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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

〔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　早瀬　比文＞
2.顧問挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　＜社団法人名古屋市医師会　理事　渡辺一弘＞

＜社団法人名古屋市医師会　理事　矢守貞昭＞
＜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＞
3.平成18年度事業計画案および収支予算案の件
4.役員変更（退任および就任）の件
〔例会〕
1.名古屋市介護保険課等事務連絡
　① 名古屋市組織変更に伴う担当者の紹介
　② 平成18年改定関係Q&A（Vol.2）について
　③ 介護保険制度改正に関する課題・疑問について
　④ その他
2.事務局連絡
1.講演「福祉・介護・介護事故における事業者の対応について＝危機管理とリスク管理＝」

＜講師　河内法律事務所　弁護士　河内　尚明＞
2.名古屋市介護保険課等事務連絡
　① はつらつ長寿プランなごや2006概要について
　② 平成18年4月改定関係Q&A（Vol.3）等の情報提供について
　③ 災害時安否確認の情報提供に関する協定について
　④ 介護保険負担限度額認定証の更新について
　⑤ 地域密着型サービス事業者の募集について
　⑥ 高齢者虐待防止講演会の開催について
　⑦ 名古屋市経営相談事業のご案内
3.事務局連絡
「制度改正で何が変わったか？サービス提供責任者の役割は？」
1.講義「地域包括支援センターの役割と機能～サ責としてぜひ知っておきたいこと～」

＜講師　名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　岩崎主事＞
2.講義「制度改正とサ責の役割～サ責って重要で、素晴らしい仕事です!!～」

＜講師　（福）名古屋市社会福祉協議会在宅福祉部　次長　田端　敬則＞
1.講演｢医療制度改定が及ぼす介護保険事業への影響について」
＜講師　名古屋第二赤十字病院医療社会事業部課長、愛知県医療ソーシャルワーカー協会会長　黒木　信之＞

2.名古屋市事務連絡
　① 地域包括支援センターについて
　② 名古屋市要介護・要支援認定者数の状況について
　③ 災害用備蓄飲料水「名水」の販売について
　④ その他
3.事務局連絡

出展者ブース数：36、来場者数：のべ572名

平成18年6月20日(火)
13:30～16:30

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

名介研　介護保険事業者合同
就職フェア

平成18年7月2日（日）
12：00-17：00

名古屋市公開堂
四階ホール 53

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
愛知県介護福祉士会

456

537

-

238

472
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

219

99

229

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

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回総会・例会 251平成18年4月18日(火)
14:00～16:30

第1回
サービス提供責任者研修

平成18年6月19日(月)
13:00～16:00

第2回例会
平成18年5月23日(火)

13:30～16:00

第3回例会
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「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.新規契約・契約業務
～利用者との契約から申請代行手続きまで、区分変更申請手続き～

＜（医）吉田病院 ケアネット大久手 山下　睦＞
3.ケアマネジメント業務　～第１～８表作成、サービス担当者会議、サービス調整、モニ
タリング、居宅サービス計画の見直し～

＜ハートサービス近藤　近藤　芳江＞
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　在宅福祉部　桂川　真奈＞
5.加算・減算について

＜アサヒサンクリーン在宅介護センター大幸東　有野　克敏＞
6.各種居宅サービス内容
～訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、
ショートステイ、福祉用具購入・レンタル、住宅改修、居宅療養管理指導等～
＜㈱エム・ケア介護センター　松井　由美子、(財)名古屋市高齢者療養サービス事業団 加藤　裕
子、かわな居宅介護支援事業所　小室　由美、(医)東樹会あずまケアプランセンター　宮原　絹、
㈲ハートフルハウス　竹田　晴幸、(有)天池ケアサポート 鈴木　弘子＞
7.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、介護サービス情報の公開、NAGOYAかいごネット、関係機関連絡～

＜（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＞
8.質疑応答
9.総括　　　　　　　　　　　＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課　主査　早川　哲也＞
1.講演「介護予防に向けた口腔機能向上トレーニングついて」

＜講師　愛知県歯科衛生士会会長　池山　豊子＞
2.「介護サービス情報の公表について」

＜(福)愛知県社会福祉協議会　介護サービス情報室長　野口　幸夫＞
3.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
　① 改定関係Ｑ＆Ａ
　② 地域密着型サービス事業の指定整備に係る相談について
　③ 地域密着型サービス事業に関するアンケートの実施結果について
　④ 介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
　⑤ 認定調査について
　⑥ 名古屋市介護保険課からのお知らせについて
　⑦ 介護サービス施設・事業所調査について
　⑤ その他
4.平成17年度収支決算報告
5.事務局連絡

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

第4回例会

平成18年7月4日(火)
9:30～17:00

505

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

232

105 199
第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）

平成18年7月25日(火)
13:30-17:00
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1.平成18年度検討委員会および専門部会の委員について
2.平成17年度評価事業の実施結果について（概要）
3.平成18年度評価事業の実施について
　① 在宅８種サービス評価の実施についての検討
　② 施設系サービス評価の試行実施についての検討
　③ 今後のスケジュールと進め方について
4.介護サービス情報の公表について
5.第2回検討委員会の開催日程について
～ヘルパーとして知っておきたい『うつ』のお話・試食でわかる“調理のコツ”～
1.講義「ヘルパーとして知っておきたい『うつ』のお話」

＜名古屋市精神保健福祉センター所長・医学博士　竹内　浩＞
2.講義「試食でわかる“調理のコツ”」

＜株式会社医療給食　藤川　将吾＞
1.介護認定について
　(1)介護認定の明確な審査基準について
2.地域包括支援センターとの連携について
　(1)市の事業として名古屋市が考える地域包括支援センターのビジョンについて
　　① 具体的な名古屋市の係わり方
　　② 運営協議会の活かし方
　(2)地域包括支援センターと区役所との連携について
　　① 相談窓口及び受け皿の明確化
　　② 地域包括支援センターと区役所の役割と協力体制
　(3)地域包括支援センターの地域住民への周知について
　　① 人員体制について
　　② 体制整備について
3.懇談会内容の会員への報告方法について
1.平成18年度構成委員について
2.平成17年度評価事業の実施結果について
3.平成18年度第1回検討委員会の議事概要について
4.平成18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
1.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
　① 全国介護保険指導監査担当課長会議における説明事項について
　② 国事務連絡（福祉用具貸与費および介護予防福祉用具の貸与費の取扱い等につい
て、平成18年4月改定関係Ｑ＆Ａ）について
　③ 介護予防（要支援1･2）の方への主治医連絡票の取扱いについて
　④ 災害時要援護者安否情報提供訓練について
2.居宅介護支援事業部会活動報告「8月11日名介研居宅介護支援事業部会と名古屋市介護
保険課等との懇談会開催結果報告」
3.幹事会報告「本会における持続維持可能な組織のあり方検討と暫定組織への移行につい
て」
4.事務局連絡

第1回ホームヘルパー研修
平成18年8月10日（木）

13:00-16:30

名古屋市高齢者
就業支援センター

5階大会議室
55

名古屋市社会福祉協議
会在宅福祉部　会議室

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

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
516244

7

12

189

6名介研事務局会議室

-

-

-

第5回例会
平成18年8月22日（火）

14：00-16：00

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

居宅介護支援事業部会
「名古屋市介護保険課等との
懇談会」

平成18年7月27日(木)
13:00～15:00

平成18年8月11日（金）
13:00-16:30

名介研事務局会議室
平成18年8月17日（木）

15:00-17:00
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「介護予防　口腔機能向上講座」
＜歯科衛生士／㈲ハッピートクガワ　ちから館とくがわ　亀井智子＞

1.「口腔ケアって何？」口腔機能向上加算とその一連の流れについて
2.口腔機能向上の実際（実体験）
・集団指導の実際（グループダイナミクスについて）
・利用者さんの立場になって
　① アセスメント
　② 咀嚼力ガム
　③ 嚥下訓練
　④ 介護職（相互実習）
　⑤ 口腔ケア
3.質疑応答
1.第1回専門部会の検討結果について
2.平成18年度サービス種類別の評価項目の検討について
3.ユーザーの選び方について
4.その他
1.在宅8種サービス評価の実施について
　① 評価項目の見直しについて
　② ユーザーの抽出方法について
　③ 事業者説明会の開催について
　④ 募集要項について
　⑤ 今後のスケジュールと進め方について
2.施設系サービス評価の実施について（今後のスケジュールと進め方）
3.評価事業費の試算について
4.第3回検討委員会の開催日程について
1.実施主体挨拶　　　　　　＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課　課長　三枝澄夫＞
2.評価事業の主旨と概要説明

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課　主査　早川　哲也＞
3.事業者が参加する意義について

＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会　幹事　森　善信＞
4.事業者選択に際する利用者の視点について
＜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委員　山岸　千代栄（市民代表）＞

5.参加申し込みに際しての注意事項　
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会事務局　山本　治＞

1.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
　① 介護予防事業（特定高齢者施策）について
　② ＮＡＧＯＹＡかいごネットの全面リニューアルについて
　③ その他
2.幹事会報告「持続維持可能な組織の再構築に向けた暫定組織への移行について（事務局
の移管、役員異動、幹事分掌）」
3.事務局連絡

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18年9月14日(木)
10:00～12:00

名介研事務局会議室

200

8

786
事業所

5

101

398
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

平成18年9月19日(火)
15:00-16：30

-

-

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

-

平成18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18年9月19日(火)
13:30～14:40

第6回例会

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18年9月7日（木）
15:00-17:00

第1回通所・入所系研修
平成18年8月30日(水)

14:00～17:00
名古屋市総合社会福祉会館

大会議室 48

名介研事務局会議室



名介研例会・部会等開催状況
平成１８年度　名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告

5/8
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1.講演「障害者自立支援法について」
＜名古屋市県健康福祉局障害福祉部障害者支援課職員＞

2.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
　① 災害時要援護者安否確認情報提供訓練の報告
　② 給付費通知について
　③ 地域密着型サービス事業者の指定状況について
　④ 高齢者向け優良賃貸住宅について
　⑤ その他
3.平成18年9月21日(木)開催　第1回地域包括支援センター運営協議会報告

＜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.団体契約「名介研ウェルライフプラン」（福祉事業者総合賠償責任保険）のご案内

＜㈱リード（三井住友海上火災保険㈱代理店）　熊谷　たかし＞
5.幹事会報告「10月17日(火)開催　名古屋市医師会との懇談会について」

＜名介研幹事・(医)東寿会　あずま老人保健施設　平松　千章＞
6.事務局連絡
1.18年度施設試行部会の進め方
2.各サービス設問の見直しについて
3.参加事業所について

4.ユーザーの抽出方法（認知症、生活保護受給者、身寄りのない人）と実施方法（郵送、
手渡し、面談）について

5.介護療養型の取扱いについて
6.その他
主催者趣旨説明

＜名介研幹事・(福)高針福祉会　特別養護老人ホーム極楽苑　山口　喜樹＞
1.第２回通所・入所系研修『入所サービスにおける看取りについて』
　(1)講義「ガイドラインの説明と施設での取り組み」

＜(福)愛生福祉会　特別養護老人ホーム庄内の里　副施設長　渡辺　さち子＞
　(2)講義「看取りケアにおいて大切にする点」～庄内の里からの発表を受けて～

＜同朋大学　社会福祉学部　社会福祉学科　助教授　伊東　眞理子＞
2.第１回施設サービス事業部会
　(1)グループ討議
　(2)グループ発表
　(3)講師コメント
「これだけやれば大丈夫!!サ責の仕事」

＜対人スキルアップ研究所　所長　佐藤　ちよみ＞
1.講義「サービス提供責任者の責務」
2.質疑応答
1.各サービス設問の最終確認
2.参加事業所について
3.ユーザーの抽出方法（認知症、生活保護受給者、身寄りのない人）と実施方法（郵送、
手渡し、面談）について
4.今後の予定について

10

11

61

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
施設系サービス評価試行部会

平成18年12月6日(水)
15:00～17:00

名介研事務局会議室 -

第2回
サービス提供責任者研修

第7回例会 215 454

平成18年11月6日(月)
15:00～17:00

名介研事務局会議室 -

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18年10月24日（火）
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

愛知県産業貿易館
西館　9F　第3会議室 32 51

151名古屋市総合社会福祉会館
大会議室

平成18年11月29日(水)
13：30～16：30

第2回通所・入所系研修、
第1回施設サービス事業部会

平成18年11月27日(月)
13：30～16：30



名介研例会・部会等開催状況
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.第３回通所・入所系研修『運動器の機能向上について』
＜愛知県理学療法士会、オアシスセンター　安藤　竜也＞

2.意見・情報交換会
　① グループ討議
　② グループ発表
　③ 講師コメント
1.講演「選ばれるサービスの創出とスタッフ」について

＜ホテルアソシア名古屋ターミナル　代表取締役専務　総支配人　柴田　秋雄＞
2.災害対策ワーキングメンバーの募集について
3.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
　① 自動対外式除細動器（AED）設置促進について
　② 「新予防給付のケアマネジメントの流れ」の追加・修正について
　③ 居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取り扱いについて
　④ 障害者控除認定について
　⑤ その他
4.事務局連絡
1.講演「高齢者の体力を考える」～自宅で簡単にできるパワーリハビリ？～

＜日本福祉大学福祉経営学部　教授　小林　培男＞
2.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
　① 地域密着型サービス事業者の指定状況について
　② その他
3.事務局連絡
「生活リハビリにつながる衣服着脱と身の回りのケア」

＜㈲アクティブ・ケア・オフィス　代表取締役　佐藤　加代子＞
1.講義：リハビリテーションの必要性とその有効性
　①リハビリテーションとは
　②必要性を考える
2.グループワーク
　①ケアの方法
　②その他の身の回りのケア
1.「認知症Q&A」

＜名介研幹事・名古屋市認知症介護実践研修指導者・認知症ケア専門士　山口　喜樹＞
2.「認知症高齢者の行動障害」

＜医療法人コジマ会　介護老人保健施設みどり　介護主任　石田　新治＞
＜医療法人コジマ会　介護老人保健施設みどり　介護副主任　廣瀬　則夫＞

3.質疑応答

平成19年1月25日（木）
13：30-15：40

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
第9回例会

第4回通所・入所系研修
平成19年2月19日（月）

13：30-16：30
愛知県産業貿易館

西館　9F　第1会議室 73 181

第2回ホームヘルパー研修
平成19年2月5日（月）

13：30-16：30
名古屋市総合社会福祉会館

大会議室 47 114

367

379

174

179
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

第8回例会
平成18年12月19日（火）

14：00-16：45

第3回通所・入所系研修
平成18年12月7日(木)

13:30～16:30
愛知県産業貿易館

西館　9F　第2会議室 49 86
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7/8

内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.講演：｢介護保険制度改正を踏まえた次世代の介護サービスモデル｣
　　　　～制度ビジネスからのブレイクスルー～

＜日本社会事業大学　客員教授　藤井　賢一郎＞
2.名古屋市事務連絡
　① 介護予防支援業務の委託件数の上限等に係る経過措置期間の終了に伴う地域包括支
援センターへの円滑な引継ぎについて
　② その他
3.第２回地域包括支援センター運営協議会の報告
4.事務局連絡
1.主旨説明

＜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.名古屋市より挨拶および制度説明

＜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＞
3.イベント・ネットワーク作り、活動報告

＜㈱コムスン＞
4.グループ別意見交換
5.グループ発表
6.名古屋市からのコメント及び市との質疑応答
7.総括
1.名古屋市より挨拶
2.資料の確認
3.アンケート中間報告
4.意見交換
5.その他
1.講演「介護保険制度改正を踏まえた次世代の介護サービスモデル」

＜城西国際大学　福祉総合学部　福祉経営学科　教授　服部　万里子＞
2.名古屋市介護保険課ほか事務連絡
　① 「認定調査・ケアプランレベルアップ事業」について
　② 特定高齢者の選定基準の緩和について
　③ 通所型介護予防事業の拡充について
　④ 介護保険アドバイザー派遣事業の終了（平成19年3月末）について
3.平成19年度名古屋市介護サービス事業者連絡研究会事業計画（案）について
4.名古屋市内認知症対応型共同生活介護（グループホーム）分科会報告

＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会　幹事　加藤宇生＞
5.事務局連絡

11

430

437

90

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19年3月13日（火）
16：00-18：00

名介研事務局会議室 ー

第10回例会
平成19年2月20日（火）

14：00-16：45

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
200

第11回例会
平成19年3月27日（火）

14：00-16：45

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
204

グループホーム分科会
（意見交換会）

平成19年2月27日（火）
18：00-21：00

名古屋市高齢者
就業支援センター

5階大会議室
49施設
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.在宅8種サービス評価の実施について
(1)平成18年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価実施要領
(2)実施概要
　① 事業別参加率　・参加率推移
　② 参加ユーザー数
　③ 評価結果の公表
　④ 事業の流れ
　⑤ 評価事業の公表に関する事業者の同意・不同意状況
2.施設系サービス評価試行実施について
(1)平成18年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価施設系サービス評価
の試行実施要領
(2)実施概要
　① 協力施設
　② 参加ユーザー数　・参加率推移
　③ 評価結果の公表
　④ 事業の流れ
(3)施設系サービス試行評価実施アンケート
(4)試行部会の総括
3.平成19年度委員就任要請について

6

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
検討委員会

平成19年3月29日(木)
10:00～12:00

名介研事務局会議室 ー


