平成３０年度
内容

日時

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

場所

〔総会〕
1.特別会員挨拶
2.顧問紹介及び挨拶

3.監事紹介

総会・第1回例会

平成30年4月17日(火)
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30年4月20日(金)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

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30年5月7日(月)
10:00～12:00

名介研事務局会議室

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30年5月11日(金)
15：00～17：00

名介研事務局会議室

参加会員数

参加人数

113

217

-

19

-

8

-

18

＜名古屋市健康福祉局介護保険課
課長 久松 克典＞
＜一般社団法人名古屋市医師会 理事 上床 邦彦＞
＜一般社団法人名古屋市歯科医師会 専務理事 都島 誠一＞
＜一般社団法人名古屋市薬剤師会 常務理事 高田 明夫＞
＜社会福祉法人なごや福祉施設協会 事務局長 各務 憲一＞
＜弁護士 矢野 和雄＞

4.議決事項
平成30年度名介研事業計画（案）・予算（案）、今年度役員改選について
5.今年度役員について
〔例会〕
1. 講演「新たな共生サービスとは～背景・目的、対象サービス、基準・報酬、成果～」
＜三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 社会政策部共生社会室
主任研究員
国府田 文則＞
2.平成29年度名古屋市16区合同事業者連絡会実施報告
3.名古屋市事務連絡
(1) 最新規制適合自動車代替促進事業補助金について
(2) 平成30年度介護保険制度改正に関するQ＆Aについて
4.事務局連絡
1.平成29年度評価事業実施概要について
2.平成29年度評価事業変更点について
3.平成30年度ユーザー評価事業（介護の通信簿）について
(1)表彰制度について
(2)総合事業の有料化について
1.平成29年度評価事業実施概要について
2.平成29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30年度ユーザー評価事業実施について
5.継続事業所への表彰制度導入について
6.その他
1.検討委員会報告
(1)総合事業参加費用について
(2)継続事業所の表彰について
(3)周知方法について
(4)改善にむけての方策の結果について
2.評価票見直しについて
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平成３０年度
内容

日時

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

「～スーパービジョン
第1回介護支援専門員研修
（１日目）

平成30年5月17日(木)
10:00～16:30

第2回例会

平成30年6月20日(水)
14:00～17:00

第1回通所・入所系研修

平成30年6月27日(水)
14:00～16:30

第2回通所・入所系研修
（高齢者住まい事業者団
体連合会との共催）

平成30年7月4日(水)
13:00～17:00

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
新規職員研修①（介護保
険制度）

平成30年7月6日(金)
10：00-16：00

特別例会

平成30年7月12日(木)
14:00～16:20

名古屋市総合社会福祉会館
1.講義
大会議室

議題
バイジーを体験する～」
＜日本福祉大学大学院

2/9

客員教授

野村

参加人数

25

会員50
名、非
会員7名

121

285

28

75

-

名介研
34名、
高住連
62名

-

64

56

会員135
名、保
健セン
ター2名

豊子＞

2.スーパービジョン実演
3.振り返り・まとめ
1.講演：介護事業者における権利擁護と法令遵守
＜松隈法律事務所
弁護士
松隈 知栄子＞
2.平成29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
3.平成29年度決算報告
伏見ライフプラザ 5階
4.名古屋市からの情報提供
名古屋市高年大学
(1)社会福祉施設における119番通報と火災通報装置について
鯱城ホール
(2)救急要請について
(3)高齢者日常生活支援研修について
(4)平成30年度名古屋市キャラバン・メイト養成研修について
5.事務局連絡
「認知症における医療・介護の連携研修」
＜オレンジクリニック 院長 阿部 祐士＞
1.グループワーク
名古屋市医師会館
６階 講堂
2.講義
3.質問
4.総括
「高齢者向け住まい リスクマネジメント研修」
～高齢者向け住まいの事故を巡るトラブル・クレームを防止するために～
＜株式会社安全な介護 代表取締役 山田 滋＞
ウインクあいち 9階 901
1.高齢者向け住まいの事故防止活動
2.事例から学ぶ管理者の事故対応
3.職員による虐待事故の防止
「介護保険制度の基礎的理解について」
＜日本福祉大学中央福祉専門学校 校長 長岩 嘉文＞
名古屋市医師会館
講義とグループワーク
６階 講堂
・介護保険制度の基礎的理解
・介護保険制度についての確認クイズ
1.講演：「高齢者施設における結核感染対策」
＜名古屋市医療センター 感染制御対策室 看護師長 鈴木 奈緒子＞
伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
2.講演：「結核対策に於けるIGRAの有用性」
鯱城ホール
＜オックスフォード・イムノテック株式会社＞
3.事務局連絡
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参加会員数

平成３０年度
内容

日時

第2回
介護支援専門員研修
（新任向け）第1日

平成30年7月18日(水)
10:00～17:00

第2回
介護支援専門員研修
（新任向け）第2日

平成30年7月24日(火)
10:00～17:00

第1回訪問サービス研修

平成30年8月9日(木)
13:30～17：00

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
新規職員研修②「新規職
員研修（サロン）」

平成30年8月17日(金)
13:00～17:00

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
「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～
＜(資) 東谷籐品製作所 武村 真昂＞
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.居宅療養管理指導
＜㈲天池ケアサポート 鈴木 弘子＞
名古屋市医師会館
６階 講堂
5.給付管理業務 ～国保連請求等～ ＜（福）名古屋市社会福祉協議会 川口 由紀子＞
6.福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修
＜㈱ヤマシタコーポレーション 内山 幸浩＞
7.訪問介護
＜㈱エム・ケア介護センター 松井 由美子＞
8.地域密着型サービス
＜(福)愛知育児院 古川 忠利＞
9.高齢者の住まい
＜㈲ソシオ 東 賢司＞
「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.通所介護
＜㈱導夢 山田 英樹＞
2.ショートステイ
＜㈱リーベン 奥村 朱美＞
3.通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション
＜(医財)善常会 熊谷 泰臣＞
4.訪問入浴【デモンストレーションあり】
＜㈱ニチイ学館 山本知我＞
名古屋市医師会館
６階 講堂
5.訪問看護、訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問
＜(一財)名古屋市療養サービス事業団 川崎 三春＞
6.地域包括支援センターの役割、総合事業
＜(福)名古屋市社会福祉協議会 堀田 文恵＞
7.日常生活自立支援事業と成年後見制度
＜ＡＰＬＥ㈱ 近藤 芳江＞
8.その他業務
＜南生協病院居宅介護支援事業所 渡久地 千絵＞
「法改正を踏まえた訪問介護事業の基本を学ぶ」
1.「訪問介護の留意点」
社会福祉研修センター
＜名古屋市介護保険課
野口指導係長、小場谷居宅指定係長＞
研修室
2.「自立支援に基づいた訪問介護サービスの提供とICFの活用について」
＜同朋大学 社会福祉学部准教授 村上 逸人＞
「チームビルディング研修」
＜株式会社free faith
代表取締役
佐藤 匡雄＞
1.講義①・アクティビティ①
名古屋市高齢者就業支援セ
2.アクティビティ②
ンター 大会議室
3.講義②・アクティビティ③
4.研修の振り返り、気付きの発表
5.質疑応答
場所
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参加会員数

参加人数

24

77

24

75

26

53

-

21

平成３０年度
内容

日時

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

場所

4/9
参加会員数

参加人数

-

32

-

28

25

会員42
名、非
会員3名

-

129

92

211

-

46

「適切なケアプラン作成について」
名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修①（ケアプ
ラン作成研修）

平成30年8月22日(水)
10：00-16：30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
管理者研修Ⅰ「採用・面
接研修」

平成30年8月23日(木)
10:00-16:30

第1回介護支援専門員研修
（２日目）

平成30年8月24日(金)
10:00～16:30

第1回名古屋市16区合同事
業者連絡会

平成30年8月29日(水)
13:30～16:30

第3回例会

平成30年9月11日(火)
14:00～16:35

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
中堅職員研修Ⅰ（サービ
ス提供責任者業務の基礎
的理解）

平成30年10月5日(金)
10:00～16:00

＜あたご研究所
代表 後藤 佳苗＞
1.グループ自己紹介とあたまの体操
2.介護支援専門員の定義と義務
ウインクあいち 1302
3.ケアマネジメントの定義と過程
4.法改正、報酬改定とケアプラン作成
5.自身と施設の倫理的な判断を振り返る
6.身体的拘束等の適切な取り扱い
7.まとめ・意見交換
「求人票の書き方、見せ方と失敗しない採用・面接」
1.「介護人材の確保にかかる求人申込み」
＜ハローワーク名古屋中 人材対策コーナー 安藤 慎吾＞
名古屋市総合社会福祉会館
2.「採用・面接の実際」
大会議室
3.「面接の具体（模擬）」
4.「定着に向けて」
＜東海学園大学大学院経営学研究科
鏡味 次男＞
「～スーパービジョン バイジーを体験する～」
＜日本福祉大学大学院 客員教授
野村 豊子＞
名古屋市医師会館
1.スーパーヴィジョンのロールプレイ（金魚鉢法）
６階 講堂
2.グループディスカッション
3.まとめ
1.開会挨拶
名古屋市医師会館
2.各区取り組み発表
６階 講堂
3.総括及び閉会挨拶
1.顧問就任挨拶
＜一般社団法人名古屋市医師会 理事
永田 悦子＞
＜一般社団法人名古屋市医師会 理事
桜井 敏＞
2.講演「事業所区域内における大規模災害に備える」
伏見ライフプラザ 5階
＜特定非営利活動法人レスキューストックヤード 常務理事 浦野 愛＞
名古屋市高年大学
鯱城ホール
3.平成30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
4.はち丸ネットワークについて
5.事務局連絡
「サービス提供責任者の業務とは」
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 訪問介護サービス委員＞
名古屋市高齢者就業支援セ 1.サービス提供責任者の業務とは
ンター 大会議室
2.サービス提供責任者の業務の流れ
3.アセスメント・モニタリング
4.記録研修
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平成３０年度
内容

日時

場所

災害対策研修「BCP導入研
修」

平成30年10月12日(金)
9:30～16:30

ｉｍｙビル
6階 第3会議室

災害対策研修「BCP導入研
修」

平成30年10月22日(月)
10:00-16:30

ｉｍｙビル
6階 第3会議室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（医学基
礎知識）

平成30年11月2日(金)
10:00-16:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

第3回介護支援専門員研修

平成30年11月7日(水)
13:15-16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

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
通所サービス事業者・訪問サービス事業者における災害対策の新しいカタチ

5/9
参加会員数

参加人数

基礎編・問題提起編 ～ 固定観念・既成概念に疑問を投げかけ、正しく理解し、正しく
①17 ①29
恐れ、正しくそなえる ～
＜フォックスブルー株式会社 代表取締役 早川 英樹＞ ②13 ②18
午前の部 ①訪問系サービス事業所向け
午後の部 ②通所系サービス事業所向け
通所サービス事業者・訪問サービス事業者における災害対策の新しいカタチ
基礎編・問題提起編 ～ 固定観念・既成概念に疑問を投げかけ、正しく理解し、正しく
会員23
恐れ、正しくそなえる ～
21
非会員3
＜フォックスブルー株式会社 代表取締役 早川 英樹＞
③入居系施設向け
「医学基礎知識」
＜一般社団法人名古屋市医師会 在宅医療・介護連携委員会 委員長
医療法人古山医院 院長
古山 明夫＞
1.老化による身体・構造・機能の変化
78
2.高齢者によく見られる症状と疑われる病気
3.高齢者によくみられる病気とその特徴
4.高齢者医療の目指すところ
5.名古屋市における在宅医療介護連携
「権利擁護と成年後見制度」～成年後見制度利用促進から利用者の権利擁護を考える～
1.ミニ講義「成年後見制度の概要（基礎編）」
＜名古屋市成年後見あんしんセンター＞
2.講演「成年後見制度利用促進における福祉関係者への期待」
＜厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室 専門官 川端伸子＞
3.パネルディスカッション「利用者の権利擁護を考える」
パネラー：しあわせケアプラン 介護支援専門員 奥村朱美
24
60
社会福祉法人フラワー園 統括園長 宮崎靖
天白区西部いきいき支援センター センター長 津田明宏
愛知県社会福祉士会ぱあとなあセンター 社会福祉士 近藤芳江
コメンテーター：厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室
専門官 川端伸子
コーディネーター：名古屋市成年後見あんしんセンター 副所長 高橋健輔
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平成３０年度
内容

日時

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

場所

6/9
参加会員数

参加人数

-

10,900

-

42

-

98

10

会員19
非会員3

-

30

①もちの木広場一帯
体験コーナー：高齢者疑似体験、キッザケア・昔遊び、VR介護体験、訪問入浴・マッスル
スーツ試着体験、最新介護ロボット体験、最新車椅子体験、車椅子試乗体験
なごや介護の日フェア
2018

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修①（ケアプ
ラン作成研修）

平成30年11月10日(土)
10：00-16：00

平成30年11月14日(水)
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④（ターミナ
ルケア研修）

平成30年11月16日(金)
10：00-16：00

第3回通所・入所系研修

平成30年11月21日(水)
13:30～16:30

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修⑤「介護職
員向けサロン」

平成30年11月27日(火)
13:00-17:00

栄・もちの木広場～
ＴＶ等下周辺

イベント：開会挨拶、ポッカレモン音楽隊、はなぞの音楽隊＆フラダンス、MAG!C☆
PRINCE ライブ、ステキすぎる♡介護職員ファッションショー、ＡＥＤマン＆あべ静江、
マスコットキャラクター撮影会、FEN-Girls「介護の現場」トーク＆ライブ、大治太鼓保
存会、閉会式

②テレビ塔下
イベント：夢コレクション（シニアファッションショー）、ブルーグラス演奏
「適切なケアプラン作成について」
＜あたご研究所
代表 後藤 佳苗＞
1.グループ自己紹介とあたまの体操
名古屋市総合社会福祉会館
2.介護支援専門員の定義と義務
大会議室
3.法改正、報酬改定とケアプラン作成
4.ケアマネジメントの定義と過程
5.まとめ、意見・情報交換
「人生の最終段階を迎える高齢者との向き合い方を学ぶ研修」
＜国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部長/
在宅医療・地域連携診療部長 医学博士
三浦 久幸＞
1.講義1＆2
ｉｍｙビル
2.ロールプレイ１
6階 第3会議室
3.グル―プディスカッション１
4.講義３
5.事例検討
6.まとめ
「介護業界に活かすコミュニケーションスキル」～ 自己理解と他者理解 ～
＜有限会社アップワード
皆本 昌尚＞
名古屋市医師会館
「介護業界でコミュニケーションをスムーズに取っていく為に」
６階 講堂
講義とグループワーク
総括
1.自己紹介①
2.雇用管理改善チェックリスト説明・記入
3.ディスカッション①
4.自己紹介②
ｉｍｙビル
5.ディスカッション②
９階 imyホール
6.講演
7.雇用管理改善チェックリスト返却・解説
8.ディスカッション③
9.発表
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平成３０年度
内容

日時

場所

第2回訪問サービス研修

平成30年11月29日(木)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
中堅職員研修Ⅰ（サービ
ス提供責任者業務の基礎
的理解）

平成30年12月5日(水)
10:00～16:00

社会福祉研修センター
研修室

第2回名古屋市16区合同事
業者連絡会

平成30年12月13日(木)
13：30～16：30

名古屋市医師会館
６階 講堂

第4回例会

平成31年1月15日(火)
13:30～16:30

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
「これから求められるチーム連携とは」～状態像に合わせた情報共有について～
＜あすわひのきケアプランセンター管理者・看護師 下鶴 紀之＞
1.講義とグループワーク
2.総括
「サービス提供責任者の業務とは」
＜名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 訪問介護サービス委員＞
1.サービス提供責任者の業務とは
2.サービス提供責任者の業務の流れ
3.アセスメント・モニタリング
4.記録研修
1.開会挨拶・趣旨説明
2.名古屋市における地域ケア会議について
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域支援係長
木村 彰宏＞
3.行政の取り組み紹介（千種区・中村区・中川区・名東区）
4.グループワーク
・人材確保
・高齢者の活躍の場
・権利擁護支援
・認知症
・若年層への啓発
・地域住民参画のための取り組み
5.発表
6.次年度名古屋市16区合同事業者連絡会取り組み内容について
7.総括
1.講演「新しい認知症予防の考え方」
＜国立長寿医療研究センター 老年内科部長/長寿医療研修センター
センター長
遠藤 英俊＞
2.なごや介護の日フェア2018報告
3.名古屋市16区合同事業者連絡会報告
4.名古屋市からの情報提供
(1)名古屋市高齢者排せつケア相談支援事業について
(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護の参入促
進について
5.事務局連絡
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参加会員数

参加人数

5

13

-

40

-

120

108

278

平成３０年度
内容

日時

場所

第4回通所・入所系研修

平成31年1月17日(木)
13:30～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研④（ターミナ
ルケア研修）

平成31年1月24日(木)
10：00-16：00

名古屋市医師会館
６階 講堂

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（医学基
礎知識）

平成31年1月25日(金)
10:00-16:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

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

平成31年1月31日(木)
14:00～15:00

名古屋市医師会館
５階第１会議室

名古屋市の介護保険関係
部署との懇談会

平成31年1月31日(木)
16:00～17:30

名介研事務局会議室

第3回訪問サービス研修

平成31年2月15日(金)
13:30～16:30

社会福祉研修センター
研修室

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
「ノーリフティングポリシー導入研修」～ 介護を一生の仕事とするために ～
＜一般社団法人 全国ノーリフティング推進協会 篠田 明＞
1.開会・講師紹介
2.「ノーリフティングポリシーについて」
～ 過度な介護負担を軽減し、自立支援につなげる ～基本的な考え方、そのメリット
3.総括・閉会
「人生の最終段階を迎える高齢者との向き合い方を学ぶ研修」
＜国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部長/
在宅医療・地域連携診療部長 医学博士
三浦 久幸＞
1.講義1＆2
2.ロールプレイ１
3.グル―プディスカッション１
4.講義３
5.事例検討
6.まとめ
「医学基礎知識」
＜一般社団法人名古屋市医師会 在宅医療・介護連携委員会 委員長
医療法人古山医院 院長
古山 明夫＞
1.老化による身体・構造・機能の変化
2.高齢者によく見られる症状と疑われる病気
3.高齢者によくみられる病気とその特徴
4.高齢者医療の目指すところ
5.名古屋市における在宅医療介護連携
1.平成３１年度名介研事業計画（案）について
2.平成３１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.在宅医療・介護連携推進事業について
4.その他 成年後見制度 診断書改定について
1.２０１９年度名介研事業計画（案）について
2.名介研活動内容について
3.愛知の外国人雇用の現状について
4.認知症施策の推進について
5.災害時安否確認の情報提供に関する協定書について
6.設立２０周年記念式典について
1.第１部：「サービス提供責任者の役割について」
＜名介研訪問サービス委員会 委員・株式会社中日エムエス 加藤 雄三＞
2.第２部：「訪問介護の留意点」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定係 小場谷係長＞
3.総括、閉会挨拶
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参加会員数

参加人数

13

26

-

83

-

87

-

14

-

19

25

56

平成３０年度
内容

日時

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

場所
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参加会員数

参加人数

-

44

-

71

83

206

1.名古屋市より

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
管理者②（外国人就労受
入研修）

平成31年2月22日(金)
10:00～16:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修②（医療を
踏まえたケアマネジメン
ト）

平成31年2月25日(月)
10:00～16:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

第5回例会

平成31年3月8日(金)
14:00～17:10

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

＜名古屋市健康福祉局介護保険課 推進係長 長谷川 友慎＞
2.外国人受入に関する全体概要
＜Techno Trade協同組合
佐藤 洋平＞
3.外国人技能実習制度の概要
＜Techno Trade協同組合
杉山 卓也＞
4.留学生「介護」の概要
＜株式会社アビリティ 糸川 淳＞
5.入国後研修について
＜SCI協同組合 鷲見 満＞
6.事前アンケートを用いたパネルディスカッション
7.グループワーク テーマ：外国人採用時の課題
「医療を踏まえたケアマネジメント」
1.開会挨拶・趣旨説明
2.講義
＜すぎもと在宅医療クリニック 院長 杉本 由佳＞
3.講義「訪問看護について」
＜(一財)名古屋市療養サービス事業団 川崎 三春＞
4.講義「医療の社会保障について」
＜㈱リーベン 奥村 朱美＞
5.説明「加算・サマリーについて」
＜㈱エム・ケア介護センター 松井 由美子＞
6.退院カンファレンスデモンストレーション
7.個人ワーク・グループワーク・発表
8.解説
1.講演①「成年後見制度の利用促進について」
＜名古屋家庭裁判所 家事首席書記官
紫藤 良一＞
2.講演②「変わる!!成年後見 ～地域包括ケアを進めるために～」
＜公益社団法人あい権利擁護支援ネット 代表理事
池田 恵利子＞
3.2019年度名介研事業計画案説明
4.2019年度名介研予算案説明
5.映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」予告編上映
6.はち丸ネットワークにおけるAndroid端末利用及び看護・介護連携ツールについて
7. 事務局連絡

9/9

