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中野区介護サービス事業所連絡会 発行 会長 奥田由美子
由美子

中野区共催 訪問介護部会 サービス提供責任者研修
テーマ：『介護現場で役立つ医学知識
テーマ：『介護現場で役立つ医学知識
介護現場で役立つ医学知識』
～訴えや変化が起きた時の観察力を高める～
日時： 月 3 日 19 時～21
日時：7
21 時
場所：中野区役所 7 階 8～
～10 会議室
講師：宮嶋 剛氏（宮嶋メディカルクリニック院長）
参加者：
参加者：126
名
訪問介護のサービス提供責任者・ヘルパー向けに、宮島剛氏を講師に迎え、
在宅医療の立場
在宅医療の立場から、介護現場で知っておくべき高齢者の病気・症状、そ
から、介護現場で知っておくべき高齢者の病気・症状、そ
れに応じた緊急度・医療職へ繋げる際の注意点などお話いただきました。

（参加者感想）
「大変わかりやすく大切な事は『見る・聞く・感じる』ことを理解出来
「大変わかりやすく大切な事は『見る・聞く・感じる』ことを理解出来、
大変わかりやすく大切な事は『見る・聞く・感じる』ことを理解出来
現場の気づきを教えて頂けました。
」
「自分を守る為にも、感染予防はいかに大切であるかと言う事を改めて感
じました。利用者を観察し、報告する事の大切さを実感しました。」
介護と医療がチームとして連携し、ご利用者に質の高いサービスを
介護と医療がチームとして連携し、ご利用者に質の高いサービスを提供す
提供す
る為には、ヘルパー・サービス提供責任者が医療について、正確
る為には、ヘルパー・サービス提供責任者が医療について、正確な知識を
な知識を
持ち、疾患・症状について、共通の言葉で話せる事が、今後重要になると
感じた研修でした。（嘉味田）

訪問介護部会・通所介護部会共催
テーマ：『デイと訪問！お互いの理解を深めるために』
～出会い・知り合い・理解し合う関係を創ろう
出会い・知り合い・理解し合う関係を創ろう～
出会い・知り合い・理解し合う関係を創ろう
日時：7 月 17 日 18 時 30 分～20 時 30 分
日時：
場所：中野区商工会館 3 階
場所：中野区商工会館
参加者：
参加者：51
名
ご利用者の送迎のわずかな時間しか接点のないデイサービス職員と訪問介
護員。グループワークでは、こういった意見が交わされました
護員。グループワークでは、こういった意見が交わされました
●デイの送迎車が来ずヘルパーが待たされた。
●ドア to ドアなのにヘルパーから「手伝って」と言われる。
などの“困り事
が出ました。
困り事”が出ました。
その後、ヘルパーが部屋の中
ヘルパーが部屋の中でどういった仕事をしているのか、
でどういった仕事をしているのか、デイサービ
スがどのように送迎ルートを組んでいるかなど、お互い
お互いの仕事について話を
の仕事について話を
する中で、お互いの業務や苦労が理解できました。
＜解決策＞
＜
◎デイも訪問も
デイも訪問も、アセスメントをしっかりとり仕事の範囲を明確にする、担当者会議で
アセスメントをしっかりとり仕事の範囲を明確にする、担当者会議で
しっかり決め事をする
しっかり決め事をする、連絡ノートを活用する
、連絡ノートを活用するといった解決策が示されました。
、連絡ノートを活用するといった解決策が示されました。

（参加者感想）
「とても良かったです。色々な意見も出て、良い交流会が出来ました。」
「訪問とデイのコミュニケーションがうまく行くと、ご利用者にとって良い事だと思います。」
「有意義な研修だと思います。話し合う事で分かり合える部分があると思いました。」
「普段話が出来ない訪問介護と、話合いを持つことが出来、お互いの事を理解出来ました。利用者へ最高の
サービスを提供出来る様に
サービスを提供出来る様に、お互いを知り・同じ方向を向き、協力する姿勢を持つことが出来ました。今後
、お互いを知り・同じ方向を向き、協力する姿勢を持つことが出来ました。今後
も定期的に話合いが出来ると、より良いサービスを提供できると思うので定期的に話す場があると良いと思
います。」
「職員同士が道ですれちがったら手を振りあえる関係が作られたらいいと思
う。」と言った、参加者の声の様に、少しずつデイサービスと
」と言った、参加者の声の様に、少しずつデイサービスと訪問介護がお互
訪問介護がお互
いの理解を深められる場として、次回の開催が期待される会でした。
（嘉味田）

～ インタビュー内容 ～
◎事業所名
◎インタビューを受けて頂いた方
① 連絡会に加入されたのはいつですか？
② どんなきっかけで連絡会に加入されましたか？
③ 連絡会でやってみたい活動はありますか？
④ 今後、連絡会にどんなことを期待しますか？
⑤ 事業所の魅力をお願いします。

新加入
新加入事業所紹介
事業所紹介
n
この紙面では、今年度新しく事業所連絡会に登録して頂いた
事業所の紹介です。
新しく連絡会に参加されるに
新しく連絡会に参加されるにあたって、インタビューを行いまし
たって、インタビューを行いまし
た。※あいうえお順で掲載しています。

奉優デイサービス堀江
奉優デイサービス堀江 亀谷さん
① 平成 26 年 4 月。
② 中野区にある
ある他店舗の勧めです。
他店舗の勧めです。
③ 業種を越えた情報交換会。
④ 中野区介護事業所のケア内容向上
中野区介護事業所のケア内容向上の為の勉強会など
の為の勉強会など。
。
⑤ 敬老会館と融合した自立支援型デイサービスです。

（取材：太田）

つくし訪問看護ステーション 吉田さん
① 平成 26 年 5 月中旬。
② 中野区訪問看護ステーション連絡会
③ 交流を深めイベントなどで地域還元できればと思っています。
④ 研修・研究会を開催し、学術学会等で発表、地域に根差した訪問看護をできる様に
したいです。
⑤ 在宅医と月 1 回の勉強会を開催しています。近隣のステーション
回の勉強会を開催しています。近隣のステーションからの参加も大歓
からの参加も大歓
迎です。地域に還元していきたいです。
地域に還元していきたいです。
（取材：小茂田）
はなももハーモニー居宅介護支援事業所 金澤さん
① 平成 26 年 6 月 2 日
② ケアマネ部会の元役員でしたので必然的に。
③ ケアマネ部会が活発なので、部会を中心に活動を継続したい
ケアマネ部会が活発なので、部会を中心に活動を継続したいです。
す。
④ 連絡会には、
連絡会には、各部会の後方支援を
の後方支援を行って頂
行って頂きたいです。
す。
⑤ 単独でやっている事業所なので、地域の事業所の皆様に助けていただかないと難し
い部分が多くあります。それと同時に、地域の皆様を支えていきたいと思っており
ます。
（取材：厚地）

「グループホームのつどい」今年も開催します！
日時：10
日時：
月 4 日（土） 13：30～
～15：30
場所：中野区産業振興センター（多目的ホール）
中野区中野２
中野区中野２-１３
１３-１４中野駅南口徒歩
１４中野駅南口徒歩 4 分
主催：中野区介護サービス事業所連絡会グループホーム
部会
お問い合わせ：グループホームほっとステーション鐵庵
☎3379‐
‐5399
又は、お近くのグループホームヘ

内容は…
中野区内 14 ヶ所のグループホームが一同に
会し、ホームの様子や日頃の余興タイムから
発展した色々な出し物を披露します。昨年は
コーラス・体操・お菓子作り、料理の腕前披
露などの発表がありました。

（6・
・7 月開催会議より）
開催会議より）

産業・都市振興分野・地域活動推進分野より
ライフサポートビジネス創出促進シンポジウム
ライフサポートビジネス創出促進シンポジウム開
催案内

中野区介護保険分野
中野区介護保険分野より
より
介護サービス事業所 中堅職員研修
中堅職員
日時 8/22（
（金）14 時～16
時～
時
会場 区役所 7 階 9・10
10 会議室
内容 「コミュニケーション研修
コミュニケーション研修
コミュニケーション研修」
講師 片山 啓子 氏（話し方研究所講師）
（話し方研究所講師）

部会活動報告
介護支援専門員部会
6/7・8
6/7
オレンジバルーンフェスタ報告
7/18
交流会

編集後記

訪問介護部会
6/18 スタッフ会・
7/17 通所部会との交流会
通所介護部会
6/19 総会
7/17 訪問部会との交流会
運営会議の様子
福祉用具・住宅改修部会
6/19 定例会
中野区との意見交換会への意見検討
グループホーム部会
6 月グループホーム小白書作成
グループホームの集い打合せ
訪問看護部会
オレンジバルーンフェスタ報告

あっという間に半年が過ぎ、夏真っ盛りになってしました。利用者さん
に、熱中症の注意を促しつつ、皆さんも体調にお気をつけてください。
（山村）

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！
事 務 局：中野区社会福祉協議会経営管理課内
：中野区社会福祉協議会経営管理課内 担当 清水・大友
・大友
電話５３８０－０７５１
５３８０－０７５１ FAX５３８０－０７５０
FAX５３８０－０７５０
〒164-0001
0001 中野区中野 5-68
68-7 スマイルなかの４階
スマイルなかの
（日・祝･第 3 月休）

