名介研例会・部会等開催状況
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
議題
〔総会〕
1.特別会員挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部 部長 松井 孝作＞
2.幹事代表挨拶
＜アサヒサンクリーン㈱ 取締役名古屋支店長 古川浩＞
3.顧問挨拶
＜社団法人名古屋市医師会 理事 立松廣＞
＜社団法人名古屋市歯科医師会 専務理事 出原壽勝＞
＜社団法人名古屋市薬剤師会 理事 渡邊萬里＞
4.平成17年度事業計画案および収支予算案の件
伏見ライフプラザ 5階
5.役員変更（退任および就任）の件
名古屋市高年大学
〔例会〕
鯱城ホール
1.名古屋市介護保険課等事務連絡
・4/12全国高齢者保険福祉・介護保険主管課長会議の概要について
・平成16年度書面指導および実施指導における主な指導内容について
・チラシ「名古屋市介護保険課からのお知らせ」について
・高齢者虐待相談支援事業について
・災害時における要援護者の安否確認の情報提供について
2.事務局連絡
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平成１７年度

内容

第1回総会・例会

日時

平成17年4月21日(木)
13:30〜15:30

第1回施設サービス事業部会
特定施設入所者生活介護サー 平成17年5月16日（月）
ビス 意見・情報交換会
14：00〜16：00
（オープン部会）

1.開会挨拶
名古屋市高齢者
就業支援センター
5階大会議室

＜名古屋市介護サービス事業所連絡研究会

2.特定施設事業者連絡協議会について

吉村

仁志＞

＜株式会社博愛ナーシングヴィラ 松生

幹事

吉郎＞

3.グループ討議
4.討議まとめ
5.発表
1.平成16年度評価事業の実施結果について（概要）
2.平成17年度評価事業の実施について
第1回
①検討委員会および専門部会委員について
名古屋市介護サービス事業者 平成17年6月14日(火)
名介研事務局会議室
②平成17年度評価事業の実施について
自己評価・ユーザー評価
13:30〜15:30
・施設系サービス評価の実施についての検討
検討委員会
・施設系サービス評価の実施にかかる組織案
③今後のスケジュールと進め方について
1.名古屋市・名介研共催｢高齢者虐待防止研修会｣
（１）開会挨拶
＜名古屋市健康福祉局長 松永 恒裕＞
（２）名古屋市高齢者虐待防止マニュアルの公表
＜名古屋市高齢者虐待相談センター副所長 松本 恵美子＞
（３）講演『家庭内の高齢者虐待・発見と予防』
＜講師 特別養護老人ホームフィオーレ南海 施設長 柴尾 慶次＞
名古屋市高齢者虐待防止研修
平成17年6月21日（火） 伏見ライフプラザ 5階
2.名介研第２回例会
会及び名古屋市高齢者虐待防
13：30〜16：30
名古屋市高年大学
止マニュアルの公表、名介研
（１）名古屋市介護保険課等事務連絡
鯱城ホール
第2回例会
① 要介護認定における新予防給付対象者の選定（案）について
② 在宅におけるＡＬＳ以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取り扱いについて
③ 平成１７年度標準負担額減額認定証の有効期間について
④ 介護保険サービスの拡大・参入意向アンケートについて
（２）平成16年度収支決算報告
（３）事務局連絡

参加会員数

参加人数

200

323

11

会員
21名
一般
9名

‑

6

225

429

平成１７年度
内容

日時

場所

名介研例会・部会等開催状況
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
「居宅介護支援事業の業務 −書類・手続きを中心とした1ヶ月の業務内容−」
1.名古屋市介護サービス事業者連絡研究会幹事挨拶・趣旨説明
＜アサヒサンクリーン㈱ 名古屋支店 取締役支店長 古川 浩＞
2.新規・通常業務①
〜利用者との契約から申請代行手続きまで、居宅サービス計画書、第1表〜6表作成、サー
ビス担当者会議、サービス調整、モニタリング、居宅サービス計画（ケアプラン）の見直
し、区分変更申請手続き〜
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参加会員数

参加人数

97

181

93

218

67

161

237

446

＜名北ケアプラン・センター 松井 由美子、（医）吉田病院 ケアネット大久手 山下 睦、ハート
サービス近藤 近藤 芳江、アサヒサンクリーン在宅介護センター大幸東 有野 克敏＞

3.通常業務②

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）

平成17年6月23日(木)
9:30〜17:00

〜利用票・利用票別票作成〜
＜チェリッシュ居宅介護支援事業所 岡田 朋美＞
伏見ライフプラザ 5階
4.給付管理業務 〜国保連請求等〜
名古屋市高年大学
＜（福）名古屋市社会福祉協議会 在宅福祉部 桂川 真奈＞
鯱城ホール
5.各種居宅サービス内容説明
〜訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導等〜
＜(財)名古屋市高齢者療養サービス事業団 加藤 裕子、(有)天池ケアサポート 鈴木 弘子、
（福）名古屋市社会福祉協議会 在宅福祉部 桂川 真奈、(医)東樹会あずまケアプランセンター
宮原 絹＞

6.その他業務
〜配食サービス、高額介護サービス費、医療費控除、サービス提供困難ケース、事故報
告、苦情処理対応、関係機関連絡先等〜
＜（資）あすわひのき あすわひのきケアプランセンター 下鶴紀之＞
7.質疑応答
8.総括

第1回
サービス提供責任者研修

平成17年6月27日(月)
13:00〜17:00

第1回通所・入所系研修
「認知症ケアの基本的理解」

平成17年6月30日(木)
13:30〜16:30

第3回例会

平成17年7月19日(火)
13:30‑16:45

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課

指導係長

「サービス提供責任者における対人援助の理念」
＜講師 対人援助職トレーナ−
北区役所講堂
1.講義「サービス提供責任者に必要な視点、知識、技術、態度について」
2.ビデオによる演習
1.「認知症の基本的理解」〜認知症Q&A、認知症高齢者の体験世界〜
＜名介研幹事・社会福祉法人高針福祉会 極楽苑 サービス統括マネジャー
名古屋市高齢者
就業支援センター
2.「認知症高齢者の行動障害」〜介護側の問題行動における事例紹介〜
5階大会議室
＜研修委員・医療法人コジマ会介護老人保健施設みどり 介護主任
同介護福祉士
1.「介護サービス事業者における個人情報保護」
＜講師 ㈱インターリスク総研
2.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
①平成17年6月27日全国介護保険担当会議報告
伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
②施設給付の見直しについて
鯱城ホール
③介護保険被保険者証の一斉更新について
④平成17年度介護サービス施設・事業所調査について
⑤災害対策について
3.事務局連絡

三宅

眞＞

奥川 幸子＞

山口 喜樹＞

石田 新治、
廣瀬 則夫＞
田渕 公朗＞

名介研例会・部会等開催状況
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
議題
1.平成17年度構成委員について
2.平成16年度評価事業の実施結果について
3.平成17年度第1回検討委員会の議事概要について
名介研事務局会議室
4.平成17年度評価事業の実施案について
5.サービス種類別の評価項目の検討について
6.施設サービスの試行実施について
1.第1回専門部会の検討結果について
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平成１７年度

内容

日時

第1回
名古屋市介護サービス事業者 平成17年7月27日（水）
自己評価・ユーザー評価
10:00‑12:00
専門部会
第2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17年8月9日（火）
10:00‑12:00

名介研事務局会議室

2.平成１７年度サービス種類別の評価項目の検討について

参加会員数

参加人数

‑

8

‑

8

3.ユーザーの選び方について
1.「介護事業者における災害前対策の重要性と被災時の対応について」
＜講師 特定非営利活動法人レスキューストックヤード 代表 栗田 暢之＞
2.災害時安否確認の情報提供に関する協定書（案）について
＜名介研幹事 古川 浩、名古屋市健康福祉局総務課 調査統計係長 南谷 定昭＞
伏見ライフプラザ 5階
3.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
平成17年8月23日（火）
第4回例会
名古屋市高年大学
222
13：30‑17：00
①平成17年8月5日全国介護保険担当課長会議等報告
鯱城ホール
②施設給付の見直しについて
4.「主治医と介護支援専門員の連携を円滑に進めるための懇談会」報告
＜居宅介護支援事業部会委員 （医）桂名会 杉野 裕美＞
5.事務局連絡
1.開催主旨およびアンケート集計結果説明
第2回
2.名古屋市介護保険課からの情報提供
名古屋市高齢者
施設サービス事業部会（介護 平成16年8月30日(火)
就業支援センター
46施設
3.グループ別意見・情報交換
保険三施設意見・情報交換
14:00〜17:00
5階大会議室
4.グループ別発表
会）
5.総括

第1回ホームヘルパー研修
Ａ
第1回ホームヘルパー研修
Ｂ

平成17年9月5日（月）
13:30‑16:30
平成17年9月9日（金）
13:30‑16:30

第2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17年9月15日(木)
15:00〜17:00

平成17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
事業者説明会

平成17年9月20日(火)
13:00〜14:30

＜名介研幹事

（医）東樹会

あずま老人保健施設

平松

414

69

千章＞

1.講義「介護保険制度で定められている訪問介護の制度と役割についての再認識」
北区役所講堂
＜名介研幹事 三井住友海上ケアネット㈱ 丹野 博文＞
名古屋市工業研究所 2.講義「良い人間関係のつくり方・対人援助の視点から」・グループワーク
第一会議室
＜名介研幹事 ㈱想 吉村 仁志＞
1.専門部会の検討結果と評価票の見直し案について
2.事業者説明会について
3.募集要項について
名介研事務局会議室
4.実施要領について
5.ユーザーの抽出方法について
6.施設サービス評価試行実施の準備状況と今後の進め方について
1.実施主体挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 指導係長 三宅眞＞
2.受託団体挨拶
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 幹事 山口 喜樹＞
伏見ライフプラザ 5階 3.評価事業の主旨と経過説明
名古屋市高年大学
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 指導係長 三宅眞＞
鯱城ホール
4.評価事業取り組み事例発表
＜㈱あいち介護センター 中村 敏光＞
5.評価概要説明および実施要領等の説明 ＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会事務局＞
6.質疑応答

32

67

24

45

‑

7

‑

617
事業所

名介研例会・部会等開催状況
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
議題
1.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
①第27回社会保障審議会介護給付費分科会について
②全国介護保険指定基準・監査担当者会議について
③介護保険法10月改正分について
④災害時安否確認の名古屋市協定について
伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
2.平成17年度新予防給付ケアマネジメントモデル事業の中間報告
鯱城ホール
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 認定給付係 長沼 裕子＞
＜（福）名古屋市社会福祉協議会 熱田区介護保険事業所 介護支援専門員 山田 千津子＞
3.8月30日「介護保険三施設意見・情報交換会開催報告」
＜施設サービス事業部会＞
4.事務局連絡
1.第1・2回専門部会および第1・2回検討委員会の検討結果について
2.平成17年度サービス種類別の評価票最終（案）の検討について
名介研事務局会議室
3.ユーザーの選び方について
4.施設系サービス評価の試行実施について
1.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
① 要介護認定モデル事業（第二次）について
② 住宅改修の受領委任払いについて
③ 介護給付費通知の実施について
伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
④ 9月26日全国介護保険・老人保健事業担当課長会議について
鯱城ホール
⑤ 第30回10月4日社会保障審議会介護給付費分科会について
2.名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画部会の進捗状況についての報告
＜名介研幹事・名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画部会委員 加藤宇生＞
3.事務局連絡
「感染症対策」
＜名古屋市港保健所長、前名古屋市厚生院附属病院院長、厚生労働省インフルエンザワク
名古屋市高齢者
就業支援センター
チン分析疫学研究班分担研究者 鈴木 幹三＞
5階大会議室
1.講義「感染症の基本知識とインフルエンザ等への具体的対応方法」
2.質疑応答
「知的障害児者に対する支援費サービス提供のポイント」
＜（福）名古屋キリスト教社会館・生活支援センターぴぼっと 所長 林 俊和＞
名古屋市公会堂
第7集会室
1.講義｢知的障害児者に対するサービス提供のポイント」
2.意見交換と質疑応答
1.名古屋市挨拶
2.平成17年度施設系サービス評価試行部会構成委員のご紹介について
3.平成17年度名古屋市評価事業の実施状況について
4.平成17年度施設系サービス評価の試行実施について
名介研事務局会議室
①試行評価対象サービスについて
②試行評価の進め方について
③評価項目の具体的検討について
④試行評価の具体的な実施方法について（利用者の抽出方法ほか）
5.他都市の事例紹介について
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平成１７年度

内容

第5回例会

第3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

日時

平成17年9月20日（火）
15：00‑17：15

平成17年10月4日(火)
10:00〜12:00

第6回例会

平成17年10月18日（火）
15:00‑17:00

第2回通所・入所系研修

平成17年11月11日(金）
9:30〜11:30

第1回支援費研修会

平成17年11月15日（火）
13：30‑17：00

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
施設系サービス評価試行部会

平成17年11月16日(水)
10:00〜12:00

参加会員数

参加人数

229

413

‑

8

223

407

49

99

53

105

‑

9

名介研例会・部会等開催状況
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
場所
議題
後援：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会、社団法人 愛知県看護協会、社団法人
名介研 介護保険事業者合同 平成17年11月20日（日）
吹上ホール
愛知県介護福祉士会
就職フェア
13：00‑17：00
第2ファッション展示場
出展者ブース数：53、来場者数：のべ506名
1.愛知県下における介護サービスの苦情申し立て事例について
＜愛知県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情処理委員 河村尚治＞
2.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
① 10月31日全国介護保険担当課長会議について
伏見ライフプラザ 5階
平成17年11月21日（月）
第7回例会
名古屋市高年大学
②
災害時要援護者安否確認の協定について
15：00‑17：00
鯱城ホール
③ 住み込みにより同一介護者が訪問介護と家政婦サービスを行う場合の介護報酬上の取り扱いについて
④ 在宅医療に伴う家庭から排出される廃棄物の適正処理について
⑤ 障害者控除認定について
3.事務局連絡
第2回
1.評価項目の具体的検討について
名古屋市介護サービス事業者
平成17年12月9日(金)
名介研事務局会議室
2.試行評価の抽出方法等具体的な実施方法について
自己評価・ユーザー評価
10:00〜12:00
施設系サービス評価試行部会
3.試行評価参加施設の選出状況について
1.新予防給付アセスメント・ケアプランについて
＜名古屋市総合リハビリテーション事業団 介護保険科長 鈴木智敦＞
2.障害者自立支援法の概要について
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部障害福祉課＞
3.第１回名古屋市地域包括支援センター運営協議会開催報告
＜名介研幹事・名古屋市地域包括支援センター運営協議会委員 加藤宇生＞
4.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
① 平成16年度における名古屋市介護保険事業概況について
伏見ライフプラザ 5階
平成17年12月13日（火）
② 第33回社会保障審議会介護給付費分科会（平成17年11月2日）について
第8回例会
名古屋市高年大学
13：30‑17：00
③ 第34回社会保障審議会介護給付費分科会（平成17年11月16日）について
鯱城ホール
④ 第35回社会保障審議会介護給付費分科会（平成17年11月25日）について
⑤ 第36回社会保障審議会介護給付費分科会（平成17年12月7日）について
⑥ 要介護認定にかかる制度改正準備事務等スケジュールについて
⑦ 指導者養成研修の中止について
⑧ 介護給付費通知アンケート結果について
⑨ 名古屋市経営相談事業のご案内
5.事務局連絡
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平成１７年度

１.講義「訪問介護計画におけるＩＣＦ」
第2回
サービス提供責任者研修

平成17年12月15日(木)
13：30〜17：00

瑞穂区役所講堂

第3回
名古屋市介護サービス事業者
自己評価・ユーザー評価
施設系サービス評価試行部会

平成18年1月13日(金)
10:00〜12:00

名介研事務局会議室

Ⅰ ＩＣＦとは
Ⅱ ケアマネジメントとＩＣＦ
Ⅲ 予防給付ケアマネジメントとＩＣＦ
Ⅳ 実際にＩＣＦでアセスメントしましょう
Ⅴ 訪問介護計画とＩＣＦ
2.質疑応答
1.評価項目の確定および文言の統一について
2.利用者の抽出方法等について
3.参加施設の内定について
4.今後の進め方（スケジュール）について

＜㈲天池ケアサポート

鈴木

参加会員数

参加人数

53

‑

209

373

‑

10

235

460

77

192

‑

10

弘子＞

名介研例会・部会等開催状況
6/7
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
参加会員数 参加人数
場所
議題
1.名古屋市高齢者施策推進協議会開催報告
＜名介研幹事・名古屋市高齢者施策推進協議会委員 古川 浩＞
2.名古屋市高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画の策定状況について
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
3.地域密着型サービス事業者公募説明会
伏見ライフプラザ 5階
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部＞
名古屋市高年大学
265
496
4.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
鯱城ホール
① 第３７回社会保障審議会介護給付費分科会について（平成１７年１２月１３日開催）
② 第３８回社会保障審議会介護給付費分科会について（平成１７年１２月２８日開催）
③ 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議について（平成１７年１２月１９日開催）
④ その他（住宅改修の受領委任払い制度、住宅用火災警報器設置の義務化 他）
5.事務局連絡
「顧客に受け入れられるマナーとコミュニケーション（外見・態度・聞き方・話し方）」
＜㈱ビジネスコンサルタント コンサルタント 片山 貴幸＞
名古屋市高齢者
就業支援センター
138
61
1.顧客満足とマナーの重要性を理解する
5階大会議室
2.マナーの基本を修得する
3.実践の為の３か条を作成する
「現有機能を活かした介護技術」
＜㈲アクティブ・ケア・オフィス 代表取締役 佐藤 加代子＞ ①46 ①94
北区役所
大会議室
②42 ②79
・実際の介護現場ですぐ役立つ「コツ」や「ヒント」
・現有機能を活かし自立支援につながる介護方法
1.開催主旨およびアンケート集計結果説明
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 幹事 加藤宇生＞
2.名古屋市介護保険課からの情報提供
名古屋市高齢者
40施設
就業支援センター
‑
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 指導係長 三宅眞＞
54名
5階大会議室
3.名古屋市認知症介護指導者の立場からの助言
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 幹事 山口 喜樹＞
4.グループ別意見・情報交換
1.KJKセミナー〜人材面の対応〜
名古屋市高齢者
就業支援センター
26
＜KJK 介護経営コンサルティング・グループ＞ 24
第１研修室
2.介護事業所（NPO法人・営利法人）経営者の簡易自己診断シートによる簡易診断
1.｢認知症家族支援プログラム｣の紹介
＜社団法人呆け老人を抱える家族の会 愛知県支部代表 尾之内直美＞
2.第２回名古屋市地域包括支援センター運営協議会開催報告
＜名介研幹事・名古屋市地域包括支援センター運営協議会委員 加藤宇生＞
伏見ライフプラザ 5階
3.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
名古屋市高年大学
495
258
① 障害者自立支援法の概要について
鯱城ホール
② 国の介護報酬、基準の改定案について（愛知県版暫定Q&Aを中心に）
③ 地域支援事業について
④ その他
4.事務局連絡
平成１７年度

内容

日時

第9回例会

平成18年1月24日（火）
13：30‑17：00

職員マナー・コミュニケー
ション研修会

平成18年2月13日（月）
13：30‑16：30

第2回ホームヘルパー研修

平成18年2月17日（金）
①9：30‑12：30
②14：00‑17：00

第3回施設サービス事業部会
平成18年2月17日（金）
「グループホーム意見・情報
18：00‑20：00
交換会」

経営者向け 介護事業の簡易 平成18年2月22日（水）
診断と対応セミナー
13：30‑16：00

第10回例会

平成18年2月28日（火）
13：30‑16：30

名介研例会・部会等開催状況
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
場所
議題
1.ユーザー評価票の返信率（回収率）について
第4回
2.試行実施における課題について
名古屋市介護サービス事業者 平成18年3月7日（火）
名介研事務局会議室
自己評価・ユーザー評価
15：00‑17：00
3.今後の進め方について
施設系サービス評価試行部会
4.その他
1.介護報酬算定・指定基準の解釈通知に規定する内容について
＜愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ＞
2.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
① 平成18年3月のスケジュールについて
伏見ライフプラザ 5階
平成18年3月10日（金）
第11回例会
名古屋市高年大学
② 介護予防支援について
14：00‑17：00
鯱城ホール
③ 保険料改定について
④ 住宅改修・福祉用具について
⑤ 訪問介護利用者負担額軽減措置にかかる平成18年4月以降の取り扱いについて
3.事務局連絡
1.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
①3月13日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議について
②予防サービス事業者に対する介護予防サービスの流れについて
伏見ライフプラザ 5階
平成18年3月28日（火）
第12回例会
名古屋市高年大学
③制度改正にかかるQ&A
14：00‑16：30
鯱城ホール
④悪質商法による高齢者の被害防止への協力について
2.名介研平成18年度事業計画（案）について
3.事務局連絡
1.在宅8種サービス評価の実施結果（概要）について
2.施設系サービス評価試行実施結果（概要）について
① 経緯（流れ）
② 参画状況（利用者評価票回収率）
③ 試行部会の総括（平成18年3月7日第4回部会議事概要）
第3回
④ 個別評価結果サンプル（事業所別評価結果）
名古屋市介護サービス事業者 平成18年3月30日(木)
名介研事務局会議室
⑤
ユーザーからの意見・感想（自由記載）
自己評価・ユーザー評価
13:00〜15:00
⑥
協力施設からの意見・感想（自由記載）
検討委員会
⑦ 試行評価後実施の協力施設アンケートの集計結果（概略）
⑧ 名古屋市提出用レポートの作成例（一部）
3.ＮＡＧＯＹＡかいごネットの評価ページへのアクセス件数について
4.介護サービス情報の公表について
5.平成18年度委員就任について
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平成１７年度

参加会員数

参加人数

‑

10

236

473

262

523

‑

7

