
名介研例会・研修等開催状況
平成２１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
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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介護指導課　課長　髙橋　和男＞

2.顧問挨拶　　　 　　 　　　　　　　　　＜社団法人名古屋市医師会　理事　矢守　貞昭＞

＜社団法人名古屋市医師会　理事　羽田野　徹夫＞

＜社団法人名古屋市歯科医師会　専務理事　加藤　善久＞

＜社団法人名古屋市薬剤師会　副会長　西川　弘嗣＞

3.監事紹介

4.平成21年度事業計画案および基本予算案の件

5.入会金および年会費規程の一部改正（案）について

6.役員等の変更について

〔例会〕

1.名古屋市事務連絡

　① 介護サービス人材確保に関する調査について

　② 地域密着型サービス事業者の指定状況について

　③ 訪問介護利用者負担額軽減措置の終了について

2.事務局連絡

「ケアマネジャー業務に必要な平成21年度介護保険法改正の理解」

1.開会あいさつ・趣旨説明　　　　　　　　　　　　　　　＜名介研幹事　鈴木　弘子＞

2.居宅介護支援　　　　　　　　　　　　　　　　＜（資）あすわひのき　下鶴　紀之＞

3.訪問介護　　　　　　　　　　　　＜（福）名古屋市社会福祉協議会　三浦　畄美子＞

4.訪問看護　　　　　　　　＜（財）名古屋市高齢者療養サービス事業団　井上　祐子＞

5.通所介護・短期入所生活介護・介護老人福祉施設　　＜(福)高針福祉会　山口　喜樹＞

6.訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・介護老人保健施設

＜（医）財団善常会　岡田　一成＞

7.小規模多機能・グループホーム　　　＜㈲ハートフルハウス　竹田　晴幸・山下　睦＞

8.夜間対応型訪問介護（地域密着）　　　　　　　＜㈱あんしんネット21　大矢　展央＞

9.質疑応答

1.講演①「これからの高齢者の住まい～安心できるケア付き住宅を求めて～」
＜日本経済新聞社編集委員　浅川　澄一＞

2.講演②「悪質商法の被害にあわないために」
＜名古屋市消費生活センター　消費生活相談員　加藤　貴子＞

3.名古屋市事務連絡
　① 名古屋市福祉人材確保支援助成事業について
　② 名古屋市福祉人材確保のための職員研修について
　③ その他
4.事務局連絡

350159第2回例会
平成21年6月11日(木)

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

平成21年4月17日(金)
14:00～16:30

第1回介護支援専門員研修
平成21年5月22日(金)

13:30～17:00

総会・第1回例会 346
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

183 531

164

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　＜名介研幹事　鈴木　弘子＞
2.契約・申請業務～利用者との契約から申請代行手続きまで～

＜㈲ハートフルハウス　 山下　睦＞
3.ケアマネジメント業務

＜ハートサービス近藤　近藤　芳江・（医）東樹会　宮原　絹＞
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　矢野　高利＞
5.各種居宅サービス内容
～訪問介護、訪問入浴、通所介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
ン、居宅療養管理指導、ショートステイ、住宅改修、福祉用具貸与、特定福祉用具購入～

＜㈱エム・ケア介護センター　松井由美子、㈱やさしい手　安藤　美智子、アサヒサンクリーン㈱
金岡　正博、(財)名古屋市高齢者療養サービス事業団 加藤　裕子、（医）生寿会　高野　雅子、㈲
天池ケアサポート 鈴木　弘子、㈲ハートフルハウス　竹田　晴幸＞

6.地域包括支援センター業務～ケアマネジャー業務との関連について～

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　主査　藤原　啓子＞

7.その他業務
～医療費控除、高額介護サービス費、配食サービス、苦情処理対応、事故報告、自己評
価・ユーザー評価事業、介護サービス情報の公表、関係機関連絡、ＮＡＧＯＹＡかいご
ネット～

＜あすわひのきケアプランセンター　下鶴紀之＞
「生きる事、介護すること、そして今何ができるか」（なぜあなたは介護職を選んだのか）

＜愛ライフ㈱　代表　藤本　栄＞
1.プロフィール
2.告知から社会復帰まで（藤本を知ってもらうために）
3.難病の方（ＡＬＳ）の対応法
4.あなたはなぜ介護職を選んだのか
5.目的と目標と手段の関係
6.潜在意識の活用法
7.介護職の適性
8.最後のメッセージ
1.講演｢虐待された人の心、虐待する人の心　－なぜ被害者は逃げる事ができなくなるの
か？－」

＜臨床心理士・日本福祉大学社会福祉総合研修センター非常勤講師　早河　ゆかり＞
2.平成21年度介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業の実施について（案）
3.役員変更について
4.名古屋市事務連絡
　① 介護予防事業及び予防給付における栄養改善研修会の開催について
　② 地域密着型サービス事業者の指定について
　③ 介護・福祉サービスにおける人材確保及び報酬改定の影響に関する調査について
　④ 名古屋市福祉人材確保支援助成事業について
　⑤ 名古屋市福祉人材確保のための職員研修について
　⑥ その他
5.事務局連絡

93

415175

57

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

ルブラ王山
2階　白帝

第3回例会
平成21年7月15日(水)

14:00～16:45

第1回
サービス提供責任者研修

平成21年7月9日(木)
14:00～16:30

第2回
介護支援専門員研修
（新任向け）

名古屋市公会堂
四階ホール

平成21年7月7日(火)
10:00～17:00

75 146
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.平成21年度検討委員会および専門部会の委員について
2.平成20年度評価事業の実施結果について（概要）
3.平成20年度評価事業の収支について
4.平21年度評価事業の実施について
　(1)名介研主催での実施について
　① 経緯説明
　② 実施する上での課題とその解決策
　③ 予算案
　④ 平成21年度評価票について
5.平成21年度評価事業スケジュール
　① 検討委員会開催日数について
　② 専門部会開催日数について
6.その他
　① 事業者説明会の案内について
　② ユーザーの選び方について
　③ 評価事業PRについて

～介護報酬改定から見る、通所サービスの現状と課題～

1.講演「介護報酬改定から見る、通所サービスの現状と課題」

＜医療法人共和会　介護老人保健施設　伸寿苑　施設長代理　井上　崇＞

2.情報交換会（第1回施設サービス事業部会）

3.総括

1.平成21年度検討委員会および専門部会の委員について
2.第1回検討委員会の議事概要について
　① 平成20年度評価事業の実施結果について
　② 平成21年度評価事業の実施及び予算について
　③ 平成21年度評価事業のスケジュールについて
3.平成21年度評価事業の実施（案）について
　① サービス種類別評価項目について
　② 利用者の選び方について　
　③ 評価物同封物について　
　④ 事業者説明会について　
4.参加事業所の減少対策について
5.第2回専門部会の開催日程について
「明日から使える口腔ケアの手法」

＜愛知県歯科衛生士会副会長　柴田　享子＞
1.講義・実技講習
2.質疑応答
1.講義①「倫理・法令遵守と利用者のプライバシー保護」

＜弁護士　矢野　和雄＞
2.講義②「老年病・認知症の理解」

＜名古屋大学医学部附属病院老年科　准教授　葛谷　雅文＞

- 13

53

412

名介研事務局会議室

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

名古屋市高齢者
就業支援センター
5階 大会議室

愛鉄連厚生年金基金会館
4階　大会議室

名介研事務局会議室

6

91

-

55
第1回通所・入所系研修
第1回施設サービス事業部会

平成21年8月21日(金)
14:00～16:30

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

27

209

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

平成21年8月24日(月)
13:30～15:30

第1回ホームヘルパー研修
平成21年9月10日(木)

14:00～16:30

第3回介護支援専門員研修
（拡大研修）

平成21年9月11日(金)
13:30～16:45

平成21年7月30日(水)
13:30～15:00
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.挨拶　　　　　　
2.評価事業の趣旨と概要説明

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課　主査　吉田　俊久＞
3.参加申し込みに際しての注意事項　
4.事業者が参加することの意義について

＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会　幹事　吉村　仁志・山口　喜樹＞
5.ユーザーから見た評価事業について

＜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　山岸　千代栄＞
6.質疑応答
1.名古屋市事務連絡
　① 成年後見シンポジウムの開催について
　② 愛知県介護職員処遇改善交付金事業について
　③ 福祉・介護人材確保対策事業について
　④ あんしん賃貸支援事業について
　⑤ 新型インフルエンザに関する注意喚起
　⑥ 平成21年度介護サービス施設・事業所調査について
　⑦ 定額給付金の申請について
　⑧ 福祉人材職員研修について
2.名介研の活動に関するアンケートの結果について
3.ユーザー評価と情報の公表制度について
4.事務局連絡
「新型インフルエンザ流行の現状と対策」

＜名古屋市緑保健所長　鈴木 幹三＞
1.講義「新型インフルエンザ流行の現状と対策」
2.質疑応答
1. 講演「コミュニティケアと介護サービス事業者」

＜金城学院大学　現代文化学部　教授　朝倉　美江＞
2. 名古屋市事務連絡
　① ねたきり・認知症の高齢者に対する障害者控除について
　② 地域密着型サービス事業者の指定状況について
　③ 介護サービスにおける人材確保及び報酬改定の影響に関する調査結果について
3. 事務局連絡
1.講演「介護従事者メンタルケアの取組方」

＜実践女子大学卒業・東京福祉大学にて心理学履修/介護ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　沼田　泰子＞
2.講演「ベネッセスタイルケアの目指すもの」

＜㈱ベネッセスタイルケア　代表取締役社長　小林　仁＞
【第二部】情報交換懇親会（17:00～19:00）
「回想法とコミュニケーション」

＜日本福祉大学高浜専門学校　作業療法学科長　来島　修志＞
1.講義「回想法とコミュニケーション」
2.実習「コミュニケーション体験」

-

143

140

安保ホール　3階301号室

299

- 82

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

中区役所ホール

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

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21年9月17日(木)
15：45～16：45

86

平成21年10月15日(木)
14:00～16:35

平成21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21年9月17日(木)
14:00～15:15

第4回例会

第3回通所・入所系研修
＜特定協との共同開催＞

平成21年11月6日(金)
13:30～16:45

第2回
サービス提供責任者研修

平成21年10月7日(水)
14：00～16：30

第2回通所・入所系研修
（拡大研修）

第5回例会

34

293

平成21年12月10日(木)
14:00～16：30

名古屋市公会堂
4階　第7集会室

632事業
所

188

69
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.今後のスケジュールについて
2.平成21年度評価事業の実施状況について
3.平成22年度評価事業の実施（案）について
4.第3回専門部会の開催日程について
5.その他
1.講演「介護現場におけるリスクマネジメント　～現場でこれだけは知っていて欲しいこと～」

＜びわこ学院大学　准教授　烏野　猛＞
2.「主治医と事業者との円滑な連携を進める懇談会」の報告
3.名古屋市事務連絡
　① 法務局の人権相談窓口ご利用についてのお願い
　② 講演会「お口の機能向上と栄養改善、肺炎予防」のお知らせ
　③ 「アディクションセミナー」のお知らせ
　④ 「なごや未来っ子応援制度」について
　⑤ 働きながら資格を取る介護雇用プログラム事業の実施について
　⑥ 地域密着型サービス事業者の指定状況について
4.事務局連絡
1.平成21年度評価事業の実施状況について
2.今後のスケジュールについて
3.平成21年度評価事業実施後の課題について
「排泄ケアへの取り組み」～習慣的ケアから根拠あるケアへ～

＜医療福祉環境アドバイザー　山本　正子＞
1.講義・実技講習
『医療と介護をむすぶ地域連携について』
1.開会挨拶・名介研ご紹介　　　　　　＜名介研幹事・医療法人財団善常会　森　善信＞
2.講演「医療機関を取り巻く制度の概要とＤＰＣや地域連携パスの現状について」

＜愛知県医療ソーシャルワーカー協会　会長　黒木信之＞
3.報告「地域連携に関するアンケートの集計結果について」
4.グループワーク　医療機関と介護施設の連携について
　テーマ１　医療連携にかかる書類のやりとりについて（情報提供書、サマリーなど）
　テーマ２　介護施設からの入院で、医療依存度に変化があるため元の施設に戻れなく
　　　　　　なった場合の対応について
　テーマ３　介護施設の空床情報や受入基準の情報公表の方法について
5.まとめと発表

名介研事務局会議室 -

444

13

43
平成22年3月3日(水)
14：00～16：30

第2回施設サービス事業部会
＜愛知県ＭＳＷ協会との共同
開催＞

平成22年3月12日(金)
14:30～17:00

第2回ホームヘルパー研修

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21年12月24日(木)
13:30～15:30

第6回例会
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22年1月19日(火)
14:00～16：45

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

184

愛鉄連厚生年金基金会館
4階　大会議室

83

平成22年2月24日(水)
13:30～15:30

名介研事務局会議室 - 13

名古屋市公会堂
4階　第7集会室

-

97名
（名介研
会員71、
MSW協会
会員17、
医療機関

9）



名介研例会・研修等開催状況
平成２１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

6/6

内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.講演１「平成21年度の実地指導を振り返って～指導のポイントについて～」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課　主査　吉田俊久＞

　講演２「養護老人ホーム及び軽費老人ホームの現況と入居について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞

2.「平成21年度名古屋市と名介研居宅介護支援事業部会との懇談会」報告
3.平成22年度名介研事業計画（素案）・基本予算（素案）について
4.平成22年度あり方検討会活動計画について
5.名古屋市事務連絡
　① 高齢者の交通安全について　　　　　　　　　　　＜市民経済局地域安全推進課＞
　② NAGOYAかいごネット・バナー広告の募集について
6.事務局連絡
「認知症ケアにおける思考展開の標準化研修」
1.講義「認知症ケアに必要な標準化を学ぶ」
～必要な視点変化と思考整理のツール『ひもときシート』の紹介～

＜社会福祉法人高針福祉会　極楽苑　副苑長　山口喜樹＞
2.グループワーク「通所・入所施設における事例検討」
～『ひもときシート』を使ったグループワーク～

＜社会福祉法人なごや福祉施設協会　デイサービスセンター橋本　所長　山本　敏朗＞
1.平成21年度評価事業の実施結果について
　① 実施概要
　② サービスごとの基本データ
　③ サービスごとの事業所参加率及びユーザー評価回答率の年度推移
　④ サービス・設問別評価点数及びユーザー無回答率
　⑤ 決算見込み
2.平成22年度評価事業について
3.その他

167

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22年3月25日(木)
14:00～15:30

第4回通所・入所系研修
平成22年3月17日(水)

14:00～17:30

第7回例会
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22年3月15日(月)
14：00～16：30

名介研事務局会議室 7

52 101

-

360

名古屋市総合社会福祉会館
７階　大会議室


