ 
グループ 
ワーク 

谷・井上法律事務所 
弁護士 井上 計雄氏 

64人 

※3月25日（火） 
15時30分～17時 

「地域包括支援センターがすすめる 
地区診断について」地域包括 

支援センターワーキング活動報告会 

講義・ 
実践報告 

連絡調整事業担当者 
福祉局高齢福祉課担当者 

66人 

 ※参加人数については、地域包括支援センター職員のみ 
 

  



【全体研修：地域包括支援センター及び総合相談窓口（ブランチ）職員】 

※については、区担当者と合同研修 

開催日 テーマ 方法 講師 参加人数 

4月22日（月） 
10時～12時 

総合相談業務等について 講義 
福祉局高齢福祉課担当者 
連絡調整事業担当者 

67人 

※7月22日（月） 
※7月29日（月） 
※7月30日（火） 

13時30分～17時30分 
（いずれかの日程で出席） 

高齢者虐待における初動期対応について 
講義・ 
グループ 
ワーク 

福祉局地域福祉課高齢者 
虐待対応チーム担当者 

135人 

8月19日（月） 
8月23日（金） 

13時30分～17時 
（いずれかの日程で出席） 

医療と地域包括支援のあり方を考える 
認知症の人と家族と共に 

講義 
大阪市研修・情報センター 
スーパーバイザー 
沖田 裕子氏 

132人 

12月11日（水） 
14時～16時 

精神疾患の支援ポイントと 
区保健福祉センターとの連携 

講義 
健康局こころの健康センター 
松本 直美保健副主幹 
山内 幸織担当係長 

134人 

※2月25日（火） 
9時30分～11時30分 

高齢者虐待対応における地域包括支援センタ

ーと総合相談窓口（ブランチ）の役割について 
地域ケア会議における地域包括支援センターと

総合相談窓口（ブランチ）の役割について 

講義 
福祉局地域福祉課高齢者 
虐待対応チーム担当者 
福祉局高齢福祉課担当者 

138人 

※3月19日（木） 
14時～16時30分 

「地域包括支援センターがすすめる 
地区診断について」地域包括 

支援センターワーキング活動報告会 

講義・ 
実践報告 

梅花女子短期大学 
綾部 貴子氏 

連絡調整事業担当者 
福祉局高齢福祉課担当者 

139人 

 ※参加人数については、地域包括支援センター職員及び総合相談窓口（ブランチ）のみ 
 

【地域包括支援センター職員研修：委託研修】 

開催日 テーマ 方法 参加人数 

6月27日（木） 
28日（金） 

 (財)長寿社会開発 
センター委託 

地域包括支援センター職員基礎研修 
総合相談支援業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

権利擁護業務、介護予防ケアマネジメント業務 
講義 66人 

12月17日（火） 
 (財)長寿社会開発 
センター委託 

地域包括支援センター職員課題別研修 講義 66人 

 

【新設地域包括支援センター研修】 

開催日 テーマ 方法 参加人数 

2月26日（水） 
9時30分～11時30分 

2月27日（木） 
9時30分～17時 

地域包括支援センター業務について 
（包括的支援事業・介護予防事業・認知症高齢者支援・ 
高齢者虐待対応・その他地域包括支援センター関係業務） 

講義 5人 

  



 

２．平成26年度 地域包括支援センター職員等研修（案）  

 

【初任者研修：概ね1・2年目職員】 

開催予定日 テーマ 方法 講師 

7月11日（金） 
・包括ですすめる総合相談について 
・包括に関わる相談機能について 

講義 
福祉局高齢福祉課 

大阪市社会福祉協議会 

8月（予定） 
・高齢者虐待について 
・高齢者虐待対応の流れについて 

講義 
演習 

福祉局地域福祉課 

9月（予定） 
・地域包括支援センターがすすめる 
地区診断について（基礎編） 

講義 民間講師 

 

 

【中堅期研修：概ね3年目以降職員】※については、区担当者と合同研修 

開催予定日 テーマ 方法 講師 

10月（予定） ・対人援助における基本的な視点について 
講義 
演習 

民間講師 

※11月（予定） 
・高齢者虐待対応事例の検証 
・検証事例の課題の共有 

講義 
グループワーク 

民間講師 
（社会福祉士・弁護士） 

12月（予定） ・包括に求められる対人援助技術について 
講義 
演習 

民間講師 

 

 

【管理者研修】 

開催予定日 テーマ 方法 講師 

9月25日（木） ・計画的な地域包括支援業務の進め方 
講義 
演習 

東京都青梅市地域包括 
支援センター すえひろ 
センター長 水村 美穂子氏 

2月（予定） ・包括業務に関わる法律の理解について 講義 
民間講師 
（弁護士） 

 

  



【全体研修：地域包括支援センター及び総合相談窓口（ブランチ）職員】 

◎については、総合相談窓口（ブランチ）職員のみ 

開催予定日 テーマ 方法 講師 

◎5月8日（木） 
・総合相談支援事業について 
・実績報告と月報の考え方 

講義 
福祉局高齢福祉課 

大阪市社会福祉協議会 

◎9月（予定） 
・権利擁護関係研修 
（高齢者虐待対応・成年後見制度） 

講義 民間講師 

11月（予定） ・地域ケア会議について 
講義 

事例報告 
福祉局高齢福祉課 

1月（予定） 
・地域包括支援センターワーキング 
活動報告会 

講義 大阪市社会福祉協議会 

 

 

【地域包括支援センター職員研修：委託研修】 

開催予定日 テーマ 方法 

6月16日（月）、17日（火） 
(財)長寿社会開発センター委託 

・地域包括支援センター職員基礎研修 講義 

未定 ・課題別研修 講義 

 

 

【新設地域包括支援センター研修】 

開催予定日 テーマ 方法 

1月～2月（予定） ・包括的支援事業について 講義 

 


