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内容
平成１３年度第１回総会
平成１３年度第１回例会

名介研例会・部会等開催状況
平成１３年度 名古屋市在宅介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
議題
日時
4月17日

平成１２年度収支決算報告
平成１３年度活動方針ほか説明
平成１３年度幹事承認
設置部会開催概要の説明
介護保険制度の最新情報について
「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」の説明／
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
名介研ホームページのデモンストレーション ／名介研

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
4月19日
平成１３年度ＭＤＳ－ＨＣ研修
＜入門編＞第１日目

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
4月20日
平成１３年度ＭＤＳ－ＨＣ研修
＜入門編＞第2日目

・ＭＤＳ－ＨＣ ＣＡＰｓによる在宅ケアプラン作成の方法
・事例紹介 アセスメントチェックの方法の確認

・領域選定の進め方と課題の設定
ＧＷ「領域 １、ＡＤＬリハ可能性」
ＧＷ「領域３０、尿失禁」
ＧＷ「領域 ４、施設入所のリスク」
・ケアプラン作成
・総括・その他

5月1日

・「名介研」Ｗｅｂサイト（http：//www．meikaiken．gr．jp）開設

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
新人介護支援専門員向け研修

5月15日

・利用者との契約から更新申請手続きまで
・利用者よりサービス希望を受けた時の対応方法について
・ケアプラン作成上の留意点及び事業者との調整上とのポイント
・ケアプラン作成後、利用者への説明ポイント
・サービス事業者の実績報告について・給付管理票作成時等の注意点
・福祉用具購入、住宅改修における注意点・1ヶ月の業務の流れについて
・グループ討議及び発表

新刊発行

5月19日

・『心あたたまる介護

株式会社 日総研出版発行

最良のケアとは何かを求めて』

2
内容

日時

議題

第２回例会

5月20日

・名介研会員自社ＰＲ
・保険請求の手続き及び苦情処理業務について／愛知県国民健康保険団体連合会
・介護保険制度の最新情報について
・「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」について／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・介護就労促進事業について／財団法人 介護就労安定センター 愛知支部
・幹事会報告及び事務局連絡

第２回例会

5月22日

・名介研会員自社ＰＲ
・保険請求の手続き及び苦情処理業務について／愛知県国民健康保険団体連合会
・介護保険制度の最新情報について
・「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」について／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・介護就労促進事業について／財団法人 介護就労安定センター 愛知支部
・幹事会報告及び事務局連絡

第４回国際福祉健康産業展 ウェルフェア2001

名介研活動紹介ブース出展

5月25日
～
5月27日

・名介研編著の新刊図書『ケアマネジメントガイド』『心あたたまる介護』の案内を
はじめとした名介研活動の紹介ブース及び当日販売
・名介研お客様苦情・相談電話センター「介護保健電話相談センター」出張ブース

第４回国際福祉健康産業展 ウェルフェア2001

5月27日

・介護フォーラム趣旨説明
・介護短編劇場第一幕（訪問調査、訪問介護）
・介護体験記～その１～
「利用者と共に成長して」 〔極楽苑訪問介護事業所 訪問介護員 平田 早苗〕
「絆」 〔デイサービスセンター平和が丘 デイサービス介護職員 岡部 啓子〕
「笑顔」 〔アイタック中村ヘルパーステーション 訪問介護員 光崎 ひとみ〕
「約束した手の温もり」 〔昭和区介護保険事業所 訪問介護員 近藤 良恵〕
・介護短編劇場第二幕（訪問入浴、デイサービス）
・介護体験記～その２～
「幸せをありがとうございます」 〔港区介護保険事業所 訪問介護員 植村 まさ〕
「先生と呼ばれて」 〔千種区介護保険事業所 訪問介護員 林 由美〕
「オカリナのやさしさ」 〔名東区訪問看護ステーション 訪問看護婦 住田 栄子〕

名介研フォーラム

参加会員数 参加人数
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内容

日時

議題

第３回例会

6月19日

・名介研会員自社ＰＲ
・５月２８日全国介護保険担当課長会議を受けて／名古屋市健康福祉局高齢福祉部
介護保険課
・第２回例会国保連保険請求エラーの説明を受けて／株式会社 ウエルライフサービス
豊 谷 達
・感染症予防講習会／サラヤ 株式会社
・幹事会報告及び事務局連絡

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
訪問看護・居宅介護支援事業所情報交換会

6月26日

・訪問看護をケアプランにとり入れる際の留意点
介護支援相談員の立場から／株式会社 ニチイ学館 天竺桂 万紀子〕
訪問看護の立場から／財団法人 名古屋市高齢者療養サービス事業団 近藤課長〕
・グループディスカッション
・グループ発表

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
ケアマネジメントアセスメント手法実務研修
ＭＤＳ－ＨＣ研修＜中級編＞第１回目

7月18日

・ケアマネジメントの考え方
・モニタリング・フローチャートの説明
・自己学習(個別指導）
ケアプランの見直し
居宅サービス計画書の修正
・グループディスカッション

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業

7月19日

ケアマネジメントアセスメント手法実務研修

ＭＤＳ－ＨＣ研修＜中級編＞第２回目

・ケアマネジメントの考え方
・モニタリング・フローチャートの説明
・自己学習(個別指導）
ケアプランの見直し
居宅サービス計画書の修正
・グループディスカッション

参加会員数 参加人数
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内容
第４回例会

日時

議題

7月24日
・名介研会員ＰＲ
・なごやか収集の実施について／名古屋市環境局事業部 作業課 松本 善道
・前回例会アンケート質疑に対する回答について
・「事故報告書」の提出について
・「介護保険アドバイザー派遣事業」の実施について
・「介護サービス事業者実施指導マニュアル（居宅介護支援・訪問介護）」の
チェックポイント
・「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」の実績紹介／名古屋市健康福祉局高齢福祉部
介護保険課
・高齢者向けの食事提供について／日清医療食品 株式会社 稲葉 清三〕
・幹事会報告及び事務局連絡

名古屋市介護サービス事業者自己評価・

8月

ユーザー評価事業受託（～2002. 3.E）
8月6日
財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
第１回パソコン・インターネット活用研修

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
第２回パソコン・インターネット活用研修

8月1日

・インターネット入門
インターネットが使える環境設定ができるようになるまで
・ＮＡＧＯＹＡかいごネットの活用
情報入手について
実務の効率化について
・名介研ＨＰの紹介
名介研の会員特典・情報について
・コンピュータウイルスに対する具体的な対処法

・インターネット入門
インターネットが使える環境設定ができるようになるまで
・ＮＡＧＯＹＡかいごネットの活用
情報入手について
実務の効率化について
・名介研ＨＰの紹介
名介研の会員特典・情報について
・コンピュータウイルスに対する具体的な対処法
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内容
第５回例会

議題

日時
8月21日

・名介研会員ＰＲ
・介護保険制度の最新情報について／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・介護保険における契約上の諸注意事項／弁護士 異相 武憲
・在宅介護ｻｰﾋﾞｽにおける苦情解決について／愛知県立大学教授 大曽根 寛
・幹事会報告及び事務局連絡

第１回施設サービス部会（介護療養型医療施設） 8月23日

・介護保険導入前後で変わった点
・居宅介護支援事業所との関係
・現在の問題点
・今後の施設経営に関して

第１回名古屋市介護サービス事業者自己評価

8月27日

・ユーザー評価事業検討委員会

第１回施設サービス部会（介護老人福祉施設 ）

・評価項目（専門部会への要望） 7
・利用者評価の方法
・参加事業者数・評価費用の負担
・公表
8月30日
・介護保険導入前後で変わった点
・居宅介護支援事業所との関係
・現在の問題点
・今後の施設経営に関して

第１回施設サービス部会（介護老人保健施設）

8月31日
・介護保険導入前後で変わった点
・居宅介護支援事業所との関係
・現在の問題点
・今後の施設経営に関して
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内容
居宅介護支援事業所ガイドブック作成

第６回例会

第１回名古屋市介護サービス事業者自己評価・

議題

日時
9月

9月18日

・名介研会員ＰＲ
・給付限度額一本化の現況について／愛知県国民健康保険団体連合会
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」における重要事項実施チェックについて 他
／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課、名古屋市健康福祉局総務課
・幹事会からの問題提起及び提案 ～今後の介護サービス事業の発展に向けて～
制度と実務（現実）のギャップについて
感染症の対応について
施設サービスと在宅サービスの連携のついて
サービスの質の評価について
サービス提供困難事例における関係機関との連携について

9月25日

ユーザー評価事業専門部会
名古屋市介護保険事業計画等の策定のための

10月9日

要介護度調査に係る
調査・集計・分析受託（～2002. 1.E）
第２回名古屋市介護サービス事業者自己評価

10月10日

・ユーザー評価事業専門部会

第７回例会

・各専門部会の検討状況について
・評価項目の中間案の作成

10月24日
・名介研会員ＰＲ
・名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
生活援助軽サービス事業のついて／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
支給限度額一本化の最新情報について
保険料滞納者への給付制限について
運営基準自己点検の「ＮＡＧＯＹＡかいごネット」への入力結果について
介護保険アドバイザー派遣事業 Ｑ＆Ａ
９月２８日全国課長会議を受けて

・事務局連絡
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内容

第３回名古屋市介護サービス事業者自己評価

議題

日時

10月25日

・ユーザー評価事業専門部会
第２回名古屋市介護サービス事業者自己評価

11月15日

・ユーザー評価事業検討委員会
第８回例会

11月19日

・名介研会員ＰＲ
・介護ｻｰﾋﾞｽ評価のついて
事業者から見た「評価の仕組み」について／高齢社会「システム｣研究所 青山 英雄
名介研としての評価事業への取り組みについて／名介研幹事
三井住友海上ケアネット 豊谷 達
名古屋市としての評価事業への取り組みについて／名古屋市健康福祉局高齢福祉部
介護保険課
・介護保険制度の最新情報について／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・在宅介護支援センターの機能と役割について／社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
地域福祉部 次長 中村 弘佳〕
・高齢者を狙った悪質商法の手口と対処について／社団法人 全国消費生活相談員協会
中部支部 副支部長 糟谷 則子
・事務局連絡

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
ケアカンファレンス研修

11月22日
・ケアカンファレンスの基本的な流れ・実施方法・注意点等について
／特定医療法人 厚生会 あじさい看護専門学校 講師 林 和美
・事例紹介Ⅰ
／財団法人 名古屋市高齢者療養サービス事業団
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内容

議題

日時

・事例紹介Ⅱ
／三井住友海上ケアネット 株式会社 ゆうらいふ瑞穂 居宅介護支援事業所 有馬 敬子
・質疑応答

なごやか介護ひろば２００１

12月1日
・高齢者のボランティアによる演奏・合唱
・手浴・足浴などの介護技術の実演
・介護落語 落語家：春風亭柳凰
・アロマテラピー（介護のための芳香療法）

なごやか介護ひろば２００１

12月2日

・高齢者のボランティアによる民踊・民謡
・手浴・足浴などの介護技術の実演
・介護落語 落語家：春風亭柳凰
・アロマテラピー（介護のための芳香療法）

名古屋市介護サービス事業者自己評価

12月5日

・ユーザー評価事業説明会

・実施主体挨拶／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 課長 早瀬 比文
・受託団体挨拶／名介研幹事 古川 浩
・本評価事業の主旨と経過説明／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
主幹 赤井 久夫
・講演「介護保険下における評価事業について
／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長 長岩 嘉文
・本評価事業概要説明／名介研幹事 加藤 宇生
・募集要項および実施要領の説明／名介研事務局

名介研

意見交換会開催

12月11日

・介護保険制度と実務の乖離について
・感染症対応の在り方について
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内容
第９回例会

議題

日時
12月18日

・訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について
／愛知県国民健康保険団体連合会
・訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について
／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・介護保険に関する諸連絡事項
／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・支援費制度の概要について／名古屋市健康福祉局高齢福祉部障害福祉課
・１２月１１日意見交換会開催報告／名介研 幹事会
・事務局連絡

第１０回例会

第２回施設サービス部会

1月15日

・年頭にあたって／名介研 幹事会
・名古屋市介護保険課からの諸連絡事項／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・市民からみた介護保険制度と名介研に期待すること
／中日新聞編集局生活部 記者 高間 睦
／市民代表 山岸 千代栄
／財団法人 呆け老人をかかえる家族の会 愛知県支部代表 尾之内 直美
・事務局連絡

1月18日
・施設サービス種別毎の役割の再確認
・介護保険導入前後での変化と現状の課題について
・居宅介護支援との連携（情報提供等）について
・短期入所における課題について
・施設サービスそれぞれが抱える今後の方向性についての問題

財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業

1月22日

インフォーマルサービス研修
・ユニークなＮＰＯの取り組み事例
・ＮＰＯと民間事業者との連携及びその成功事例
・今後のＮＰＯおよび民間事業者の役割と連携について
／ＮＰＯ法人福祉サポートセンターさわやか愛知 理事長 川上 里美
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内容
財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業
人事・労務研修

第１１回例会

議題

日時
2月7日

・講義／金森史枝社会保険労務士事務所 金森 史枝
・ディスカッション

2月12日
・障害者福祉サービスの措置制度から支援費制度への移行について
／名古屋市健康福祉局障害福祉部障害福祉課
・介護保険円滑導入のための経過措置終了に伴う対応について
／名古屋市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課
・名古屋市介護福祉課からの諸連絡事項／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
・薬剤の居宅療養管理指導について／名古屋市薬剤師会
理事 保健・医療・福祉委員会委員長 渡邊 萬里
・事務局連絡

