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平成２５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・第1回例会
平成25年4月17日(水)

14:00～17:30

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

〔総会〕

144 289

1.特別会員挨拶　　　　　　　＜名古屋市健康福祉局介護保険課　課長　　稲垣　弘和＞

2.顧問挨拶　　　 　　 　　　　　　　＜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　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25度事業計画（案）・基本予算（案）・会則（案）の承認について

5.今年度役員について

〔例会〕

1.講演「名古屋市の被災地支援の取り組み」

＜名古屋市健康福祉局　高齢福祉部長　　松雄　俊憲＞

2.講演「3.11　その時、それから」

＜株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター石巻デイサービス　管理者　有原　新＞

3.「平成24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

＜名介研幹事・㈲天池ケアサポート　鈴木　弘子＞

4.「平成24年度企画運営会議活動」報告

＜名介研幹事・セキスイオアシス㈱　馬場　隆幸＞

5.名古屋市事務連絡

　(1)高齢福祉部の組織変更について

　(2)大震災などの緊急事態から会社を守るＢＣＰの策定について

　(3)介護サービス事業所の指定の一部の効力の停止処分について

　(4)個人情報の適正な管理について(注意喚起等のお願い)

　(5)地域密着型サービス事業所の指定について

6.事務局連絡
平成24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

平成25年5月9日(火)
14:00～15:30

名介研事務局会議室
1.平成24年度評価事業実施概要について

- 9
2.平成25年度評価事業について

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25年5月24日(金)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

1.平成24年度評価事業の検討委員会実施報告

- 172.平成25年度評価事業におけるWeb化について

3.平成25年度評価票見直しについて

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25年6月6日(木)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

1.平成25年度評価事業におけるWeb化について（現状報告）

- 182.平成25年度評価票見直しについて

3.事業ＰＲの実施について

第1回企画運営会議
平成25年6月13日(木)

18:30～20:00
株式会社ニチイ学館

名古屋支店

1.名古屋市災害時協定（安否確認）について

- 24
2.名古屋市１６区合同連絡会について（検討）

3.サービス付き高齢者向け住宅等の参入意向調査や、既存の業者の現状把握調について（検討）

平成25年度特別講演会
平成25年6月14日(金)

14:00～16:30
中区役所ホール

1.「認知症と地域包括ケア～オレンジプラン概要を踏まえて～」

113

会員
288名
非会員
109名

＜国立長寿医療センター　内科総合診療部長　遠藤　英俊＞

2.名介研からのお知らせ
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

第1回訪問介護研修
平成25年6月18日(火)

①9:30～12:30
②13：30～16：30

東邦ガス
クッキングサロン今池

「限られた食材で作る早ワザ！簡単！美味しい♪料理」～　基本食材を活用した、使えるレシピ　～

①17
②17

①30
②31

＜フードアドバイザー　鈴木　麻那＞
1.調理内容等説明
2.デモンストレーション
3.調理実習
4.試食・サンプル紹介・片付け
5.ショールーム見学
5.後片付け

第2回例会
平成25年6月20日(木)

14:00～17:30

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

1.講演①「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの概要と名古屋市の現状」

130 308

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　居宅指定係長　高木　慶太＞
2.講演②「アンケート結果からみる『定期巡回・随時対応サービス』」 

＜三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　主任研究員　岩名　礼介＞
3.講演③「日本再生人材育成支援事業について」

＜愛知労働局　職業安定部　職業対策課　あいち雇用助成室　室長補佐　藤橋　真二＞
4.公益財団法人 介護労働安定センター愛知支部の事業紹介

＜愛知支部長事務代理　尾藤　康子＞
5.名介研幹事及び、監事の承認について
6.平成24年度決算報告について
7.名古屋市からの情報提供
　(1)名古屋市介護保険新規認定調査事務受託法人の公募について（平成25年度）
　(2)高齢者の見守り支援事業（平成25年度新規事業）について
　(3)北区東部いきいき支援センター移転について
　(4)平成24年度分介護職員処遇改善加算に関する実績報告書の提出について
　(5)介護保険指定事業者講習会（集団指導）の実施について
　(6)公的機関の職員を名乗る者からの還付金詐欺につながる不振な電話について

8.事務局連絡

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）第1日

平成25年7月11日(木)
10:00～16:40

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　9階　902

「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－」

48 117

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　　　　　　＜（福）名古屋市社会福祉協議会　稲山　さち子＞
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　中山　禎子＞
5.訪問入浴デモンストレーション　　　　　　　　　　　　　　　＜セントケア中部㈱＞
6.訪問介護　　　　　　　　　　　　　　＜㈱エム・ケア介護センター　松井　由美子＞
7.訪問看護、訪問リハビリテーション

＜(一財)名古屋市療養サービス事業団　塚田　淳子＞
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

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17日(水)
10:00～16:40

愛知県産業労働センター
ウインクあいち　9階　901

「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－」

47 113

1.成年後見制度と日常生活自立支援事業　　　　　　　　　＜ＡＰＬＥ㈱　近藤　芳江＞

2.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＞

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

4.福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修　　　＜㈱ケアコンシェルジュ　山田　英樹＞

5.地域包括ケアシステムといきいき支援センター

＜(福)名古屋市社会福祉協議会　名古屋市名東区北部いきいき支援センター　岡田　敦＞

6.高齢者の住まい

＜㈲ソシオ　東　賢司＞

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

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25年7月18日(木)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

1.平成25年度評価事業におけるWeb化について（現状報告）

- 162.平成25年度評価票について

3.事業ＰＲの実施について

第3回例会
平成25年7月24日(水)

14:00～17:30

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

1.「いのちがいちばん輝く日―あるホスピス病棟の40日間」上映会

103

会員295
、

非会員33
名、一般

53名

2.対談　　　　　　　　　　　　　　　＜ヴォ―リス記念病院　ホスピス長  細井　順＞

＜上映映画監督    溝渕　雅幸＞

3.座談会

4.名古屋市からの情報提供

　(1) 地域密着型サービス事業者の指定状況について

　(2) 平成25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

5.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（接遇・マナー研
修）

平成25年7月26日(金)
10：00-16：30

名古屋市高齢者
就業支援センター
5階　大会議室

「介護スタッフのための接遇・マナー研修」

- 96

＜一般社団法人日本コミュニケーション機構　代表理事　北平　純子＞

1.印象マネイジメント

2.コミュニケーションの原理原則

3.言葉遣い

4.アサーションコミュニケーション

5.振り返り　まとめ

名古屋市介護職員等キャリアア
ップ研修
テーマ別研修（精神疾患の基礎
的理解）

平成25年7月31日(水)
13：30-17：30

名古屋市高齢者
就業支援センター
5階　大会議室

「精神疾患の基礎的理解」

- 102
＜医療法人静心会　桶狭間病院　藤田こころケアセンター

医療福祉相談室　課長　精神保健福祉士　池戸　悦子＞

1.講義「精神疾患について」

2.グループワーク
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

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

平成25年8月5日(月)
10：00-16：30

名古屋市高齢者
就業支援センター
5階　大会議室

「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」

- 95

＜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

第1回通所・入所系研修
平成25年8月7日(水)

13:30～17:30
パラマウントベッド株式会社

名古屋支店　６階

「生活相談員研修」～生活相談員の現状と役割～

33 47
1.講義「生活相談員の役割」

＜日本福祉大学中央福祉専門学校 校長　　長岩　嘉文＞

2.情報交換会「地域のネットワークを作ろう」

第2回企画運営会議
平成25年8月8日(木)

18:30～20:00
株式会社ニチイ学館

名古屋支店

1.（名古屋市より）福祉避難所について
- 21

2.その他

第2回訪問介護研修
平成25年8月27日(火)

14:00～17:00
名古屋柳城短期大学

　北館　3階　教室No.63

「訪問介護計画作成研修」

36 60

＜名古屋柳城短期大学　介護福祉専攻科　講師　大﨑　千秋＞

1.「ICF：国際生活機能分類」について

2.訪問介護計画書について

3.介護における目標について

4.アセスメントについて

第1回訪問入浴サービス研修
平成25年8月28日(水)

19：30～21：00
愛知県産業労働センター
ウインクあいち　1104

「接遇・マナー研修」～　現場でよくある困った事例検討会　～

7 34
1.グループワーク

2.発表

3.質疑応答・総括

名古屋市介護職員等キャリアア
ップ研修
テーマ別研修（接遇・マナー研
修）

平成25年9月5日(木)
10：00-16：30

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

「介護スタッフのための接遇・マナー研修」

- 102

＜一般社団法人日本コミュニケーション機構　代表理事　北平　純子＞

1.印象マネイジメント

2.コミュニケーションの原理原則

3.言葉遣い

4.アサーションコミュニケーション

5.振り返り　まとめ
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

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

平成25年9月12日(木)
10:00～11:30

名介研事務局会議室

1.平成25年度募集要項について

- 9

　(1) 広報活動について

　(2) 対象事業所数について

　(3) 活動スケジュールについて

2.評価票の見直し点について

3.ＷＥＢでの自己評価について

　(1) 操作画面について

　(2) 昨年までとの相違点について

4.その他事項

　(1) 平成25年度事業者自己評価・ユーザー評価事業説明会について

　(2) 平成26年度事業者自己評価・ユーザー評価事業に向けて

第2回介護支援専門員研修
平成25年9月12日(木)

13:30～16:30
名古屋市医師会館

６階　講堂

「ケアマネジメントの基本を踏まえた、効果的な会議について」

76 160＜立正大学大学院社会福祉学研究科講師　國光　登志子＞

講義とグループワーク

第3回訪問介護研修
平成25年9月17日(木)

14:30～17:30
社会福祉研修センター

研修室

「ICFに基づいた生活支援技術（介護技術）」

20 33
～ 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

第4回例会
平成25年9月19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

1.平成25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

124会員
、非会
員26事
業所

会員285名
、非会員
28名

2.講演「『最短距離』で『最大の成果』を出す仕事術」
＜株式会社東レ経営研究所　特別顧問　　佐々木　常夫＞

3.名古屋市事務連絡
　① 若年性認知症相談支援事業について
　② 認知症情報誌「WITH」について
　③ 認知症普及啓発チラシ「認知症を知ろう！」について
　④ 平成２５年度名古屋市キャラバン・メイト養成研修について
　⑤ 平成２５年介護サービス施設・事業所調査について
　⑥ 介護サービス事業所の指定の一部の効力の停止処分について
　⑦ 社会保障制度改革国民会議の報告書等について
4.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（精神疾患の基礎
的理解）

平成25年10月10日(木)
13：30-17：30

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

「精神疾患の基礎的理解」

- 103

＜医療法人静心会　桶狭間病院　藤田こころケアセンター　医療福祉相談室
精神保健福祉士/認定精神保健福祉士　玉腰　聡樹＞

1.講義「精神疾患について」

2.グループワーク

3.発表

4.総括
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内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

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

平成25年10月24日(木)
13:00～17:00

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」

- 73

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞

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)グループワーク

　(3)まとめ

第2回通所・入所系研修
平成25年10月27日(日)

10:00～16:00
老人保健施設　瑞穂

「介護職のための送迎研修」～ 安心、安全な運転を行うための知識と技術　～

18 22

1.オリエンテーション

2.瑞穂警察署様　講話・DVD鑑賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜瑞穂警察署＞

3.全体講義　　　　　　　　　　　　　＜株式会社ジャパン・リリーフ　　松尾 了司＞

　(1)日常点検、安全運転及び道路交通法に関する講義

　(2)福祉送迎に徹した講義、事故事例及び保険対応

　(3)自然災害（台風等）への対応方法と運行方法及び注意点

　(4)自然災害時の車輌管理方法と注意点

4.間違いやすい「道路交通法」について

5.車椅子取扱い実技

6.福祉送迎の運転実技

7.質疑応答

第3回企画運営会議
平成25年11月14日(木)

18:00～20:00
株式会社ニチイ学館

名古屋支店

「名古屋市とともにつくる『豊かな高齢者のくらし』」

- 27
1.幹事会で検討中の課題の報告

2.「大災害時の対応について」

3.その他

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

平成25年11月15日(金)
10：00-16：30

名古屋市総合社会福祉会館
7階　大会議室

「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」

- 93

＜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

6/10



名介研例会・研修等開催状況
平成２５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

7/10

内容 日時 場所 議題 参加会員数 参加人数

名古屋市16区合同事業者連絡会
平成25年11月15日(金)

14：00～17：30
名古屋市医師会館

６階　講堂

1.開会挨拶

- 119

2.講義『個別支援と地域支援をつなぐ』－「地域を基盤としたソーシャルワーク」の展開

＜大阪市立大学大学院生活科学研究科　教授　　岩間　伸之＞

3.区の取組み紹介

4.名古屋市における地域包括ケアシステムの概要説明

5.グループワーク

6.総括

第4回訪問介護研修
平成25年11月19日（火）

14：00-17：00
社会福祉研修センター

研修室

「ケア場面での気付きと助言」

29 46

＜名古屋柳城短期大学　介護福祉専攻科　助教　大﨑　千秋＞

1.講義ヘルパーにおける気づきとは

2.ＤＶＤ鑑賞「わたしはホームヘルパーです」

3.個人ワーク

4.グループワーク

5.まとめ

第5回例会
平成25年11月21日(木)

14:00～17:15

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

1.講演①：「高齢者施設・在宅で注意すべき感染症とその対策」

121 298

＜名古屋大学大学院医学系研究科　臨床感染統御学分野 教授　八木　哲也＞

2.講演②：「統計で見る介護労働の特徴と課題」

＜公益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)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)ねたきり・認知症の高齢者に対する障害者控除について

　(3)NAGOYAかいごネットのリニューアルについて

　(4)居宅介護支援事業にかかる基準条例の制定について

　(5)介護保険制度の改正に向けた検討状況について

4. 事務局連絡

第2回訪問入浴サービス研修
平成25年11月22日(金)

19：20～22：40
名古屋国際センター
４階　第３研修室

「訪問入浴サービス時における医療行為について」～医療行為に関する情報交換会～

7 341.事例検討（訪問入浴サービス時の医療行為について）

2.情報交換会

第1回施設サービス事業部会
平成25年11月26(火)

14:00～17:00
ローズコートホテル　4階

ローズルーム

「大震災等の緊急事態から会社を守る」～災害時の対策についての情報交換会～

25 64

1.講演「ＢＣＰ基礎セミナー　～大震災等の緊急事態から会社を守る～」

＜中小企業診断士　上級リスクコンサルタント　平野　喜久＞

2.グループワーク：災害時の対策についての情報交換会

3.発表・総括

4.懇親会

7/10



名介研例会・研修等開催状況
平成２５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

名古屋市介護職員等キャリアア
ップ研修
テーマ別研修（接遇・マナー研
修）

平成25年12月5日(木)
10：00-16：30

名古屋市国際会議場
会議室224

「介護スタッフのための接遇・マナー研修」

- 101

＜一般社団法人日本コミュニケーション機構　代表理事　北平　純子＞

1.印象マネイジメント

2.コミュニケーションの原理原則

3.言葉遣い

4.アサーションコミュニケーション

5.振り返り　まとめ

第3回介護支援専門員研修
平成25年12月16日(月)

14:00～16:30
愛知県産業労働センター
ウインクあいち　901

～ 事例を通じて成年後見制度を考える ～

33 80
＜(一社)愛知県社会福祉士会　愛知ぱあとなあセンター

成年後見担当理事、名介研幹事近藤　芳江＞

講義とグループワーク

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

平成25年12月26日(木)
13:00～17:00

名古屋市高齢者
就業支援センター
5階　大会議室

第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」

- 58

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞

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)グループワーク

　(3)まとめ

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

平成26年1月20日(月)
10：00-16：30

名古屋国際会議場
2号館　会議室224

「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」

- 101

＜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

8/10



名介研例会・研修等開催状況
平成２５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6回例会
平成26年1月21日(火)

14:00～17：15

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

1.講演：「AAA（アクティブ・エイジレス・アドバンスト）シティ岡山　～岡山型持続可能な社会経済モデ
ル構築総合特区～」

118 255

＜岡山市保健福祉局　新病院・保健福祉政策推進課
保健・医療・福祉連携担当課長　　福井　貴弘＞

2.名古屋市１６区合同事業者連絡会実施報告 　　　　　＜名介研幹事 　鈴木 弘子＞
3.「遠赤外線ヒーターの回収について」　　　　　　　　　　　　＜株式会社デンソー＞
4.名古屋市事務連絡
　① なごやサイエンスパーク」における介護支援ロボット等の研究開発について
　　「離床検知センサ」実証モニタご協力のお願い
　② 平成２６年度介護報酬改定の概要について
　　（介護保険サービスに関する消費税率８％への引き上げの対応について）
　③ 【訪問看護ステーション事業者の方へ】
　　　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請について
　④ 第８回介護予防における口腔機能向上研修会について

　⑤ 生活支援サービス状況調査のお願い

　⑥ 「ぼらチャリ」の開催について

　⑦ 市民後見シンポジウム「市民後見人に期待されること」について

　⑧ 「あいち福祉用具ロボットフェスタ」について

5.事務局連絡

第3回通所・入所系研修
平成26年1月29日(水)

13:45～17:15
名古屋市公会堂　第7集会室

「レクリエーションの考え方について」
39 67＜愛知県レクリエーション協会　生涯レクリエーション部　副部長　竹内裕子＞

講義とレクリエーションの実践

名古屋市介護職員等キャリアア
ップ研修
テーマ別研修（精神疾患の基礎
的理解）

平成26年2月4日(火)
13：30-17：30

名古屋市高齢者
就業支援センター
5階　大会議室

「精神疾患の基礎的理解」

- 100

＜医療法人静心会　グループホーム　らくらく
サービス管理責任者・精神保健福祉士　髙山　延晃＞

1.講義「精神疾患の基礎的理解」

2.事例報告

3.グループワーク
4.発表、フィードバック

第5回訪問介護研修
平成26年2月6日（木）

14：00-17：00
社会福祉研修センター

研修室

「訪問介護のリスクマネジメント」

30 51
＜一般社団法人愛知県介護福祉士会　理事　大羽　啓允＞

1.講義

2.グループワーク

第4回介護支援専門員研修
平成26年2月17日(月)

14:00～17:00
名古屋市医師会館

６階　講堂

「医療的視点からのケアマネジメント」

50 87

1.講義「ストーマについて」
＜㈱八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター名古屋　宇留野　聡＞

2.デモンストレーション：退院に向けての話し合い
3.講義「介護保険と医療保険の訪問看護」
4.グループワーク
5.発表・講評

9/10



名介研例会・研修等開催状況
平成２５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

【拡大開催】第2回施設サービ
ス事業部会（愛知県医療ソーシ
ャルワーカー協会との共催）

平成26年2月27(木)
14:00～17:00

名古屋市医師会館
６階　講堂

「医療機関・介護施設・居住系施設の現状と今後」

46

名介研会
員83名、
MSW協会会
員18名

1.パネルディスカッション

①急性期医療病院・・・名古屋第一赤十字病院　　榎本 伸一

②医療療養型病院・・・鵜飼リハビリテーション病院　河合 秀樹

③介護老人保健施設・・・虹ヶ丘介護老人保健施設　　犬飼 直人

④特別養護老人ホーム・・・特別養護老人ホーム南生苑　　阿閉 芳信

⑤住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋　　可児 大幸

⑥地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護）・・・ ニチイケアセンター小牧　浜﨑　大九郎

⑦サービス付き高齢者向け住宅・・・株式会社メッセージ　　安岡　信義

2.グループワーク

3.発表・総括

第4回通所・入所系研修
平成26年3月11日(火)

14:00～17:30
名古屋国際会議場
2号館　会議室224

「認知症ケア研修」～本人にとってのよりよい暮らしをともに実現していこう！～

35 68

＜認知症介護研究・研修東京センター　研究部長　永田　久美子＞
1.講義「本人の暮らしを支えていくための考え方・見方を共有しよう！」

2.グループワーク「本人の暮らしにそった支援を実現していくために、やってみたいこと、できそうなこと
を話しあってみよう。」

3.グループ発表
4.まとめ

第7回例会
平成26年3月17日(月)

14:00～17:30

伏見ライフプラザ　5階
名古屋市高年大学

鯱城ホール

1.講演①「災害時における個人情報の取り扱い」、「介護事故の裁判例を用いたリスクマネジメントについ
て」

139 319

＜矢野法律事務所　　弁護士　　矢野　和雄＞

2.平成２６年度　名介研事業計画案説明

3.名介研会則見直し

4.平成２６年度　名介研予算計画案説明

5.講演②「愛知県におけるお泊りデイサービスの指針等について」

＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課主査（事業者指導） 小場谷　光裕＞

6.名古屋市からの情報提供

　① 平成26年度以降のブランチ型総合相談窓口事業の業務委託契約の契約単価について
　② 介護予防支援委託契約に係る委託料改定について
　③ 消費税引き上げに伴う介護報酬の改定等について

　④ 居宅介護支援事業所の基準条例の制定について

7.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26年4月9日(水)
14：00～：15：30

名介研事務局会議室

1.平成25年度評価事業実施概要について

- 8
2.平成25年度評価事業変更点について
3.事業者からのご意見・ご要望について
4.平成26年度評価事業について
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