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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「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

〔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　渡邊　萬里＞

3.監事紹介

4.平成23年度事業計画案について

5.今年度役員について

6.「東北地方太平洋沖地震被災者への義援金」について

〔例会〕

1.講演「福祉関係職種における連携（情報の共有）と個人情報保護・プライバシー・守秘
義務の関係」

＜日本福祉大学中央福祉専門学校　渡辺　哲雄＞

2.平成22年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業報告[速報]

3.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

4.事務局連絡
「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.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

＜（医）東樹会　烏山　久美子＞
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.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～

＜㈱ケアコンシェルジュ　山田　英樹＞
6.成年後見制度と日常生活自立支援事業

＜ＡＰＬＥ㈱　近藤　芳江＞
7.質疑応答

総会・第1回例会

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）第1日

パラマウントベッド㈱
名古屋支店
6階会議室

名古屋市公会堂
四階ホール

28 42

128

419
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5月16日(月)
14:00～17:00

第1回通所・入所系研修
平成23年4月12日(火)

14：00-17：00

167

64

平成23年4月13日(水)
14:00～17:00
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「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－」

各種居宅サービス内容

1.訪問介護

＜㈱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＞

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

3.訪問入浴デモンストレーション　　　　　　　　　　　　　＜アサヒサンクリーン㈱＞

4.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

＜（医）生寿会　高野　雅子＞

5.居宅療養管理指導　　　　　　　　　　　　　　＜㈲天池ケアサポート　鈴木　弘子＞

6.ショートステイ、住宅改修、福祉用具貸与、福祉用具購入

＜㈲ハートフルハウス　竹田　晴幸＞

7.その他業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜(資)あすわひのき　下鶴紀之＞

8.質疑応答
1.座談会
　① 介護保険制度これまでを振り返って
　② これからの名古屋市の介護保険サービスの質の向上に向けて
2.名介研会員からのご意見について
1.「企画運営会議」 について
2.準備会での検討課題から発案された現在進行中の計画
　(1) 会員間の情報の発信と交流
　(2) 各区の会員の活動支援（交流・研修）
3.５月２５日　名古屋市・名介研 座談会の報告
4.企画運営会議」の年間スケジュール及び検討テーマ
5.各区での状況・課題の共有と改善への検討
1.名介研顧問からの情報提供
　(1)『名古屋市医師会の行う介護保険関連事業について』

＜社団法人名古屋市医師会　理事　柴田　真一＞
　(2)『名古屋市歯科医師会の事業と介護事業者への情報提供』

＜社団法人名古屋市歯科医師会　専務理事　加藤　善久＞
　(3)『名古屋市薬剤師会の介護保険における関わりと今後の予定』

＜社団法人名古屋市薬剤師会　副会長　渡邊　萬里＞
2.講演『東日本大震災・宮城県七ヶ浜町からの報告』

＜NPO法人レスキューストックヤード　常務理事　浦野　愛＞
3.介護労働安定センターからの事業紹介
4.平成22年度名介研収支決算報告
5.名古屋市からの情報提供
　(1)「介護保険サービス事業の拡大・参入意向アンケート」へのご協力のお願い
　(2)福祉人材確保のための職員研修事業について
　(3)熱中症予防について
6.事務局連絡
1.平成23年度委員について

名介研
12

名古屋
市7

-名古屋市役所
平成23年5月25日(水)

9:30～12:00
名古屋市との座談会

12

316
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

名介研事務局会議室

名古屋市公会堂
四階ホール

56

-

107
第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）第2日

平成23年5月18日(水)
10:00～17:00

第1回企画運営会議
平成23年6月10日(金)

18:00～20:00

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

平成23年6月22日(水)
14：00～16：00

第2回例会
平成23年6月16日(木)

14:00～17:30

グラード栄東 24-

143
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2.平成22年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業を振り返って
3.9月13日（火）説明会について
4.平成23年度評価事業内容について
5.その他
「対人サービスの接遇」～日ごろの優しい心が素晴らしいサービスを生む～

＜アソシア志友館　代表　 柴田　秋雄＞
1.講義
2.グループワーク
1.ユーザー評価票アンケートの変更箇所、変更結果の報告について
2.今年度の評価票に導入するポイント（確定事項）

各サービス利用者評価表の変更点について：居宅介護支援、訪問看護、介護老人保健施
設、通所リハビリテーション、短期入所療養介護

ケアマネジャーに必要な高齢者の家計を支える社会福祉制度　～高齢者にまつわるお金の話～

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

2.講義「ケアマネジャーに必要な高齢者の家計を支える社会福祉制度」

～　高齢者にまつわるお金の話　～

＜淑徳大学　准教授　結城　康博＞

サービス提供責任者・初任者向け研修　※本会訪問介護研修委員が第2部の講師を担当

第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」

第2部「サービス提供責任者の業務とは」

1.平成23年度設問項目について

各サービス種別担当者による検討、修正案作成

1.前回の会議から（名古屋市各担当課より説明・回答）

2.アンケート結果報告

3.グループディスカッション

～アンケート結果を踏まえ、各区での連携活性化に向けて討議～

4.次回に向けて

1.平成22年度評価事業の実施結果について

2.平成23年度評価事業について

3.予算について

4.評価票について

5.今後の評価事業について

「認知症ケア研修」　～「ひもときシート」の意義と使い方～
＜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＞

講義とグループワーク

- 60
熱田区在宅サービスセンター

6階研修室
平成23年7月22日(金)

13:00～17:00

名古屋市福祉人材のための
職員研修
スキルアップ研修Ⅳ

ウインクあいち
９階　901

41

8

25

26日
5名、
28日
9名

平成23年9月5日(月)
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23年9月8日(木)

14:00～18:00
ウインクあいち

11階　1104
29

92

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23年7月8日(金)
14：00～16：00

平成23年7月11日(月)
14:30～16:30

第2回企画運営会議
平成23年8月12日(金)

18:00～20:00
グラード栄東 -

12

85

-

-

名介研事務局会議室 -

名介研事務局会議室

名古屋市高齢者就業支援
センター

5階　大会議室

名介研事務局会議室

名介研事務局会議室 - 16

第1回訪問介護研修
平成23年7月7日(木)

14:00～17:30

平成23年7月26日(火)
10:00～12:00、
7月28日(木)
10:00～12:00

第2回介護支援専門員研修

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23年6月22日(水)
14：00～16：00

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

164

35
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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連絡研究会　幹事　森　善信＞
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.事業所での評価事業活用方法について　　　　　　

＜社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会　中区介護保険事業所　安達　直哉＞
5.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＞
6.参加申込について
1.講演『リーダー人材の育て方』　　　＜人とホスピタリティ研究所　代表　高野　登＞
2.名古屋市事務連絡
　① 名古屋市の最新規制適合自動車代替促進事業補助制度のご案内
　② 名古屋市高齢者虐待相談センターのリーフレットと「高齢者虐待防止ネットワーク
研修会」「高齢者虐待防止専門研修会」のご案内
　③ 災害時安否確認の情報提供に関する協定について
　④ 平成23年度介護サービス施設・事業所調査について
　⑤ 介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引・経管栄養）について
　⑥ 要介護認定等の資料提供に係る申出書について
3.事務局連絡
「地域包括ケアシステムにおける『施設』『住まい』のあり方」
＜一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会　事務局長、一般社団法人全国特定施設事業者協

議会　常任理事、株式会社メッセージ　取締役執行役員　介護事業部長　奥村　孝行＞

1.前回の会議から
2.各区連絡会の取り組み状況について
3.グループディスカッション
4.次回に向けて
サービス提供責任者・初任者向け研修　※本会訪問介護研修委員が第2部の講師を担当
第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点―」
第2部「サービス提供責任者の業務とは」
「認知症ケア研修」～認知症のステージ　センター方式を学ぶ～

＜医療法人生生会　富田病院　　介護部長　　栗本　文代＞
1.標準教材を利用した講義
2.小グループでのグループワーク
1.趣旨説明
2.配布資料説明（連絡会集計表について）＜名古屋市介護指導課　主査　　武藤　吉晃＞
3.南区連絡会での取組み事例紹介
4.北区連絡会での取組み事例紹介
5.グループ討議　～医療圏域にて4つのグループに分かれての討議
6.グループ発表　～グループで討議した内容について発表
7.各区での交流　～4グループでの討議やグループ発表を受けて区ごとに感想などを話し
合う
8.終わりに・・・  　　　　　　　　　　＜名古屋市介護指導課　主査　　武藤　吉晃＞

1.講演1『対人援助職におけるストレスマネジメント「ストレスの正体」』

第3回例会
平成23年9月13日(火)

15:50～17:30

55

平成23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

名古屋市福祉人材のための
職員研修
スキルアップ研修Ⅳ

平成23年10月15日(土)
13:00～17:00

グラード栄東 -

名古屋市公会堂
四階ホール

-

第4回例会 139

名古屋市社会福祉協議会　社
会福祉研修センター

-

365161
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

22

95

98

359
事業所

-
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

304
平成23年11月24日(木)

14：00～17：10

第3回通所・入所系研修
第1日

平成23年10月20日(木)
10:00～16:00

第1回施設サービス事業部
会

平成23年9月13日(火)
14:00～15:15

第3回企画運営会議
平成23年10月14日(金)

18:00～20:00

名古屋市16区合同連絡会
平成23年11月22日(火)

14：00～17：00

29

平成23年9月28日(水)
14：30-16：30

ＩＭＹビル
６階　第３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

60

熱田区在宅サービスセンター
6階研修室

22
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＜特定非営利活動法人てあも社会福祉士事務所ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾄ事業　代表理事　林　睦実＞

2.講演2『介護労働の特徴と課題』

＜財団法人介護労働安定センター愛知支部　　石川　暁生＞

3.名古屋市事務連絡

　① 第5期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画「はつらつ長寿プランなごや
２０１２」（案）及び第３期名古屋市障害福祉計画（案）のパブリックコメントの実施に
ついて

　② ねたきり・認知症の高齢者に対する障害者控除及びあんしん電話について

　③ 平成23年度名古屋市福祉人材確保のための職員研修（後期分：12～2月開催分）にか
かる申込期間の延長について

　④ 地域密着型サービス事業者の指定状況について
　⑤ 「平成２３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
キーパー育成研修会」の開催について
　⑥ 人権啓発ポスターの配布

4.事務局連絡

「認知症ケア研修」～認知症のステージ　センター方式を学ぶ～

＜医療法人生生会　富田病院　　介護部長　　栗本　文代＞

1.標準教材を利用した講義

2.小グループでのグループワーク

「これからの介護職の在り方」
＜福岡県介護福祉士会　会長、日本ホームヘルパー協会　会長　因　利恵＞

1.講義

第1回名古屋市介護サービ
ス事業者自己評価・ユー
ザー評価プロジェクト

平成23年12月5日(月)
14:00～16：00

名介研事務局会議室 次年度に向けたユーザー評価事業の見直しについて - 14

1.名古屋市16区合同連絡会について

2.グループディスカッション

3.次回に向けて

1. 講演『2012年度の介護保険制度改正』

＜厚生労働省　老健局高齢者支援課　課長補佐　　家田　康典＞

2.平成23年度名古屋市16区合同連絡会の開催報告

3. 名古屋市事務連絡

① 介護予防事業における口腔機能向上研修会・介護予防事業における栄養改善研修会
の周知について

　② 名古屋市権利擁護推進フォーラムの周知について

4. 事務局連絡

601

グラード栄東 -

熱田区在宅サービスセンター
6階研修室

20

第4回例会 139

205

27

25 43

304

第5回例会

第2回訪問介護研修
（愛知県介護福祉士会共
催）

平成23年11月24日(木)
14：00～17：10

平成23年12月3日(土)
13:30～16：30

第4回企画運営会議
平成23年12月9日(金)

18:00～20:00

平成23年12月14日(水)
14:00～17:00

第3回通所・入所系研修
第2日

平成23年11月25日(金)
10:00～16:00

ＩＭＹビル
６階　第３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

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

22
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

「感染症研修」～感染症を理解して、感染症を正しく怖がる！～
＜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」

1.設問内容、スケールの見直し、評価結果の見せ方等について検討

2.評価事業のあり方について検討

『平成２４年度介護報酬改定について』
1.講演「平成24年度介護報酬改定を踏まえた通所系事業の経営戦略」

＜株式会社アクシンパシー　　代表取締役　　山下　友利＞
2.グループワーク

1.診療報酬改定のポイント

2.訪問看護ステーションへのアンケート結果

3.「医療連携」についてディスカッション

4.次年度に向けて

『医療的視点からのケアマネジメント』
1.講義「医療的視点からのケアマネジメント」

＜財団法人名古屋市高齢者療養サービス事業団　中村　美喜＞
2.デモンストレーション：退院に向けての話し合い
3.グループワーク・発表
4.解説・総括
「チームケアとしての訪問入浴の役割とは!?」～　困難ケースの情報交換会　～
1.事例紹介
2.グループワーク
3.発表・総括
「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＞
講義と実技講習
1.講演『報酬改定と介護経営：2025年を見据えて』

＜社会保障審議会介護給付費分科会委員 　慶應義塾大学　教授　田中　滋＞
2.平成24年度事業計画（素案）説明
3.平成23年度基本予算（素案）報告
4.名古屋市事務連絡
　① アディクションセミナーのお知らせ
　② 地域密着型サービス事業者の指定状況について
　③ 介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」の作成に伴う事業者情報の提供
協力について

　④ あなた自身が交通事故にあわないために

5.事務局連絡

「リーダー育成研修」

第5回企画運営会議
平成24年2月10日

(金)
18:00～20:00

グラード栄東 - 25

192
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

36

ＩＭＹビル
５階　第３会議室

79 131

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

14161

熱田区在宅サービスセンター
6階研修室

34 49

34

平成23年12月16日(金)
14:00～17:00

平成24年2月22日(水)
14:00～17：00

第3回訪問介護研修

第2回施設サービス事業部
会

平成24年2月7日(火)
14:00-17:00

平成24年2月13日(月)
13:30-16:30

第3回介護支援専門員研修

第6回例会

第4回通所・入所系研修
（拡大研修）

訪問入浴事業者情報交換会
平成24年2月15日(水)

19:00-21:00

第5回通所・入所系研修
第1日

平成24年2月28日(火)
14:00～17:00

平成24年2月17日(金)
14:00～16:30

パラマウントベッド㈱
名古屋支店
6階会議室

ＩＭＹビル
６階　第３会議室

23

496

66

平成24年1月27日(金)
14:00-16:00

第2回名古屋市介護サービ
ス事業者自己評価・ユー
ザー評価プロジェクト

10-名介研事務局会議室

8 26
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

～ 介護現場におけるマネジメントの実践能力を高める ～

＜株式会社シノハラ　代表取締役　篠原　正行＞

1.講義「介護業界　組織運営の全体像」

2.グループ討議「経営とリーダーとの関わり」

3.講義「リーダーの立場と役割」

1.設問内容について

2.スケールの見直しについて

3.参加対象事業所枠の拡大について

1.平成24年度名介研事業計画（案）について

2.認平成２４年度名古屋市医師会介護保険・認知症対策事業計画（案）について

3.その他

　① 名古屋市内訪問看護事業者へのアンケート結果（名介研実施）について

1.講演『平成24年度介護報酬改定等についての説明』

～平成24年2月23日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料をもとに～

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞

2.平成24年度事業計画説明

3.平成23年度事業予算説明

4.平成23年度企画運営会議事業内容報告

＜セキスイオアシス株式会社・名介研幹事　馬場　隆幸＞

5.名古屋市からの情報提供

　① 居住費（滞在費）に係る（特定）負担限度額の一部変更について

　② いきいき支援センターと指定居宅介護支援事業者との介護予防支援委託契約に係る
委託料改定について

　③ 介護サービス事業者に対する指定指導について

　④ 権限移譲に伴う新体制について

6.事務局連絡

「リーダー育成研修」～ 介護現場におけるマネジメントの実践能力を高める ～

＜株式会社シノハラ　代表取締役　篠原　正行＞

講義とグループワーク

熱田区在宅サービスセンター
6階研修室

熱田区在宅サービスセンター
6階研修室

34 49

第5回通所・入所系研修
第2日

平成24年3月14日(水)
14:00～17:00

第7回例会
平成24年3月13日(火)

14:00～17：00

第5回通所・入所系研修
第1日

平成24年2月28日(火)
14:00～17:00

平成24年3月2日(金)
14:00-16:00

主治医と事業者との円滑な
連携を進める懇談会

平成24年3月12日(月)
14：30～15：30

名古屋市医師会館
健診センター　５階会議室

- 17

32 47

644
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

213

14-名介研事務局会議室
第3回名古屋市介護サービ
ス事業者自己評価・ユー
ザー評価プロジェクト
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