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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　澤　博＞

2.顧問挨拶　　　 　　 　　　　　　　　　＜社団法人名古屋市医師会　理事　柴田　真一＞

＜社団法人名古屋市医師会　理事　関山　聡史＞

＜社団法人名古屋市歯科医師会　常務理事　近藤　喜一郎（代理出席）＞

＜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24度事業計画（案）・基本予算（案）の承認について

5.今年度役員について

〔例会〕

1.講演「利用者本位の視点と地域包括ケア～医療・看護・介護の連携と１０年後に求めら
れる「サービスの質」～」

＜ケアタウン総合研究所　所長　高室　成幸＞

2.「平成23年度主治医と介護保険事業者との円滑な連携を進める懇談会」報告

3.名古屋市事務連絡

　(1)認知症疾患医療センターと認知症コールセンターの開設について

　(2)平成24年介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.2）について

　(3)名古屋市介護指導課各サービスにおける窓口のご案内

4.事務局連絡

1.平成23年度評価事業実施結果について

2.平成24年度評価事業について

1.平成23年度評価事業実施結果について

2.平成24年度評価事業について

1.講演『診療報酬・介護報酬ダブル改定のポイント～地域連携を中心として～』

＜株式会社スズケン　 岡山　幸司＞

2.グループワーク：地域連携をより円滑にするために必要なことについて意見交換

3.質疑応答

1.平成24年度スケジュールについて

2.対象サービス（小規模特養、福祉用具）の追加について

3.スケール［5択］の変更について

4.設問内容の作成について

5.その他

第4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

-

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24年4月17日(火)
14:00～15:30

-名介研事務局会議室

第1回施設サービス事業部
会＜愛知県ＭＳＷ協会と
の共同開催＞

総会・第1回例会

平成23年度第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

9

平成24年4月12日(木)
14:00～17:00

名古屋市公会堂四階ホール
平成24年5月21(月)

14:00～17:30

382
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24年4月13日(金)
10:00～12：00

14-名介研事務局会議室

13

名介研
71会員

名介研
144名
MSW協
会14名

155

名介研事務局会議室
平成24年6月6日(水)

14：00～16：00
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.講演『介護サービスにおける労基法の遵守』

＜アイエス社労士事務所　所長　伊藤　悟＞

2.平成23年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業報告

＜名介研幹事・医療法人財団善常会　森　善信＞

3.平成24年度名介研補正予算報告及び平成23年度決算報告

4.名古屋市からの情報提供

　(1)在宅ねたきり者訪問歯科診査のご案内

　(2)介護マークの配布について

　(3)名古屋市内「お泊りデイサービス」に関する状況調査結果概要について

　(4)生活機能向上グループ活動加算について

　(5)定期巡回・随時対応型訪問介護看護について

　(6)介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」について

　(7)地域密着型サービス事業者の指定状況について

　(8)介護サービス事業者等の基準条例制定に向けての考え方について

5.事務局連絡

「名古屋市とともにつくる『豊かな高齢者のくらし』」

1.今年度の企画運営会議について

2.24年改定新設サービス(定期巡回・臨時対応サービス、複合型サービス)の状況について

　(1) 指定状況と今後の名古屋市の整備方針について（介護指導課より）

　(2) 各事業者の進行状況報告

3.ハビリ施設の現状について（医療機関との連携含めて）

　(1) 回復期リハビリテーション病棟

　　　「医療機関の（連携）状況　～２４年度診療報酬改定から～　」

＜名介研幹事・医療法人財団善常会　森　善信＞

　(2) 老人保健施設、通所リハビリテーション・通所介護

　　　「介護報酬改定を踏まえての老健を取り巻く環境変化」

＜ブラザー健康保険組合　真田　昌代＞

　　　「通所サービスの役割分化」

＜名介研幹事・セキスイオアシス㈱　馬場　隆幸＞

4.各事業の状況（アンケート結果より報告）

「早ワザ！簡単！美味しい♪料理」～　もう苦手なんて言わない　～

＜フードアドバイザー　鈴木　麻耶＞

1.調理内容等説明

2.見本

3.調理実習

4.試食

5.後片付け

東邦ガス
クッキングサロン今池

第1回企画運営会議

第1回訪問介護研修

第2回例会

平成24年6月15日(金)
①9:30～17:30

②13：30～16：30

①18
②16

グラード栄東 23-

①14
②12

150 329
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24年6月14日(木)
18:00～20:00

平成24年6月12日(火)
14:00～17:00
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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.契約・申請業務～利用者との契約から申請代行手続きまで～

＜㈱やさしい手　安藤　美智子＞
3.ケアマネジメント業務　　　　　　　　　　　　　　＜（医）東樹会　伊藤　輝世子＞
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　風岡　佑輔＞
5.訪問入浴デモンストレーション　　　　　　　　　　　　　＜アサヒサンクリーン㈱＞
6.住宅改修・福祉用具貸与・福祉用具購入

＜㈱ケアコンシェルジュ　山田　英樹・㈱ヤマシタコーポレーション＞
7.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～

＜(福)名古屋市社会福祉協議会　吉川　琢夫＞
7.成年後見制度と日常生活自立支援事業　　　　　　　　　＜ＡＰＬＥ㈱　近藤　芳江＞
8.その他業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜(資)あすわひのき　下鶴紀之＞
1.参加費について
2.キャリアアップ研修案内同封物における名古屋市からのコメント追加について
3.追加対象サービスについて
4.設問内容の作成について

「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.平成24年度介護報酬改定のポイント
＜㈱エム・ケア介護センター　松井　由美子＞

2.訪問介護
＜㈱エム・ケア介護センター　松井　由美子・(福)名古屋市社会福祉協議会　稲山　さち子＞

3.訪問看護、訪問リハビリテーション　
＜(財)名古屋市高齢者療養サービス事業団　中村　美喜＞

4.通所リハビリテーション、通所介護、ショートステイ
＜（医）生寿会　高野　雅子＞

5.居宅療養管理指導・診療報酬改定　　　　　　　＜㈲天池ケアサポート　鈴木　弘子＞
6.地域密着型：小規模多機能・複合型サービス・夜間巡回型サービス

＜㈲ハートフルハウス　竹田　晴幸＞

7.高齢者の住まい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜㈱想　吉村　仁志＞
1.講演：『これからの終末期ケア　～介護に関わる人々の役割～』

＜学校法人金城学院　学院長　　柏木　哲夫＞
2.講演：『HIV感染症と非感染症は何が違うのか』

＜名古屋医療センター　エイズ診療科　医長　　横幕　能行＞
3.『HIV感染症にまつわるお金の話』

＜名古屋医療センター　エイズ治療開発センター　エイズ予防財団リサーチレジデント　永見　芳子＞

4.名古屋市からの情報提供
　(1) 介護サービス事業者等の基準条例制定に向けての考え方
　(2) 地域密着型サービス事業者の指定状況について
5.事務局連絡

名古屋市公会堂
四階ホール

102

第3回例会
平成24年7月11日(水)

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

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）第1日

平成24年6月27日(水)
10:00～16:30

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　10階

1001
68

名介研事務局会議室 -

第1回
介護支援専門員研修
（新任・現任向け）第2日

平成24年7月4日(水)
10:00～17:00

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

平成24年7月3日(火)
14：00～16：00

133

367

15

242

141
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.募集要項について

2.評価票について

3.評価結果シートについて

4.9月例会における評価事業の説明について

「介護職員のための接遇・マナー研修」
＜㈱しのコーポレーション　代表取締役　濱島　しのぶ＞

1.コミュニケーションの基本
2.職場の風土をつくる
3.第一印象
4.現場の接遇とは
5.介護現場の接遇５原則
　あいさつ・身だしなみ・表情・態度・ことばづかい
1.平成24年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業内容について

　(1) 募集要項及び参加申込書について

　(2) 評価票の変更（改善）点

　　① サービスの追加

　　② スケールの変更

　　③ 設問数の統一

　　④ 料金体系の見直し

　　⑤ 設問カテゴリの変更

　　⑥ 評価票の表紙変更

2.平成24年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業説明会について

3.その他事項

　(1) 平成２５年度ユーザー評価票に向けた取り組みについて

　(2) 評価結果シートについて

「介護職員のための接遇・マナー研修」

＜㈱しのコーポレーション　代表取締役　濱島　しのぶ＞

1.コミュニケーションの基本

2.職場の風土をつくる

3.第一印象

4.現場の接遇とは

5.介護現場の接遇５原則

　あいさつ・身だしなみ・表情・態度・ことばづかい

15

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

88-

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅸ（接遇・
マナー研修）

平成24年9月13日(木)
10：00-16：30

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　12階

1202
- 86

平成24年8月2日(木)
14：00～16：00

9名介研事務局会議室

名介研事務局会議室 -

平成24年9月5日(水)
10:00～11:30

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

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅸ（接遇・
マナー研修）

平成24年8月22日(水)
10：00-16：30
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「名古屋市とともにつくる『豊かな高齢者のくらし』」

1.「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に関するアンケート報告

＜(福)名古屋市社会福祉協議会　名介研幹事　小林　勝巳＞

2.「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」運営報告

　＜株式会社あんしんネット２１　専務取締役　　田中　英雄＞

＜株式会社あんしんネット２１　白井　良枝＞

3.「訪問介護と訪問リハビリテーション連携加算　事例報告」

＜ブラザー健康保険組合　老人保健施設瑞穂　リハビリ部　阿部　季子＞

4.名古屋市の特別養護老人ホーム、老人保健施設、特定施設等の整備計画および整備状況
について

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞

1.講演：『地域医療再編　～自分たちがどのように地域を変えていくのか！？～』

＜独立行政法人国立長寿医療研究センター　総長　大島 伸一＞

2.平成24年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業概要説明及び募集
要項・参加申込書について

＜医療法人財団善常会・名介研幹事　森　善信、名介研事務局＞

3.名古屋市事務連絡

　① ワークライフバランス推進キャンペーン

　② 平成24年度名古屋市キャラバン・メイト養成研修開催要領

　③ 平成24年度第2回高齢者虐待防止専門研修会

　④ ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）における食費の設定につ
いて
　⑤ 平成24年介護サービス施設・事業所調査について
4.事務局連絡

「認知症ケア研修」　～「ひもときシート」の意義と使い方～

＜医療法人生生会　富田病院　介護部長　栗本　文代＞

講義とグループワーク

「感染症研修」～基本が肝心、標準予防策とPPEについて知ろう～

＜サラヤ株式会社　名古屋営業所　食品衛生サポート部　村松　拓也＞

1.感染症とは

2.疥癬症・その他の感染症

3.標準予防策

143会
員、非
会員29
事業所

第1回訪問入浴サービス研
修

平成24年9月27日(金)
19：00～21：00

名介研事務局会議室

第1回通所・入所系研修
平成24年9月24日(月)

14:00～18:00

株式会社名給　メディカル
フードステーション　４階

会議室
26

第4回例会
平成24年9月20日(木)

14:00～17:00

会員316
名、非
会員22
名

第2回企画運営会議
平成24年9月13日(木)

18:00～20:00
グラード栄東 -

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

40

7 16

25
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「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」

＜愛知医科大学　看護学部　准教授　佐々木　裕子＞
＜愛知国際病院　看護部長　　水野　寿美子＞

1.生きること死ぬことを考える
2.死のシミュレーション
3.グループワーク　～課題共有～
4.ケアに必要なこと
　(1)利用者の体験を理解する
　(2)利用者の身体状況の変化を捉える
　(3)コミュニケーションによる関わり
　(4)個々の利用者への直接的なケア
　(5)終末期、臨死期、死別期（看取り）のケア
　(6)多職種協働
5.家族ケアから遺族ケア
6.ターミナルケアに必要なこと
　(1)明日から取り組めること
　(2)将来に向けて取り組み始めること
「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.講演『統計で見る介護労働の特徴と課題』

＜財団法人介護労働安定センター　前愛知支部長　　石川　暁生＞
2.講演『3.11　東日本大震災に学ぶ介護事業者の果たすべき役割について』

＜危機管理勉強会齋藤塾　　塾長　齋藤　實＞
3. 名古屋市事務連絡
　(1)介護予防事業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状況について
4. 事務局連絡
「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」

＜愛知医科大学　看護学部　准教授　佐々木　裕子＞
＜特定非営利活動法人　介護研究会　笑　代表理事　　黒田　敬＞

1.生きること死ぬことを考える
2.ケアに必要なこと①
3.ホームヘルプ実践の中でターミナルケアとして考えること・大切にしてきたこと
4.死のシミュレーション
5.グループワーク　～課題共有～
6.ケアに必要なこと②
7.ターミナルケアに必要なこと
　(1)明日から取り組めること
　(2)将来に向けて取り組み始めること

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅷ（ターミ
ナルケア研修）

平成24年10月10日(水)
10：00-16：30

名古屋国際会議場
会議室131・132

平成24年10月22日(月)
10:00～16:00

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

16

-
愛知県産業労働センター
ウインクあいち　12階

1202

-

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅷ（ターミ
ナルケア研修）

平成24年11月9日(金)
10：00-16：30

第5回例会

第3回通所・入所系研修
第1日

249
平成24年10月25日(木)

14:00～17:00

19

79

92

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール
114
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名介研例会・研修等開催状況
平成２４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

第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞

第2部「サービス提供責任者の業務とは」

＜名介研　訪問介護研修委員会＞

　(1)サービス提供の流れ

　(2)注意が必要な「加算・減算」について

　(3)グループワーク・実践問題１と２・まとめ

1.開会挨拶

2.講義「地域包括ケアを構築する」

＜日本福祉大学　教授　　野中　猛＞

3.模擬地域ケア会議

4.グループ討議　～　各区での振り返り

5.グループ発表　～　グループで討議した内容について発表

6.講師講評

7.終わりに・・・  　　　　　　　＜名古屋市介護指導課　居宅指定係長　高木　慶太＞

「介護職のための送迎研修」～ 安心、安全な運転を行なうための知識と技術　～

＜株式会社ジャパン・リリーフ　　松尾 了司＞

1.オリエンテーション

2.日常点検・安全運転及び道路交通法に関する講義

3.福祉送迎に徹した講義、事故事例及び保険対応

4.福祉送迎の運転実習

　(1)アクセル操作・ブレーキ操作・安全確認の方法

　(2)道路状況に適した運転操作等

5.車椅子取り扱い・段差昇降介助実習

6.リフト（プラットホームへの）乗車実習

7.車椅子固定用フック留め位置確認

8.車椅子固定法

9.シートベルト着用位置及び着用方法

10.リフト上昇・下降実習及び注意点（車椅子２台乗せの場合の方法及び注意点）

11.車椅子乗車体験（車椅子乗車時の揺れを体験）

12.質疑応答

「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

- 47
平成24年11月16日(金)

13:00～17:00

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅴ（サービ
ス提供責任者・初任者向
け）

名古屋国際会議場
会議室131・132

平成24年11月21日(水)
13：30～17：30

第2回通所・入所系研修
第2日

平成24年11月29日(木)
10:00～16:00

名古屋市16区合同事業者
連絡会

第3回通所・入所系研修
平成24年11月25日(日)

10:00～16:00

昭和区役所　講堂

熱田区在宅サービスセン
ター　6階研修室

15 16

老人保健施設　瑞穂

121

19 22

-
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名介研例会・研修等開催状況
平成２４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

「介護職員のための接遇・マナー研修」

＜㈱しのコーポレーション　代表取締役　濱島　しのぶ＞

1.コミュニケーションの基本

2.職場の風土をつくる

3.第一印象

4.現場の接遇とは

5.介護現場の接遇５原則

　あいさつ・身だしなみ・表情・態度・ことばづかい

「名古屋市とともにつくる『豊かな高齢者のくらし』」

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」運営報告について

＜(福)愛生福祉会 　ヘルパーステーションあい 管理者 澤村絹代＞

2.名古屋市の特別養護老人ホーム、老人保健施設、特定施設等の整備計画および整備状況
について

3.その他

第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞

第2部「サービス提供責任者の業務とは」

＜名介研　訪問介護研修委員会＞

　(1)サービス提供の流れ

　(2)注意が必要な「加算・減算」について

　(3)グループワーク・実践問題１と２・まとめ

1.講演：『苦情に学ぶ介護サービスの質の向上』
＜愛知県国民健康保険団体連合会　介護福祉課　係長　梅本ひろみ＞

2.『介護家族より　～ケアマネジャーに伝えたいこと～　』
＜認知症の人と家族の会　愛知県支部　杉山　尚子＞

3.平成24年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業について
4.平成24年度名古屋市16区合同事業者連絡会について（報告）

＜社会福祉法人サンライフ・名介研幹事　　岩田　充裕＞
5.名古屋市事務連絡
　① 介護マークの配布について
　② 認知症情報誌「WITH」の配布について
　③ 西区のいきいき支援センターの担当地域変更について
　④ 介護予防における口腔機能向上研修会について

　⑤ 介護サービス事業等の基準条例の制定について

　⑥ 地域密着型サービス事業者の指定状況について

6.事務局連絡

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅸ（接遇・
マナー研修）

平成24年12月6日(木)
10：00-16：30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅴ（サービ
ス提供責任者・初任者向
け）

平成25年1月16日(水)
13:00～17:00

第3回企画運営会議
平成24年12月13日(木)

18:00～20:00

第6回例会 137
伏見ライフプラザ　5階

名古屋市高年大学
鯱城ホール

名古屋市社会福祉協議会
在宅福祉部

- 25

社会福祉研修センター
研修室

- 53

87
名古屋国際会議場
会議室133・134

-

327
平成25年1月24日(木)

14:00～17：00
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名介研例会・研修等開催状況
平成２４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

「感染症研修」～備えあれば憂いなし！最新の感染症事情～
1.講義「高齢者施設で注意すべき感染症とその対策」

＜名古屋大学大学院医学系研究科　機能構築医学専攻
生体管理医学講座　教授　八木　哲也＞

2.講演「感染症発生時の行政報告について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課　主幹　木村　剛＞

3.「実技演習と事例検討」
＜サラヤ株式会社　名古屋営業所　食品衛生サポート部　拠点長　　新居　由章＞

「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＞
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」
「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」

＜愛知医科大学　看護学部　准教授　佐々木　裕子＞
＜特定非営利活動法人　介護研究会　笑　代表理事　　黒田　敬＞

1.生きること死ぬことを考える
2.ケアに必要なこと①
3.ホームヘルプ実践の中でターミナルケアとして考えること・大切にしてきたこと
4.死のシミュレーション
5.グループワーク　～課題共有～
6.ケアに必要なこと②
7.ターミナルケアに必要なこと
　(1)明日から取り組めること
　(2)将来に向けて取り組み始めること
『医療的視点からのケアマネジメント』
1.講義「胃ろうについて」　　　　　＜テルモ㈱、オリンパスメディカルシステムズ㈱＞
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　　＜(財)名古屋市高齢者療養サービス事業団在宅療養部　　中村 美喜＞
「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＞
1.ケーススタディ
2.1日目課題の採点、結果発表
3.ロールプレイ
4.総括

1.住宅型有料等「その他の居住系サービス」入居者に対する在宅介護サービス提供の現状
（報告）

＜住宅型有料老人ホーム　かざぐるま名東　　東　賢司＞
2.名古屋市内の「その他の居住系サービス」の状況について情報交換

平成25年3月8日(金)
13:30～17:00

第5回通所・入所系研修
第1日

平成25年2月22日(金)
13:30～16:30

第2回介護支援専門員研修

平成25年3月14日(木)
18:00～20:00

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅷ（ターミ
ナルケア研修）

平成25年2月8日(金)
10：00-16：30

第4回通所・入所系研修

第4回企画運営会議

第5回通所・入所系研修
第2日

名古屋市中小企業振興会館
４階　第７会議室

42

名古屋市高齢者就業支援セ
ンター　大会議室

- 89

熱田区在宅サービスセン
ター　6階研修室

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

93

53

21
株式会社ニチイ学館
名古屋支店　会議室

-

30 47

54

67

平成25年2月5日(火)
13:30～17:00

平成25年2月4日(月)
10:00～16:30

熱田区在宅サービスセン
ター　6階研修室

35
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

1.講演①：『地域包括ケアシステムの実現に向けた地域ケア会議の活用について』

＜厚生労働省老健局振興課　地域包括ケア推進官　　岡島　さおり＞

2.講演②：『名古屋市における「地域ケア会議の範囲」と「地域包括ケア推進会議活性
化」のイメージ』

＜名古屋市健康福祉局認知症対策・地域ケア推進室　主査　山田　昌美＞
3.平成25年度名介研事業計画案、平成25年度名介研事業予算案、名介研会則の見直し案に
ついて
4.名古屋市からの情報提供

　① 名古屋市高齢者向け優良賃貸住宅についてのご案内
　② 介護サービス事業者等の基準条例の制定について
　③ 介護サービス事業等の基準条例にかかるQ&A

　④ 名古屋市健康福祉局高齢福祉部の組織改正について

6.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＞

講義と実技講習

「人工呼吸器の取り扱いに関する研修」

～ 「看護師に任せていませんか！？医療機器の基礎知識」 ～

＜フィリップス・レスピロニクス合同会社　中部ブロック東海支店　繁田　聡＞

1.平成25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)等について

 (1) 在宅医療研修会～多職種連携によるチーム医療～（３/２４）について

 (2) １６区合同事業者連絡会の報告について

 (3) 地域ケア会議について（名古屋市より）

2.平成２５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

1.平成24年度評価事業の実施概要

2.平成24年度改善点の振り返り

 (1)サービスの追加

 (2)料金体系の見直し

 (3)評価指標の見直し

 (4)評価事業募集要項等配布活動について

 (5)評価票へのバーコード付加

3.平成25年度評価事業にむけて

 (1)評価事業全体及び設問全体の見直し

 (2)サービス種別ごとの設問の見直し

14

第4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25年4月4日(木)
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25年3月29日(金)
14：30～16：00

第2回訪問入浴サービス研
修

第2回訪問介護研修

第7回例会
平成25年3月19日(火)

14:00～17:30

名介研事務局会議室

名古屋市医師会館
５階１会議室

- 19

-

①28
②19

パラマウントベッド㈱
名古屋支店
6階会議室

平成25年3月22日(金)
19:00～20:30

名介研事務局会議室 5 27

会員
394名、
非会員
82名

①15
②13

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

148会
員、
非会
員60
事業
所

①平成25年3月21日(木)
②平成25年3月22日(金)

13:00～17:00
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