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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　大森　益男＞

2.顧問挨拶　　　 　　 　　　　　　　　＜社団法人名古屋市医師会　理事　羽田野　徹夫＞

＜社団法人名古屋市医師会　理事　柴田　真一＞

＜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22年度事業計画案について

5.基本予算案について

6.役員等の変更について

〔例会〕

1.平成21年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業報告[速報]

2.名古屋市事務連絡

　① 地域密着型サービス事業者の指定状況について

　② 名古屋市福祉人材確保支援助成事業について

　③ 「見守りハンドブック」について

3.事務局連絡

1.平成22年度委員について

2.平成21年度第2回検討委員会の議事概要について

3.平成22年度評価票について

4.集計データの活用について

5.分析方法について

6.その他

「介護現場で求められる接遇マナー　入門」～選ばれるスタッフを目指して～

＜㈱マネージメントサービスセンター　牧野　眞知子＞

1.第一部「現場で求められる接遇マナー」

（1）信頼される介護職員を目指して

（2）接遇マナーの基本

2.第二部「介護に特化したケーススタディ」グループワーク

（3）介護現場での接遇を考える

（4）今後の行動計画（まとめ）

第1講座「倫理・法令遵守研修、プライバシー保護研修」　　　＜弁護士 　矢野 和雄＞
第2講座「認知症ケア研修」　 　　＜社会福祉法人高針福祉会　事務長　　山口 喜樹＞
第3講座「感染症・食中毒予防研修」　 　＜サラヤ㈱　ヘルスケア事業部長　谷内 修＞
第4講座「接遇に関する研修」

＜アサヒサンクリーン㈱ 品質管理教育課長　渡辺　千佳子＞
第5講座「事故の発生予防・再発防止・緊急時対応に関する研修」

＜㈱ニチイ学館　マネージャー　鈴木　真由美＞
1.講演『名古屋市の高齢者虐待への対応と成年後見制度について』

平成22年5月24日(月)
10：00-17：00

平成22年6月17日(木)
14:00～17:00

第2回例会

286
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

13

358
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

163

148
平成22年4月14日(水)

14:00～16:30
総会・第1回例会

介護保険事業者総合研修

名古屋市立大学
川澄キャンパス
本部棟4階ホール

55

午前
486
午後
391

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

午前
153
午後
140

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22年4月23日(金)
14：00～16：00

名介研事務局会議室 -

138
第1回通所・入所系研修
（拡大研修）

平成22年5月10日(月)
14:00～17:30
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

 　＜弁護士　矢野 和雄＞
2.平成21年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業結果報告

＜検討委員会委員長・日本福祉大学中央福祉専門学校　校長　長岩 嘉文＞
3.平成21年度名介研決算報告
4.「介護労働の現状」　　　　　　　　　　　　　　　＜（財）介護労働安定センター＞
5.名古屋市事務連絡
　① 名古屋市福祉人材確保のための職員研修事業について
　② 地域密着型サービス事業所開設事業者の募集について
　③ 特別養護老人ホーム施設整備事業者の募集について
　④ 第13回介護支援専門員実務研修受講試験」準備講習会・対策模試のお知らせ
6.事務局連絡　　「企画運営会議」委員募集のご案内ほか
～　目から『ウロコ』のコーチング　～

＜特定非営利活動法人 ＷｉｎＷｉｎ育成協会　理事長 上野　恭子＞
1.講義とグループワーク
2.名刺交換会
「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　今井　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、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、通所介護、訪問入
浴、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、(財)名古屋市高齢者療
養サービス事業団 中村　美喜、（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～
＜名古屋市港区東部地域包括支援センター　吉川琢夫＞

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＞
1.第2回例会での平成21年度ユーザー評価事業結果報告について
2.平成22年度検討委員会および専門部会の委員について
3.平成22年度設問項目について
4.スケールについて
5.参加費について
6.一部Ｗｅｂ化について

平成22年6月17日(木)
14:00～17:00

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

第2回例会

平成22年6月22日(火)
10:00～17:00

名古屋市公会堂
四階ホール

358
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

163

114

73

第1回
サービス提供責任者研修

平成22年6月18日(金)
14:00～17:00

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）

平成22年6月29日(火)
14:00～16:00

50

-

144

14

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

名介研事務局会議室
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1.平成22年度検討委員会および専門部会の委員について

2.平成21年度評価事業の実施結果について（概要）

3.平成21年度評価事業の収支について

4.平成22年度評価事業の実施について

　(1)予算について

　(2)スケジュールについて

　(3)参加費について

　(4)評価票設問項目およびレイアウトについて

　(5)スケールについて

　(6)その他報告事項　平成22年度第1回専門部会議事概要

5.その他

　(1)事業者説明会のご案内について

　(2)評価事業PRについて

　(3)名古屋市との協定書について

　(4)（仮）9月説明会での継続事業者の表彰イベントについて

「介護が楽しくなる楽技介護術を学ぶ」
～ 基本の寝返り、起き上がり、立ち上がり、移乗 ～

＜有限会社ＲＸ組　 代表　青山 幸広＞
第一部　講義
第二部　実技

『平成22年度診療報酬改定について』

第1部「平成22年度診療報酬改定の概要」

＜㈱スズケン　岡山　幸司＞

第2部「名古屋地区における大腿骨頚部骨折地域連携クリニカルパスの現状について」

＜名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科部長　渡邉　健太郎＞

1.9/16（木）事業者説明会について

2.設問項目について

3.スケールについて

4.参加費について

5.表彰、ロゴマーク配付について

6.その他

1.参加費について

2.評価票について

3.平成22年度募集要項・参加申込書について

4.9月16日事業者説明会について

5.継続事業者の表彰イベントについて

6.事業者説明会の開催のお知らせ、発送業務の協力について

7.名古屋市との協定書締結

平成22年7月22日(木)
13：45-16：00

中区役所ホール

パラマウントベッド㈱
名古屋支店
6階会議室

平成22年7月1日(木)
14:00～15:30

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

第2回通所・入所系研修
平成22年7月16日(金)

14：00-17：00

73

名介研事務局会議室

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

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

平成22年8月6日(金)
14:00～16:00

平成22年9月2日(木)
14:00～15:30

第1回施設サービス事業部
会

-

-

36

-

58

9

13

116

9

名介研事務局会議室

名介研事務局会議室
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「認知症ケアロールプレイング研修」
～そのときどうする？ヘルパーの対応～

＜社会福祉法人高針福祉会　特別養護老人ホーム極楽苑　苑長　　山口 喜樹＞
1.講義
2.グループワークによるロールプレイング
1.主催挨拶、共催挨拶　　　　　　
2.評価事業の趣旨説明
＜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　委員長　長岩　嘉文＞
3.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会　委員　山岸　千代栄＞
4.参加費について　　　　　　＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会　幹事　森　善信＞

5.参加申込について
6.評価結果の公表方法について

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課　　主査　　武藤　吉晃＞
7.質疑応答
1.講演『相談窓口最前線～悪質商法の被害にあわないために～』

＜消費生活センター　消費生活相談員　伊藤 きよ美＞
2.名古屋市事務連絡
　① 給付制限について（介護保険課）
　② 介護予防栄養改善従事者研修会のご案内（健康増進課）

　③ 「平成22年度高齢者こころの健康支援強化事業・高齢者こころの健康支援ゲート
キーパー育成研究会」の開催について

　④ 「なごやマスターズデイ」の開催について
　⑤ 平成22年度介護サービス施設・事業所調査について
　⑥ 介護従事者の処遇状況等に関する調査について
3.事務局連絡
1. 準備会趣旨説明
2. 参加者紹介・顔合わせ
1)自己紹介・アンケート内容について・他の委員の方へ情報交換したいこと、確認したい
こと
2)参加者間の質疑応答
1. 基調講演「介護保険制度の動向とこれからの住まい対策」

<厚生労働省高齢者支援課　課長補佐　廣瀬 泉>
2. (1)シンポジウム「サービスの現状と今後の課題について」

コーディネーター：株式会社環境新聞社　シルバー新報編集長　川名 佐貴子
　　　　　　　　　　パネリスト：
　　　　　　　　　　　①　名古屋市老人福祉施設協議会　  　会長　尾関 英浩　　
　　　　　　　　　　　②　名古屋市老人保健施設協会　  　会長　宇佐美 平雄
　　　　　　　　　　　③　東海療養病床研究会　   　理事　岡田 温
　　　　　　　　　　　④　愛知県認知症グループホーム連絡協議会　会長　永田 裕之
　　　　　　　　　　　⑤　特定施設事業者連絡協議会　  　理事　葛西 裕之
　（2)パネルディスカッション「名古屋市域におけるこれからの医療・介護施設の動向」
1.講演「市民後見人の意義・役割」　　　　　　　　　　　　　　　　＜弁護士　　矢野 和雄＞

2.「名古屋市成年後見あんしんセンター事業について」

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

平成22年11月17日(水)
14：00～18：00

平成22年9月16日(木)
14:00～15:30

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

10周年記念シンポジウム

329148

第3回例会
平成22年9月16日(木)

15:50～17:10

第2回
サービス提供責任者研修

平成22年10月29日(金)
18:00～19:45

(福)名古屋市社会福祉協議会
社会福祉研修センター

研修室

平成22年9月14日(火)
14:00～17：00

39

138
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

121

-
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回企画運営会議準備会

第4回例会

258

452
事業
所

84

24-

平成22年11月18日(木)
14：00～16：30

会員
293
名、
学生8
名、
一般
61名
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

＜名古屋市成年後見あんしんセンター　所長　弘田 直紀＞

3.人権擁護について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜名古屋法務局人権擁護部＞

4.名古屋市事務連絡

　① 地域包括支援センターの新しい名称の導入について

　② 平成22年度高齢者虐待防止ネットワーク研修会Ⅱのお知らせ

　③ 高齢者虐待の防止、高齢者に対する支援等に関する法律第2条第5項に基づく高齢者
虐待の解釈について

　④ ２０１０名古屋シティマラソン交通規制のお知らせについて

　⑤ 地上デジタル放送のチラシについて

　⑥ まちの達人について（愛知県高齢福祉課）

5.事務局連絡

1.在宅医療について

2.認知症支援について

3.在宅サービスの充実・強化

4.その他

～事例を通じて権利擁護を考える～

（成年後見制度・日常生活自立支援事業などを利用する）

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

2.講義「権利擁護とケアマネジメント」

＜社会福祉法人半田市社会福祉協議会　福祉支援課　　前山　憲一＞

3.名古屋市成年後見あんしんセンター事業について

＜名古屋市成年後見あんしんセンター　副所長　　平坂　義則＞

4.事例紹介

5.グループワーク　　　　　　　　　　　　＜居宅介護支援ハートサービス近藤　近藤芳江＞

1.講義「現場に効く！ストレスを軽減してあなたの強みを生かす仕事術」

＜アイネスト株式会社　代表取締役　倉橋　竜哉＞

(1)　30分でできる、信頼関係の築き方

(2)　2010年を振返る、これまでの仕事を振返る

(3)　仕事を「義務」にしない生き方

(4)　自分の人生を自分で生きる３つのポイント

(5)　2011年に向けて

「今後議論していきたいこと」の抽出

「つながり（連携）」についてグループディスカッション

主治医と事業者との円滑な
連携を進める懇談会

平成22年11月29日(月)
14：30～15：30

名古屋市医師会館 仮事務所
４階 第１会議室

- 12

平成22年12月17日(金)
14:00～16:30

会員
197
名、
非会
員11
名

愛鉄連厚生年金基金会館
４階　大会議室

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
329

23

148

45

名古屋市公会堂
四階ホール

第2回介護支援専門員研修
平成22年12月13日(月)

14:00～17:00
81

第4回例会

第2回企画運営会議準備会
平成23年1月14日(金)

18:00～19:45
グラード栄東　会議室 - 22

平成22年11月18日(木)
14：00～16：30

第3回サービス提供責任者
研修



名介研例会・研修等開催状況
平成２２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

1. 講演「介護保険法改正論議と法改正内容概説　―社会保障審議会介護保険部会報告―」

＜一般社団法人日本介護支援専門員協会　会長　木村　隆次＞

2.名介研ホームページ「ロゴ投票」について

3.「主治医と事業者との円滑な連携を進める懇談会」報告

4.名介研「１０周年記念シンポジウム」報告

5. 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 介護予防事業における口腔機能向上研修会「くらしを守る、命を守る口腔ケア」の

ご案内
　③ 地上デジタル放送の推進のための低所得者支援の拡大について
6. 事務局連絡

『これからの高齢者の「住まい」を考える』

1.開会挨拶

2.基調講演「これからの高齢者の「住まい」を考える」-「施設」から「住宅」へ-

＜経営コンサルタント　編集顧問　濱田　孝一＞

3.プレゼンテーション「高齢者の住まい」運営事業者より事業紹介

　　住宅型有料老人ホーム 　　　　　　　＜株式会社想　グラード名古屋駅前　吉村　仁志＞

　　高齢者専用賃貸住宅　＜医療法人吉田クリニック　ナーシングホームジャパン　吉田　豊美＞

　　小規模多機能型居宅介護事業 　 　　＜有限会社ハートフルハウス　楽家晴　　山下　睦＞

　　お泊りデイサービス 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜株式会社　開　小池　開＞

　　高齢者向け優良賃貸住宅　　　　 　　　　　　 ＜医療法人桂名会 木村病院　鳥山　喜之＞

「認知症ケア研修」～援助者視点のケアから本人視点のケアへ～

＜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＞

「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～

1. 第２回準備会の振り返り

2.現在までの名介研活動について

3.今後の企画運営会議の活動について

4.その他

「感染症研修」～見えない敵と戦うために　基本がわかれば怖くない！～

＜サラヤ株式会社　　村松　拓也＞

1.「感染症に対する基礎知識・予防対策」

2.「実技演習と事例検討」

「ICFに基づいた生活支援技術（介護技術）」～ 利用者本位での介助技術実技研修～

＜名古屋柳城短期大学　介護福祉専攻科　助教　大﨑　千秋＞

1.　講義

2.　実技講習

64

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

72

-

名介
研会
員

133、
MSW協
会会
員7

平成23年1月20日(木)
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23年1月28日(金)
14:00～17:30

第3回通所・入所系研修
平成23年2月24日(木)

14:00～17:30

第4回通所・入所系研修
（拡大研修）

平成23年3月16日(水)
14:00～17:00

第5回例会

第4回サービス提供責任者
研修（日程①）

平成23年3月18日(金)
14:00～16:30

第3回企画運営会議準備会
平成23年3月11日(金)

18:00～19:45
グラード栄東　会議室

愛鉄連厚生年金基金会館
４階　大会議室

36

-

41

201 484

名古屋市公会堂
4階ホール

名古屋市総合社会福祉会館
７階　大会議室

パラマウントベッド㈱
名古屋支店
6階会議室

27 34

22



名介研例会・研修等開催状況
平成２２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

1.講演「地域包括ケアシステム　社会的位置づけ」

＜社会保障審議会介護給付費分科会座長　慶應義塾大学　教授　田中　滋＞

2.平成23年度事業計画（素案）報告

3.平成23年度基本予算（素案）報告

4.「成長分野等人材育成支援制度奨励金のご案内」情報提供

＜愛知県労働局雇用助成室＞

5.名介研ホームページロゴ投票結果について

6.名古屋市事務連絡

　① 高齢者虐待相談センター移転について

　② 障害者・高齢者権利擁護センター擁護センター名称変更について

　③ 平成21年度認知症家族教室のアンケート結果について

　④ 二次予防対象者把握方法の変更について

　⑤ もっと知ってほしい！結核

　⑥ 分別ルールの変更について

7.事務局連絡

「ICFに基づいた生活支援技術（介護技術）」～ 利用者本位での介助技術実技研修～

＜名古屋柳城短期大学　介護福祉専攻科　助教　大﨑　千秋＞

1.　講義

2.　実技講習

1.平成22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 会員・非会員参加状況

　④ 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

　⑤ 平成22年度評価事業決算見込み

　⑥ 平成22年度評価票の変更点について

2.平成23年度評価事業について

　① 平成22年度評価事業へのコメント一覧

　② 参加率向上に向けての対策

-

316

10

147
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23年3月24日(木)
14:00～16:30

名介研事務局会議室

パラマウントベッド㈱
名古屋支店
6階会議室

26 35

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23年3月28日(月)
14:00～15:30

第6回例会

第4回サービス提供責任者
研修（日程②）

平成23年3月23日(水)
14:00～17：05


