名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
場所
議題
〔総会〕
1.特別会員挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部 部長 谷口 幸男＞
2.顧問挨拶
＜社団法人名古屋市医師会 理事 渡辺 一弘＞
＜社団法人名古屋市医師会 理事 矢守 貞昭＞
＜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 理事 渡邊 萬里＞
3.監事紹介
4.平成19年度事業計画案および基本予算案の件
伏見ライフプラザ 5階 5.役員変更（退任および就任）の件
名古屋市高年大学
〔例会〕
鯱城ホール
1.名古屋市事務連絡
① 軽度者に対する福祉用具貸与について
② 地域密着型サービス事業者の指定状況について
③ 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互
に関する事項等について」（平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号）
の一部改正について
④ 高齢者の交通事故防止について
⑤ その他
2.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.新規契約・契約業務
〜利用者との契約から申請代行手続きまで、区分変更申請手続き〜
＜コムスンのやわらぎ天白 山下 睦＞
3.ケアマネジメント業務 〜第１〜６表作成、サービス担当者会議、サービス調整、モニ
タリング、居宅サービス計画の見直し〜
＜ハートサービス近藤 近藤 芳江＞
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 在宅福祉部 矢野 高利＞
伏見ライフプラザ 5階 5.加算・減算について
名古屋市高年大学
＜アサヒサンクリーン在宅介護センター大幸東 有野 克敏＞
鯱城ホール
6.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、通所介護、通所リハビリテーション、
ショートステイ、福祉用具購入・レンタル、住宅改修、居宅療養管理指導〜
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平成１９年度

内容

日時

第1回総会・例会

平成19年4月20日(金)
14:00〜16:30

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）

平成19年5月22日(火)
9:30〜16:30

＜きらめいと中村公園 岩山 清美、(財)名古屋市高齢者療養サービス事業団 加藤 裕子、かわな
居宅介護支援事業所 小室 由美、(医)東樹会あずまケアプランセンター 宮原 絹、㈲ハートフ
ルハウス 竹田 晴幸、(有)天池ケアサポート 鈴木 弘子＞

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、サービス提供困難ケース、虐待相
談、苦情処理対応、事故報告、権利擁護事業、自己評価・ユーザー評価事業、介護サービ
ス情報の公開、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＞

参加会員数

参加人数

192

371

105

199

名介研例会・研修等開催状況
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名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
参加会員数 参加人数
場所
議題
「ロールプレイング研修 その時どうする？サービス提供責任者」
1.ロールプレイング研修（講義）
名古屋市高齢者
＜名介研幹事 グラード名古屋駅前 施設長 吉村 仁志＞
就業支援センター
53
118
2.ロールプレイング研修（実技）
5階大会議室
3.ロールプレイング発表
4.講評
1.平成19年度検討委員会および専門部会の委員について
2.平成18年度評価事業の実施結果について（概要）
3.平成18年度評価事業参加者へのアンケート結果について
名介研事務局会議室
6
4.平成19年度評価事業の実施について
① 在宅８種サービス評価の実施についての検討
② 今後のスケジュールと進め方について
5.第2回検討委員会の開催日程について
1.講演「在宅リハビリをめぐる制度の動向について」
＜全国訪問リハビリテーション研究会理事 伊藤 隆夫＞
2.名古屋市事務連絡
① 地域の福祉ニーズ調査について
伏見ライフプラザ 5階
② 小規模特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホームの整備相談の開始について
名古屋市高年大学
206
420
③ 介護予防事業啓発用リーフレットについて
鯱城ホール
④ その他
3.平成18年度収支決算報告
4.要援護者対策災害ワーキング会議の中間報告（福祉避難所について）
5.事務局連絡
「感染症対策」
名古屋市高齢者
1.講義「高齢者介護における感染予防対策」
就業支援センター
71
151
＜名古屋市緑保健所長 鈴木 幹三＞
5階大会議室
2.質疑応答
1.講演①「特定施設運営上の留意点」
愛知
ホテルアソシア名古屋ター
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課 主査 早川 哲也＞
ミナル
県内
64
2.講演②「サービス業における人材戦略」
９階 会議室
46施設
＜ホテルアソシア名古屋ターミナル 代表取締役専務 総支配人 柴田 秋雄＞
1.名古屋市挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞
5
名介研事務局会議室
8
事業所
2.情報交換会
1.名古屋市挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞
① 管理職研修について
② スプリンクラー設置について
名古屋市高齢者
③ 小規模多機能型居宅介護について
就業支援センター
31施設
45
2.グループ別討議①「スタッフの人材育成」
5階大会議室
3.グループ別討議②「地域交流の取り組み」
4.グループ討議発表
5.総括と次回の検討内容発表
平成１９年度

内容

第1回
サービス提供責任者研修

日時

平成19年5月28日(月)
13:30〜16:30

第1回
名古屋市介護サービス事業者 平成19年6月13日(水)
自己評価・ユーザー評価
13:30〜15:30
検討委員会

第2回例会

平成19年6月14日(木)
14:00〜16:45

第1回通所・入所系研修

平成19年6月18日(月)
14:00〜16:30

第1回特定施設研修会
＜管理職向け＞

平成19年6月19日(火)
15:00〜17:00

小規模多機能型居宅介護事業 平成19年6月28日(木)
所 情報交換会
14:00〜16:30

第1回
名古屋市内グループホーム分 平成19年7月13日(金)
科会
18：30〜20：30
（意見交換会）

平成１９年度
内容

日時

場所

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
議題
1.講演｢小規模多機能型居宅介護における現状と課題」
＜概要説明：名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞
＜講師

小規模多機能ホームもうやいこ

管理者

田中よしみ、ライフケア山根

管理者
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参加会員数

参加人数

188

361

-

8

-

8

47

149

43

115

-

6

山田靖子＞

2.名古屋市事務連絡
① 後期高齢者医療制度について
伏見ライフプラザ 5階
平成19年7月19日(木)
第3回例会
名古屋市高年大学
② 認知症ケアシステムについて
14:00〜16:45
鯱城ホール
③ 認知症高齢者を介護する家族支援事業への協力依頼について
④ 介護保険在宅サービス利用者調査について
⑤ 介護サービス施設・事業所調査について
⑥ その他
3.事務局連絡
1.平成19年度検討委員会および専門部会の委員について
2.平成18年度評価事業の実施結果について（概要）
3.平成18年度評価事業参加者へのアンケート結果について
4.平成19年度第1回検討委員会の議事概要について
第1回
5.平成19年度評価事業の実施案について
名古屋市介護サービス事業者 平成19年7月30日(月)
名介研事務局会議室
① 評価対象サービスについて
自己評価・ユーザー評価
10:00〜12:00
② 評価対象者について
専門部会
③ 評価事業の進め方について
6.サービス種類別の評価項目の具体的検討について
7.参加事業所の減少対策について
8.その他
1.サービス種類別の評価項目の検討について
第2回
2.ユーザーの選び方について
名古屋市介護サービス事業者 平成19年8月27日(月)
名介研事務局会議室
3.事業者説明会について
自己評価・ユーザー評価
10:00〜12:00
4.募集要項について
専門部会
5.その他
「虐待の早期発見と対応」
1.講義①「虐待の早期発見と対応について」
第2回
平成19年8月27日(月)
名古屋国際会議場
＜名古屋大学医学部保健学科 准教授 吉田 久美子＞
サービス提供責任者研修
13：30〜16：30
2号館 2階 会議室224 2.講義②「高齢者虐待事例検討」
＜名古屋市高齢者虐待相談センター 副所長 多田 清美＞
3.質疑応答
「知っていますか？高齢者虐待」その発見と対応
平成19年8月30日(木) 名古屋市総合社会福祉会館 1.講義「高齢者虐待の早期発見と対応」
第2回通所・入所系研修
14：30〜16：30
７階 大会議室
＜名古屋市高齢者虐待相談センター 副所長 多田 清美＞
2.質疑応答
1.ユーザーの抽出方法について
第2回
2.事業者説明会の開催について
名古屋市介護サービス事業者 平成19年9月3日(月)
名介研事務局会議室
3.募集要項について
自己評価・ユーザー評価
13:30〜15:30
4.サービス種類別の評価項目について
検討委員会
5.その他

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
場所
議題
「ケアマネジメントにおける医療面の視点と連携の重要性について」
愛知県産業貿易館 西館 1.講義「在宅医療をめぐる動向とその仕組み」
10F 大会議場
＜日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 准教授 篠田 道子＞
2.事例検討
1.実施主体挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課 課長 三枝澄夫＞
2.評価事業の主旨と概要説明
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課 主査 早川 哲也＞
3.事業者が参加する意義について
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 幹事 加藤 宇生＞
伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
4.参加事業者による具体的な取り組みの紹介
鯱城ホール
＜医療法人としわ会 介護老人保健施設セントラーレ＞
＜有限会社アイアイサービス あいあいでいさーびすなかむら＞
＜株式会社ライフサービス ヘルパーステーションまごのて＞
5.参加申し込みに際しての注意事項
6.質疑応答
1.名古屋市事務連絡
① 介護保険給付費通知について
伏見ライフプラザ 5階
② 福祉避難所の指定について
名古屋市高年大学
③ 災害時要援護者安否情報提供訓練について
鯱城ホール
④ その他
2.事務局連絡
「こんなときどうする？認知症ケアの実際」〜訪問介護における認知症ケアのポイント〜
開会挨拶・趣旨説明
名古屋市総合社会福祉会館 1.講義
７階 大会議室
＜グループホームたけのこ事務長 大矢 日信＞
2.グループワーク
3.発表
1.開会挨拶・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＞
2.愛知県医療ソーシャルワーカー協会のご紹介、挨拶
＜愛知県医療ソーシャルワーカー協会 会長
黒木 信之＞
3.パネルディスカッション
① 急性期病院（10分）.........................名古屋第一赤十字病院
榎本 伸一
名古屋市総合社会福祉会館
②
医療療養型病院（10分）...........................すぎやま病院
日比野
絹子
７階 大会議室
③ 回復期リハビリテーション病院（10分）...鵜飼リハビリテーション病院 河合 秀樹
④ 介護老人保健施設（10分）.....................老人保健施設かいこう
池田 寛
⑤ 特別養護老人ホーム（10分）.............特別養護老人ホーム極楽苑
山口 喜樹
⑥ 特定施設入居者生活介護（10分）...............グラード名古屋駅前
吉村 仁志
⑦ グループホーム（10分）.....................グループホーム高坂苑
早川 慎司
4.情報交換会
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平成１９年度

内容
第2回介護支援専門員研修

日時
平成19年9月13日(木)
13:30〜16:30

平成19年度
名古屋市介護サービス事業者 平成19年9月18日(火)
自己評価・ユーザー評価
14:15〜15:45
事業者説明会

第4回例会

平成19年9月18日(火)
16：15〜16：45

第1回ホームヘルパー研修

平成19年9月21日(金)
13:30〜16:30

第1回施設サービス事業部 平成19年9月27日(木)
13:30〜16:30
会（相談員情報交換会）

参加会員数

参加人数

152

274

-

712
事業所

171

338

42

97

名介研
会員
74名
MSW協会
会員
15名

名介研例会・研修等開催状況
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名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
参加会員数 参加人数
場所
議題
1.名古屋市挨拶 「医療連携体制について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞
2.アンケート結果説明
名古屋市高齢者
就業支援センター
20施設
39
3.グループ別討議①「医療連携体制の現状及び取り組みについて」
5階大会議室
4.グループ別討議②「事例及び今後の対応について」
5.グループ討議発表
6.総括と次回の検討内容発表
「サービス提供責任者に求められる『コーチング』とは」
伏見ライフプラザ 5階 1. 講義①「その人らしく生きること〜初めての『コーチング』」
名古屋市高年大学
146
＜Ｅｓｐｒｉｔ代表 森 美智代＞ 57
鯱城ホール
2. 講義②「コーチングを生かしたサービス実践」
＜特定非営利活動法人 チット チャット
森嶋 勉＞
1. 講演「お客様の期待に応えるために」
＜株式会社ニチイ学館 お客様相談室長 渡辺 靖＞
2. 情報提供：「介護職員基礎研修について」
＜医療法人あいち診療会 教育事業部長 永井 敬子＞
3. 名古屋市事務連絡
伏見ライフプラザ 5階
① 後期高齢者医療制度について
名古屋市高年大学
184
395
② 健康都市なごやフェアの開催について
鯱城ホール
③ 地域密着型サービス事業者の指定状況について
④ 看護・介護実践セミナーについて
⑤ その他
4. 10月12日（金）開催名古屋市と居宅介護支援事業部会との懇談会の報告
5. 事務局連絡
口腔機能向上セミナー 「いつまでもお口から食べて長生きしよう」
＜歯科衛生士／㈲ハッピートクガワ ちから館とくがわ 亀井智子＞
1.講義「口腔ケアって何？」
2.口腔機能向上の実際（実体験）
・集団指導の実際（グループダイナミクスについて）
名古屋市総合社会福祉会館
42
81
・利用者さんの立場になって
大会議室
① 嚥下体操
② 嚥下訓練・小顔エク
③ 介護職（相互実習）
④ 口腔ケア
3.質疑応答
平成１９年度

内容

日時

第2回
名古屋市内グループホーム分 平成19年9月28日(金)
科会
18：30〜20：30
（意見交換会）

第3回
サービス提供責任者研修

平成19年10月15日(月)
13:30〜16:30

第5回例会

平成19年10月18日(木)
14:30〜16:45

第3回通所・入所系研修

平成19年10月31日(水)
14:00〜16:30

名介研例会・研修等開催状況
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名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
参加会員数 参加人数
場所
議題
〜権利擁護の視点にたったケアマネジメント 成年後見制度の理解〜
＜いけだ後見支援ネット 代表 池田 恵利子＞
1.講義１「権利擁護について」
1）権利擁護とは
2）ケアマネジメント過程での権利擁護
3）権利擁護システムの活用（社会福祉協議会日常生活支援自立支援事業その他）
2．講義２「成年後見制度について」
1）成年後見制度とは
①法定後見と任意後見
名古屋市西文化小劇場
127
270
②法定後見３類型
③利用方法（申し立てから活用方法）
2）利用方法
①申し立てから審判まで
②市町村長申し立て
③成年後見利用支援事業
④費用・報酬について
3）後見人の役割とケアマネジャーとの連携
3．質疑応答
「看護主任・介護主任・フロアリーダー等監督者研修」
愛知県産業貿易館 西館 1．講演「もう一度介護サービスの魅力を考える」−最前線で奮闘する皆さんへー
32施設 56名
9F 第2会議室
＜（福）愛知たいようの杜 理事長 吉田 一平＞
2．グループディスカッションテーマ「私の職場と日々の介護実践」
1.制度説明：「後期高齢者医療制度について」
＜名古屋市健康福祉局生活福祉部医療福祉課主査 廣吉 敏明＞
2.「主治医と事業者との円滑な連携を進める懇談会」の報告
伏見ライフプラザ 5階 3.名古屋市事務連絡
名古屋市高年大学
202
435
① 不祥事の再発防止の徹底について
鯱城ホール
② 地域の福祉ニーズ調査の結果について
③ 障害者控除認定について
④ その他
4.事務局連絡
「すぐに役立つ介護技術のポイント（ベッド上の介護・ベッドからの移乗介助）」
＜㈲アクティブ・ケア・オフィス 代表取締役 佐藤 加代子＞
(福)名古屋市社会福祉協議会
社会福祉研修センター
40
60
1.講義：「すぐに役立つ介護技術のポイント（ベッド上の介護・ベッドからの移乗介助）」
研修室
2.実技講習
3.まとめ
平成１９年度

内容

日時

第3回介護支援専門員研修

平成19年11月13日(火)
13:15〜16:15

第2回特定施設研修会

平成19年11月27日(火)
13:30〜16:30

第6回例会

平成19年12月18日(火)
14:00〜16：45

第2回ホームヘルパー研修

平成20年1月29日(火)
13：30〜16：30

名介研例会・研修等開催状況
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名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
参加会員数 参加人数
場所
議題
1.講演「高齢者虐待防止ネットワーク −名古屋市の場合−」
＜名古屋大学医学部保健学科 准教授
吉田 久美子＞
2.名介研平成20年度研修計画骨子（案）について
伏見ライフプラザ 5階 3.名古屋市等事務連絡
名古屋市高年大学
185
388
① 労働時間等設定改善援助事業の案内について（愛知労働局）
鯱城ホール
② 高齢者の交通事故防止について
③ 地域密着型サービス事業者の指定状況について
④ その他
4.事務局連絡
「認知症ケアの基本的理解」
名古屋市高齢者
1.講義「ケアの現場で見られる行動障害に対する誤解」
就業支援センター
54
107
＜名介研幹事・名古屋市認知症介護実践研修指導者・認知症ケア専門士 山口 喜樹＞
5階大会議室
2.質疑応答
1.名古屋市挨拶「平成19年度実地指導の状況及び注意点」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護指導課＞
2.グループ討議①「人材教育方法」について
名古屋市高齢者
就業支援センター
28施設 50名
3.グループ討議②「帰宅願望のある利用者へのケア」について
5階大会議室
4.グループ発表
5.「認知症のケアについて」
＜名介研幹事・(福)高針福祉会 特別養護老人ホーム極楽苑 事務長 山口 喜樹＞
「管理職のための初めての『コーチング』」
1.講義①「コーチングとは何か？〜一緒につくっていくこと」
名古屋市総合社会福祉会館
168
＜Ｅｓｐｒｉｔ代表 森 美智代＞ 82
大会議室
2.講義②「コーチングを生かした介護実践〜『あり方』を考える」
＜特定非営利活動法人 チット チャット
森嶋 勉＞
1.平成19年度評価事業の実施結果について
① 実施概要について
② サービスごとの基本データについて
③ 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
④ 決算見込みについて
名介研事務局会議室
ー
5
2.平成20年度評価事業の実施予定について
① 実施スケジュール（案）について
② 専門部会委員構成（案）について
3.平成20年度検討委員会の就任依頼について
4.その他
平成１９年度

内容

日時

第7回例会

平成20年2月19日(火)
14：00〜16：45

第4回通所・入所系研修

平成19年2月26日(火)
13：30〜16：30

第3回
名古屋市内グループホーム分 平成20年2月26日（火)
科会
18：30〜20：30
（意見交換会）

管理職研修

平成20年2月29日（金)
13：30〜16：30

第3回
名古屋市介護サービス事業者 平成20年3月10日(月)
自己評価・ユーザー評価
13:30〜15:30
検討委員会

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
場所
議題
1.講演「介護サービス産業における人材確保について」
＜名古屋市立大学大学院経済学研究科附属経済研究所 教授 下野 恵子＞
2.説明「なごや福祉用具プラザのご案内」
＜なごや福祉用具プラザ 所長 松田 妙子＞
3.名介研平成20年度事業計画（素案）・基本予算（素案）について
伏見ライフプラザ 5階 4.名古屋市事務連絡
名古屋市高年大学
① 高齢者の孤立死防止事業について
鯱城ホール
② 認知症高齢者を介護する家族支援事業への協力について
③ 高齢者福祉なんでも相談所（ブランチ型総合相談窓口）の取扱について
④ 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」
に基づく支援給付について
⑤ その他
5.事務局連絡
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平成１９年度

内容

第8回例会

日時

平成20年3月18日(火)
14：00〜16：45

参加会員数

参加人数

198

371

