
ご利用者・訪問介護昌・介護支援専門員のための情報誌  

〃甜βml疋b郁  
年4回発行  

はあ－とふる・わーく「やさしい手」だより第49号  

発行滞・争欝貰  
〒153－0044 東京都目黒区大橋2丁目24番3号   

tbさ■しし1手TEL＝0354335513 FAX＝13－5433－5527 http＝／／WWW．yaS。Shiite．。。m発行人香取眞恵子  

長寿医療制度（後期高齢者医凛保険）が始まって   

）い1、市民からよろず鼎談を一之けている知人から、「1ミ  

ノ田夫療制度が4JJlllからスタートし、保険料を払うと／巨沃  

がJ・’，：しくなる」という相談が相次いでいると聞きました「ど  

のように答えたらいいのか」と乍引悶され、私は「制度の1ノ」  

容がよく分からない状況でもあり、規段階ではとにかく不安  

な宗持ちを卜分に聞くということかも」と答えました、   

この制度は75歳以上の高齢考を対象とした公的医療  

保険であり、約1，300力人のill亮齢音が新しい保険に移ると  

いう人視膜な政変ですノ保険料は介．掛保険と川様に仙  

人甲位（家族単位ではなく）で徴収し、原則隼金からノニリl  

きする（、厚牛労働制二よると、全車＝そ均の保険軒＝ま1ノしイ巨  

約7ノJ2，0001リ。保険料は都道府朝川▲位で－l■調鈴音の総l矢  

療費などを鹿に算定されるので、医瞭砦が一偏、地域は保  

険料が応くなる傾向がある㌧‥またこれまでは会社ii（7）f一供  

らが扶姦していた200ノノ人の■‡一方齢者▲は、新たに保険料の  

貞和が／巨じるが、、Il年間の保険料免除など韓滅措閏が  

あるというような保険です 

隼金で何とか／＝舌し／ている75歳以十の高齢者にとって  

は－また取られる’という状況に変わりません√川文人の道は  

なく、健康状態も芳しくなく、家族や友人とのかかわりや支  

援が乏しくなる等、年を重ねると失うことが多くなります払  

うことを取られると感じることは容易に想像できます私た  

ちもあっという問に後期高齢者になることでしょう、他人■Ji  

ではない深刻さが身にしみます   

ヘルパーが存在すること自体が価値あるものに  

ホームヘルパーの研修会で糾介された■け例をご抑介し  

ましょう、Jターミナルであることを医師から；l沌lされ、ん宅で  

の石1師）を決めている娘さんの依頼で、川I－2l■りの．訪問を  

開始しましたL、氏一往の準備と後片付け、足浴、排泄時の兄  

守り等がi二なサービス1句容ですが、帖として本人は食草  

の途lいで一休ませでとiト〕て、人眠するそうです、足浴も●′「  

川まいいわ、∵と断られることがありますい寝ている時間（15  

分程度）は待ちますが、ご本人がヘルパーを宗にしないで  

済む♂）で、rリ1†トJたノノがいいのか」と、悩むそうですノ「本  

丘としては何もしないで、シソとしていることが、、r；くなる」と  

も証していました 

しかし側にいることも重要なターミナルケアです、ご本人  

は 一人ではなく、知っている誰かがが側にいると、その雰  

囲宗のl巨ぐ安心してIlを閉じていられますり多くの場合、  

ヘルパーは体を動かす什■J手が多いでしょうこ、またターミナ  

ルに、ンニち会った経験を持つ人は少ないかもしれません′，が、  

ヘルパーが喪失体験の最小にいる高齢者▲の不安と付き  

合えることや、ターミナルケアにおいて利川音の側にいるこ  

とも人切なケアです∵存≠’することl′l体が価仙であると  

．乙告示哉されるようなf■キ動の克美を期待していますこ、  
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007年  12月実施の  

貞アンケート集計結果について  

（株）やさしい手では、2007年12月、訪問介護サービスの  

最前線で働く登録型の訪問介護貞に向けた「アンケート調査」  

を行いました。1，211名の方々に対して、アンケート用紙を配  

布し、記名回答240名、匿名希望国答124名と、合計364名  

の方から回答を頂戴することができました。   

アンケート実施の主旨は大きく分けて三つに分頬されます。  

第一に法改正に伴う影響について（間1・2）、第二に当社の  

就労カレンダー（※）及び職員の評価について（間3・4・5・6・7・  

8）、第三に皆様が訪問介詳員として就労する上で感じてい  

ることについて（間9・10）、それぞれ忌悼のない意見を述べて  

もらいました。  

※就労カレンダー   

当社の堂塔聖断憫介護員全員に向けて、月1囲月まに発行している翌月の就労予   

定表です。訪間介護貞の＃い入れに当たって、翌月の就労予定を明紀することが   

法簿で綿付けられているおり、当社でも独自の就労カレンダーを発行しています。  

法改正に伴う影響（問1・2の結果から）  

レスポンス数が多かったのは、予想通り、賃金について（l叶表項  

ト11－2、2－1、2－2、2－3）、サービス提供の効率悪化について（図表項  

目1－1、1－3、1－4、1－5、2－4）でした。法政ll二に伴い 一国あたりのサービ  

ス提供時間の短縮化が進み、貸金の減少、サービス提供時間短縮  

によるサービス提供内容が変化し、その結果を′受けての皆様のl口l  

答と捉えております。   

サービス提供時間短縮については、昨年末に厚生労働省より「同  

居家族がいる場合における生活援助等の取扱いについて」という通  

達がⅢされましたっその一文に「l司居家族等の有無のみを判断基  

準として、一律に介護給付の支給の可吾を機械的に判断しないよう  

にされたい」とありました。この通達の影響のせいか、当社の全訪l告j  

介護事業所におけるサービス松伏時IHJの減少傾向は今勺1二人って  

トげ止まり、卜昇傾向に向かいつつあります。  

、当社はこれまでも訪問介護貞から得た情報をもとに、ご利用者の  

状態の変化についてケアマネジャーに報告し、サービス内容につい  

て協議してきました。今後はケアマネジャーや行政等とも相談しながら、  

削減されたサービス内容についても見直しを行って参ります。   

新規顧客も増加傾向にありますが、これからも新規の引き合いが  

増えるように引き続き努力してまいります。   

今回、交通費・移動費に関することなど、賃金に関する項ト1でのご  

要望が多く挙がっております。当社としましては、この結果について  

今後、検討をすすめたいと思います。  

時間内でサーヒスをこなすのが大変  
賃金が滅⊃た   

利用者とのコミュニケーションが取りにくくなった  

待機時問（空き時間）が増えた  

移動時間が増えた  
特にない  

短時間で集中してサヒスしやすい  

その他  
多くの利用者と関われて勉強になる  

体力的にきつくなった  

日程が調整しやすい  
やる気が減退した  

5  10  15  20（％）  

ア2  

交通費や移動費を支払ってほしし、  

能力や勤続年数に応じて貰金アノブしてほしい  

時給アノブ   
無駄な時間をなくす効率のいいルートを組んではしい  

特にない  

身体介護の仕事を増やしてほしい  

その他  
以前と同じ給料分の仕事を入れrほしい  

】遜改正に伴い、一詞あたりの訪問介護サービス時間が短くなっています   
が、あなたはどのような影書を受けていますか？下記の項目から3つま   

で遥んで○をしてください。   

時間内でサビスをこなすのが大変   18．1％   

1－2  賃金が減った   14．7％   

1－3  利用者とのコミュニケーションが取りにくくなった   13．3％   

1－4  待機時間（空き時間）が増えた   10．6％   

1－5  移動時間が増えた   10．2％   

ト6  特にない   7．7％   

1－7  短時間で集中してサービスしやすい   5．2％   

1－8  その他   5．1％   

1－9  多くの利用者と関われて勉強になる   4．8％   

1－10  体力的にきつくなった   4．5％   

1【11  日程が調整しやすい   3．6％   

1－12  やる気が減退した   2．3％   

0   5  10  15  20  25  30（％）  

就労カレンダーに関して  
（問3・4但し問4は自由記入）  

改善をもとめる意見（図表項113－ト3－2・4－1・4－2）が多く、ご指摘を  

たくさん頂戴しました。良好な評価も戴いておりますが、皆様のご指  

摘の通り、まだまだ改羊の余地があると考えます。現場では突発的な  

理由によるサービス提供の変更が多々あるため、就労カレンダー作   

○  



成時のl嗣jlい仙二はト測できないケースもあl）ます しかし翌＝のス  

ケジュールができるだけ美態に即した「清＝ル易い枕′芳カレンダー」  

になるように改差しながら、同時にJJ来近くに発送できるように継続し  

て対応策を尖施して参ります  

什IJiの，i舌をしてくれる」と、（i－1「新しい什∫拝を速やかに紹介してほし  

い」という棚止するユ川Ⅰが共に．甘い割合を′jミしていることは、職とiの  

対応、のバラツキが推測されます  

】旺口担当ご利用者のサービスが中止や廃止になった時の事業所の対応  
についてお聞きします。あてはまる項目すべてに○をしてください。  l週毎月お送りしている翌月の就労カレンダーについてお聞きします。あて  

はまる項目すべてにCをしてください。  5－1替わりの仕事の話をしてくれる  303％  

；220％  自分に適切なサーヒスを考えてくれる  
特に対応しrくれることばない  

自分の方で新しい仕事は断っている  

5・2   

53   

54  

漏れや間違いかあるので自分でも確認しr使ている  

あまり利用したことはない  

役立つ  
必要ない  

せノかくあるのたからもノと正確なものにして活用したい  
間違いが多く信頼にあたらない  

55利用者の状況を粥苦してくれない  

き二戸い哀話－i重か実際は函車重面ヾ空い  

57その他  
118％  

・！  

■   

37  その他  

38iないと困る  ト  
3－91事業所から「あてにしなしでください」と言われrいるので見なし、  

衿㌃）りC「Jイ」睾ゾ〕話をし（′くれる  

白やぃ逓心持1ヒスた考ぇ〔くれる  

斗与し 貪寸J′「／〔く－1ふ：とし土Lい  

白菊の万て新しい仕事は断 ている  

利用者の紙′兄本塁巨吉し丁くれない   
噸討」tJr〈れるか真野Lユイ1奉の紹ナかノゝい  

子の佃  

′尉lや間違い畑あるのr自分ても確認しぐ使 ている  

あまり利用したここはもい  

役立つ  
′上ノ、要ない   

1一力】くあるの⊥かり‡Jと止締もも汀）し∴ノ√′昌用し7」い  

間違し、か多く信頼↓ あヒlノ与い  

その他  
一j‥とこト】る  

0   5  1D  15   20   25   30   35％  

l刃サービスが中止・廃止になった場合、あなたは事業所にどのように対1  
応してほしいですか。ご意見・ご要望があればお書きください  

自分に適した新しい仕事を速やかに紹介してほしい  

二  

ト4  
65  

6－6   
67  

329％  

中止・廃止になった原因理由をきちんと説明してほしい 
きちんと漏れノ；く、早めに連綿しrほしい  

また中止廃止の経瑳如ヾない 
新しい仕事を紹介してもら〕rいる  

当日キャンセルや急な中止廃止の場合は補償がほしい 

その後の利用者の」犬況をわかる範囲で敢えてほしい   

轡
攣
汎
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印就労カレンダーについてご意見・ご要望示あればお書きください  

玉  

41  日Pが自己管理すへき 自己管理し丁いる  

42 L経費の無駄である  

43   助かこている 役立つ  

4－4あそ一三こモこてない 

5？；  

13．6％  

84％   

71％  

65く‰   

65％   

65％   

5．8％   

45％   

45％   

19％   

149％  

6－8次の仕事を紹介してくれる時としてくれない暗があり＼対応がマチアチ′ノ」旦竺 」   
6－9   次のサ≠ヒス紹介はHPからの働きかけがあノ」てからごよい  

610？次の定期が入るまで時間がかかる 

十    ・・ ・・・ ・  
こ  

自分でも記入しやすい形にしrほしい  

より正確なものにしてほしい  
自分は就労件数か少なし、ので不要  

申請した有休の確言飢二はなる 

月初に間に合うよう早め」送、rほしい  

‖分∴遁ト如い 什塞い鼠㌣佃渥け、ノ〔（（tしt   

中1「∵廃止し∴1曙【未聞由季き亡っん∴誼日月してH∴い  

∈1亡／lヒ′腐れ■」く 干葉∴連結「こユし′  

＝J中止廃止こ「J経琶奏／）－イ⊥し＼  

新しし、什奉を料］介しノし－いノ rし＼る   

5Ul1′ノセルや急なヰ止廃止♂－場合LJ補償かほノい   

・し／、†着ヴ）利用者J）状雷才わかる齢匡に虻拍〔烏しノい  

∴」二郎灘ニ㌧れ別号ニこりJ⊥ 日lれ、か1寸い、マナけ   

ぺフリ上ぺ綜r∴；HP力ノし「ノ働狛－し丹摩 rか、♪、  

′欠臣定則力、入る、J＝し一時間かかかる   

暴件∴川什事を価緯さhし－阜、こ1〉しノ恒1陛Jrるこよもあそ  

・ ‥1  

4－101変更や単発が入るからカレンクーが正確でないのは仕方ない  

411  サヒス変更や休みがあ、た哨のみの送付で｛仁し 

412その他  

HP差、白J管‡望すへき 自己菅増しrいる  

経費の無敗亡ある  
助力ゝ イし、る 措こ〕  

h「」し／Jいて⊥し、  

自†‡ぐも記入しで、すい汗；にしノrほしい  

より正確な‡，m二し丁ほしし、  

自分は就労件数が少なし、のぐ不要  

中書萬しノた有休の確認し」はむる  
月初（／間に合っ一寸フ早放し議 rはしい   

課更早、単発カリ、るか㌧カレノプカ、王確F′′∴、Jノは仕丁」ノ㌦し   

リヒス変更や休ノ′かあ，た時のみの送イ寸ぐLい  

ニチロ）他  

n   5  10  15  20  25  30  35〇ィ）  

サービス提供責任者に対する要望  
（問7・8）  

サービス拙仇l一〔什首に対する要ヤ三については、図ね舶181にあ  

′も通り「親身に川‖炎に来イごくれる」と虹法「l勺な．評価沌あります   

しかし図太J川【71「利用肯の的確な把握∃、7－2「適切なアドバイス」、  

て▼－ニう「サービ封甘供貢什：首問の連携」、7′′1「比易いー川桁霊；‥の作成j、  

バ2「人によ／ノて対応がマナマナ」など、本㌘ノ川勺なサービス掟供且－i什  

首業務の向卜やJk湘二期待をかけて卜さるご一法兄も多々頂戴して  

お出ます／「後はこのご要判二心えていきたいと考えております   

0  5  10  15  20 ‰  

サービス中止廃IL時における職員の評価  

（問5・6付し問馴ま‖‥1．i己人）   

l粧損川ほ1「伴わりの什車の．il†をしてくjLる」・5－2「イ1分に過りJ  

なサービスを考えてくれる」にニ1－‡が渠まり、良好な．汁仙を就いていま  

すが、図太項‖53「拙二対応してくれることはないぃ（うー1一新Lい什  

車を速やかに紹介してほしい」・（うー2「原1月川‖1をキチンと．弘明してほ  

Lい」・（う一ニi「減れなく、Ill・めに連絡Lてほしい」というIlり裾二ある通i）、  

対応不仁分であるという評価も′」こされました 柑二J川15－1r伴わり〝）  

○  



l≡白あなたの所属事業所のサービス提供十佳肴（当社スタッフ）に対する   

要望をお聞きします。下記のうち特にきちんとしてはしい項目3つに○   

をしてください。   

7－1  利用者の的確な把握   15．7％   

7－2  適切なアドバイス   10．6％   

7－3  サービス提供責任者間の連携   10．0％   

7－4  適切でわかりやすい訪問介護計画書（手順書等）作成   9．7％   

7－5  サービス上の問題課冥亘解決力   7．7％   

7－6  相談しやすさ   6．9％   

7－7  ヘルパーの立場を理解する努力   6．5％   

7－8  上手な仕事の割り振り   6，3％   

79  サービス担当者会議での問題解決とヘルパーヘの事後報告   6．1％   

7－10  ケアマネとの密な連携   5．7％   

7－11  目標とするスキルアップの支援   4．5％   

7－12  技術指導   4．3％   

7－13  思いやり・機転が利く   3．8％   

7～14 態度（言葉遣い）  2，3％   

715  その些【  0・0％  

l這ロあなたにとって訪問介議員として縦横して働くために必要なことはな   

んですか？下肥から3つ盗んで○をしてください。   

91  訪問介護の時給単価アップ   15．0％   

9－2  サービス提供の明確な指示   13．7％   

93  担当スタッフとの信頼関係   12．8％   

9－4  スタッフに相談しやすいこと   12．0％   

9－5  訪問介護員の意見が反映された会社経営   10．6％   

9－6  しっかりとした会社の経営   8．3％   

9－7  安定かつ正確な就労スケジュール管理   8．3％   

9－8  確実な雇用管理   6．2％   

9－9  キャリアアップ支援   4．5％   

9－10  スタッフからの温かい励まし   3．5％   

9－11  介護福祉士取得に必要な経験年数勤続と資格取得支援   2．6％   

9－12  ケアマネジャー資格取得のための支援   1．9％   

913  常勤採用の可能性の高さ   0．6％   

9－14  その他   0．0％  

訪問介護の時給単価アンプ  
サヒス提供の明確な指示  
担当スタノブとの信頼関係  
スタソフに相談しやすいこと  

訪問介護員の意見が反映された会社経営  
しっかりとした会ネ土の経営  

安定かつ正確な就労スケシュル管理  
権実な雇用菅一哩  

キャリアアノブ支援  
スタノブからの温かい励まし  

介護福祉士取得に㊥要な絃瞼年数勤続と背略取得支嬢  
ケアマネシャ資格取得のための支嬢  

常勤採用の可能性の高さ  
その他  

利用者の的確な把握  
適切なアトバイス  

サヒス提供責任者間の連携  
適切でわかりやすい訪問介護計画書（手順書等）作成  

サーヒス上の間量亘課監解決力  
相談しやすさ  

ヘルパの立場を王望解する努力  
上手な仕事の割り振り  

サーヒス担当者会議での間註解決とヘルパ」への事後報告  
ケアマネとの密な連携  

目標とするスキルアワプの支援  
技術指導  

思いやり・機転が利く  
態度（言葉遣い）  

その他  

10  15（％）  

伝lロ当社の訪問介護サービスに従事する中で、患うところやご希望・ご要   
ヨなどがあれば、ご自由にお暮尊ください。   

10－1  交通費移動費を払ってほしい。時給を上げて欲しい。収入が安定しない。  13．5％   

10－2  良くしてもらっている。働きやすい。相談しやすい。   8．5％   

103  事業所内の連絡を密にしてほしい。キャンセル時の達格をきちんと早めにノてほしい。  5．3％   

10・4  同じ利用者を担当しているHPの情報交換の場がほしい。   4．6％   

10－5  スタッフの異動が多すぎて信頼関係が築きにくく、担当者がわかりづらい。  3．4％   

10－6  個々の利用者の正確な現状把握と迅速な連絡がほしい。   3、4％   

10－7  他社の方が時給が高い。移動費も払っている。   2．4％   

10－8  遠方のお宅は断りたい、もしくは断わっている。   2．2％   

10－9   
訪問介護計画書について、状況は変わっているのに内容が更新されていない。   

新しい情報に追加・変更してほしい。   
1．8％  

10－10  事業所の対応が悪い。失礼な態度、あいさつがない等。   1．4％   

10－11  その他   53．3％   

0  5  10  15  20（％）  

交通費移動費を払ってほしい。時給を上げて欲しい巧収入が安定しない．、  

良くしてもらっている。働きやすい‖相談しやすい。  

事業所内の連絡を密にしてほしい。キャンセル時の連絡をきちんと早めにしてはしい。  

同じ利用者を担当しているHPの情報交換の場がはしい。  

スタッフの異動が多すぎて信頼関係が築きにくく、担当者がわかりづらい。  

個々の利用者の正確な現状把握と迅速な連絡がほしい。  

他社の方か時給が高い。移動♯も払っている√  

遠方のお宅は断りたい、もしくは断わっている。  

訪問介護言十画書について、状況は変わっているのに   
内容が更新されていない，新しい情報に追加・変更してほしい，  

事業所の対応が悪いミ，失礼な態度、あいさつがない等。  

その他  

親身L」相談にのってくれる  

人によって対応かマチマチ   
ケアマネなとと協議しスピティに解決してくれる  

利用者宅へ同行訪問し課題の把握に努めてくれる  
話は聞くか対応は遅い  

誰に相談していいのかわからない  
話は聞くが対応してくれない  

あまり真剣に聞いてもらえない  
掛バこならないので相談もしない  

その他  

0   5  10 15  20  25  30  35（％）  

訪問介護員として就労する上で感じること  

（問9・10佃し問10は自巾記入）  

閃9においては時給単価アップがもっとも高い割合を示し、以下は「サー  

ビス提供の明確な指示」など、当社スタッフに対するご要望が上位に  

連なっており、ケアマネジャー資格取得支援などキャリアアップに関す  

る項目は概ね低い割合をホす結果となりました。また常勤採用の叶  

能件についてもl対心が今ひとつだったことも意外でした〔つ   

間10は総合的な＝山記入項目となっており、l叶種の意比を集約した  

結果をホさせて頂きました〔）賃金に関するご意見やスタッフに対するご  

意見、サービス囚黍に対するご意見など、たくさんの励ましのお〔手菓と厳  

しいご指摘を戴きました。少しでもご安執二流えるよう努力してまいります（〕  

最後に‥・  

今回アンケートにお答えいただいた訪問介護員の皆様には、心よ  

り感謝申し卜げます。弊社の今後の経′削こおける針重な情報として  

有効油川させて戴きます〔〕どうも有難うございましたノまたノi車lのアン  

ケートは本社で 一括集計しており、記名があった皆様の回答結果に  

ついては担当店舗の職i封こ配布し、匿名希望の皆様の回答は本社  

止まりとさせております。〕lさ！】4・6・10については‖山記入になっており、  

こちらの集計結果は同種の意見を集約した結果を数値として表し  

ております。  

（綽常企画ヰ ‥Ⅰ村一馬）   



汐蔽妙泰∨級・卦紗妙恕、紡敷妙彩す巌葱参簸ち察敷∨歩数数妙料妙齢沙喪 

鹿   
今回は下高井戸店がお世話になっている「きたざわ苑」（平成13年開所）、荻窪店がお世話になっている「しみず正  

濾  吉苑」（平成18年開所）を取材しました。  

姦  
社会福祉法人正吉福祉会は昭和60年に設立され、稲城市に法人本部（いなぎ正吉苑）があります。同じ法人が運営  

臆  する居宅支援事業所ですが、ケアマネジャー様は各々地域の実情と向き合い、熱心に業務に取り組んでおられました。   

▼  
攣   登   感   魂   く寒   戒   鴬   礪   肇   肇   磯   機   噸   磯   鰯   磯、 噸   感   磯   登  

求められるものが非′馴二人きくなり、また明確化されました上・カ  

では隼ケ在宅の利川計ご家族の抱える問題も多様化している  

ように感じています、例えば車度な病状のノノ▲が在宅に戻られたり、  

利用音だけでなく、介應をされるご家族のドり題等も複雑になり、  

厳しい状況のノノも岬えています   

その中で私達ケアマネジャーとしては、本人・ご家族の抱える  

lけ題をしっかり把握し、その問題を解決するためのプラン作成に  

努めていますノそしてサービススタッフや医療関係育と・緒に問  

題解決をしてい くという一な識、チームワークが作れるように、Il々  

努力しています）付よi）も利川者・ご家族の笑顔が少しでも増え  

ていくことを祈i）ながら…・   

◎福祉人材に求める資質についてはいかがですか（  

難きたぎわ苑では「相手の誌をよく聴き、分かろうとする。何よ  

りも思いやりを持ち、そして約束は守る」をモットーにしています、「   

ヘルパーさんに対しては、利用者のお言舌を傾聴し、長隼の／卜  

浦習慣や佃楢観を人切にしなが現出立支援をlけ旨さなければ  

ならず、とても忍耐力が必要と思いますが、どうぞ宜しくお願いい  

たしますし  

居宅介護支援センター きたざわ苑  

◎きたざわ苑の介護   

支援事業所の良さ   

を敢えて下さい 

恕6人のケアマネシヤー  

が ▲八で抱え込まない  

で相談しあうようにして  

います   

後列左端が、取材対応して下さった勝見CM  また特養併設の居  

宅という利点も最人限  

／卜かし、1封－リ職のアドバイスをもらった刊、特には行政に礼譲させ  

て頂きながら、利川和二と′）て少しでも良いプランを立て、丈接で  

きることをⅠけ旨していますし   

◎介護保険や医療保険の法改正が続きましたが、業掛こどの   

ような変化がありましたか？  

顔ヤJ戊1昨の人幅な法改正を矧二、ケアマネジャーの役割や  

地域で活躍する介護支援専門員  

の収i）扱いについては神経を稚いますr特に給付サービス以外  

でのサービスの湘整には難しさが感じられますが、できるだけ情  

報の共有がl祁しるよう努めています   

法改l仁を通じて、ケアマネジメントのあり方が巾確．認．されました  

が、業務的にはは改1卜前と北本的には変わらないと且ト〕ていま  

す（笑ト、Ⅰてたりl）与ではありますが、サービス抑、11音会議の重要  

什をIf】二．認識し、サービスの必要竹や利川音のニーズへの速やか  

で柵かな調整、利川音・家族の11標に向かっての動機付け・協力、  

サービス捉供事業所との連携に手法、－／てています〔   

rl町給付については、ご利川音の／卜活そのものを変えること  

は難しいと認識しています†文l「ti、介．掛保険とl虹接関係なくても、  

′トさなことがき／）かけでやる穴を起こし、達成感を感じていただく  

こともあI）ます、利川音を力づけるおf伝いができればと思います  

11々のケアマネジメント業務の小には人間l対係の調整や修正  

だけで解決することもあl）、直接介護保険サービスの刷川には繋  

がらないケースもあります、ただケアマネジャーとして、どんな場合  

でもご利用者を力づけるマネジメント、法人の理念でもある  

住み慣れた地域での生活が続けられるよう支援していきた  

いと考えておりますし  

居宅介護支援センター すぎなみ正吉苑  

◎担当エリアと地域   

の特徴についてお   

話下さい 

紗杉並【ズニ仝域を才町【て  

としていますが、■拝某  

所の所イ1三地の清水、  

近隣である本天沼リミ  

汀1・桃什・ノ㌻川・卜J「  櫻井素人チームマネジャー（右端）、  

岸貴晴所長（右から3人目）  
1■一二がメインとなっていま  

す≠業所の辺りはl朴静な住七翫で、汗からの住1亡のI杜ノ首；ニと比  

較的新しく什むようになったl＝二」r；；二のノノとがi比／l⊥ているように感  

じています′又、どの地域も同様かと想いますが、▲人持らし、高  

齢音世′；iミニが増加1隠帖二あると美感しています 

◎日頃のケアマネジメント業務の中で感じていることをお話下さい  

轡個人情報保護法が施行されてから、利川賞・様の仙人情報  

○   



所沢デイサービスセンターオープン！  

4月1日から（株）やさしい手り番目の適所介護施設  

「所沢デイサービスセンター」がオープンしました。  

営業日は月曜日から土曜日迄です。  

〒359－115  

埼玉県所沢市御幸町5－81階  

TEL：04－2903－8700 FAX：04－2939－3261   

尊 して  

1附肌lには、〟椚・老人ホームから迫ってこられる労作のご利川  

賞■ 二人が甚を打・′Jており、和やかな時IJりを過ごしておられました  

Jj†■，‥い頃は仏軒や会社二勤頗していたそうで、現役時代の．i．キを  

楽しそうにして卜さいました∵樟軋や郁雄で通勤した．iIキ、／－供の  

甘iの【ヰ主祝 紀ノ己2伽）（）イト」の歌、映両女優の淡鳥丁一ij〔のれi7J  

が＝て、．甘か盛り卜が）ました   

汗畑所1ミはデイサービスの運常■に／八一て、次のように誹1てく  

れました」′「は′乏け人れに余裕があl）、スタッフがご利川音 一  

人 一人に」‘1狛二対応しています 通ってこられるノJ▲は 一般に外  

＝の機急が少ないようですので、ドライブの機会を増やすて・‡、外  

の新鮮な空宗に触れて楽しんでj川ナるようにしていますJ   

ちょうどご利川賞・がお花兄明ドライブから小りト〕てきたところでし  

たので、リ▲速感想を仙うと、「桜は放り始めたけれど葉桜が綺巌で、  

尊 
目の  

川I11、西武池袋線  

所沢駅卜車徒串7、8分  

の地に、やさしい「（ハ7  

番1lび）デイサービスセン  

ターがスタートしました  

に＝は12γ－り1之人1～け－  

までソト受け叶）で、常業  

川ま川拙lから卜‖眉ほでです現在、汗畑えi）か所1ミ、／＝■用1  

‖鋸車用叶付勝弘、介腰職＝り信勘巾の7人のスタッフがご利川音  

をお迎えしています   

所沢Il」‾は狭＝＝tl竣の イりにあり、緑の多い仙一です西武ライ  

オンズの本拠地球場のある直として仝車川引二宮二γ．ですが、東京  

都内への通勤芹が多く作むベッドタウン（人＝二‖ノノ人）として発  

はしました直の人【1分イけノミによると5（）歳代後、卜叫、j川毯Ilし代の  

人Ilが多く、一【．一満て；化率は17．Hりけと決して低くあl）ません   

所沢ティサービスセンターは刈桝建てび）介．酎、＝川・老人ホー  

ム「ライフ＆シニアハウス」の11鞘二あiほす 建築経Ilがほいため  

11人Jは万変綺麗で、窓が人きくノ川二が■㍍いため、関取的で明る  

い印象を一三けました 人浴できる．昔棚ふあi）、週1111い、㌧r門俄による  

マッサージもノ受けられます1．‡f引まイげト老人ホームの厨扉で什  

「Jれて川削二運ばれますが、食材がIl′J昧されてム再、ご州1＝て▲・ス  

タ、ノブには「）ニ昧しい」と評判は上々です  

よい宗分転換になったjとのこ  

とでした縦いて職＝と和㍉．福々  

とゲームを楽しんでい ました  

「小規模でアットホームなな  

囲景を／卜かして、これから様々  

なプログラムを収り人れていき  

たい またボランティア一意け人  

れなど地域にも門ノ√を広げていきます′」と、江畑所長も意欲的  

に1附組んでおり、今後が楽しみな車業所です√、  

○   



こ・こヾふ㌔、＼  白田  

山梨県下ナンバーワン事業者として10年の歩み  

／㌻までのノ刷り】判イ系や／仁子い策境をできるだけ維持させながら、「通  

い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態を一体  

化させ、24時間365日切れ間なくサービスを提供するの  

が人きな特徴です   

jLイノ帥勺にイメーンすると、例えば「ご利川音の′t二前6特起床の  

介仙から身支度のf侵十ヰ外川介助までがホームヘルプサー  

ビス、その後夕食までの滞在時問をデイサービス、帰七後′i二綬〔）  

峠頃就寝のl賢の介仙までがホームヘルプサービス、いぎという特  

にはショートステイサービスとして利＝できる」什糾です   

どのサービスも同じ介護スタッフがケアに二tlたるので、認知メ■■l三  

のご高齢首にもなじみの関係を築き易く、家庭的な雰囲長のlい  

で過ごせるメリ「小があl）ます 一計加症美践打研修のせ講を帽」′  

したスタッフが配i；√J二されているので、‖忍知す．1三のノノのノ三人ゴLも′安  

心です  

【ケアマネジャーに求められる役割と資質】  

．山軒作成押、Il者▲（ケアマネジャー）は施．設内に常粧している  

ため、ご利＝昔の状況の把握と修正がタイムリーに子」二われ、ご利  

川音のニーズに浴ったサービス提供を迅速に子jうことができます  

仝てのサービスを 一筒所に集結させていますが、「甘酢定紬報  

酬制度」の枠内でしか利川できず、介護保険限度衝からはみ‖  

す心配はありません「過剰なサービス拙供になることなく、ごl′t七  

をlトL、に／＝舌する札小二でケアプランの作成が叶能となるグ）です   

株式会社やさしい手甲府  

匂臼田〒400－0041山警県甲市上石田け14  

tDo55（236）6210一口o5竺（ヲ36）竺11  

匂■白根津宏次 回平成11示月12日  

8田B9，000万円（正巳：〉常勤社員＝100名ケアスタッフ‥550名  

⑬有限責任中間法人日本在宅介護協会、財団法人介護労働安定センター、  
山梨県デイサービスセンター協議会、財団法人福祉用具供給協会、  
甲府市介護サービス事業者連絡協議会、協同組合山梨安心サービス  

（′平成20年3月現在）  

（株）やさしいflll府は、、Ⅰそ収11牛5ノ＝二会社を．設、■∴し、  

り朱）やさしい一本部とフランチャイズネットワークシステム契約を  

締結してから／河二の5JJで10侶lを迎えます   

現在、山喪具り．し卜では最人規模の1亡間介護サービス■汀業苦‘です  

地域のご■■．一方齢音が什み慣れた家で安心して托らせるために必  

■安な社会資源の・つとして、欠かせない存和二な／〕ています   

■拝業内容は、居七介護友撲■罪業（lj〔某所放1（）ナ所）、．訪問介  

護車業（車業所致1ニうケJ軒）、適所介．掛率業（■汗業所放（うケ所）、．認  

知症対応型適所介護車莱1里某所数2ケ所）、小規模多機能型  

H七介鷹（■甚某所数1ケ桝）、．洲り人浴介護（車某所数1ケ仰、袖  

社用廿丹ケ販克車業（■吊にJ軒数2ケ所）、．洲り介．攫‖養成ル潤ぃ車  

某所放2ナ所）、とf†三上サービス■廿業を恥砿く屁関しております  

【「小規模多機能型居宅介護施設」オープン！】  

、ド成19イド4Jj、山梨り．川り在車トイr＝に新社犀が㍍成し、その  

蠍舶二新たな－Ji業展開としての「小規模多機能型居宅介護施設J  

（定員：25名）をオープンしました「小規模多機能型居宅介護  

施設」は、、ド成1錮二・川の介．攫保険；い‖変改皿二より創．設された  

「地域密着型サービス」の 一つです   

介護が必要となったごrl▲絹令音（仁に放知症■㌧一丁摘令名▲）に対して、  

：．ノ・  

L”“れ   

象  また釆軟なご利川片肘応が求め   

諾墓詳凝盛 られるため、ケアスタッフのスキル拙  
据や就労符牒ヤ介護ノノ針の上川▲ぺ：テ、  

リーダーとLてのチームマネジメント  

力も問われます 

この「小規模多機能型居宅介護施設」の開設により、やさLい  

「l囲j二の基本理念である「要介護苫が住み慣れた地域社会で、  

家族と共に安心した／＝■キがおくれるよう、総合的なイ1三宅サービス  

を行うこと」が‖川巨とな力ました これからもお客様の尊厳をノ、1＝り、  

帖氾こい／ト音l†ニーズに応え、Ⅰ′卜■／二丈接することで、お客様がノ友らか  

な＝㌣1二i■1を楽しみ、ご満山日和ナる／†三上サービスをH才旨してIl々  

鋭意努力して参lほす  

芸の高齢者に快適・安心生さ舌を。  （株）やさしい手  

フランチャイズ事業部  ・Pさしし1手本部と共に地土或社会に貢献する企業法人をこ紹介します。  

在宅介護サービス TEL：03－5433‾5514  

（有）やさしい手  （有）やさしい手  やさしい事  （有）やさしい手  

いわき裾．」Lい下盛岡′裡献」ト  璽（株）朋キけ十 ノ 土浦r′つ瑚ト．」・．tJ  

（株）やさしい事  （株）や壬しい事  （株）やさしい手  （株）や壬しい事  

静岡 らいと鞘・巨悍林州ノ 堺棚減1即   京都北L一都叶い附  

（有）やさしい手  （有）やさしい手  （株）やさしい手  （株）やさしい事  

大阪イースト十ン川ン刷蝉沖縄J㈲叩剛、 札幌北r鋸冊1南陽（馴1粕・専T 

（有）やさしい事  

秋田け＝亨酬岬千 

（株）やさしい手  

甲府仙も即＝市  

（棟）やさしい手  

仙台．細則」「凧  

（株）やさしい事  

西宮り庫即，言舟  

（有）やさしい手  

長崎（与崎鞘町1  

（樺）やさしい事  

福岡（即」甲即日  

（棟）やさしい手  

京葉（†苧リー，…  

（有）やさしい手  

留萌∵拍車量怖1  

（株）やさしい手  

熊本牒り叫巧い卜  

（棟）やさしい手  

富山嘉＝厚言‥≠  

（育）や壬しい手  

京都南二抑′il附  

（株）やさしい手  

新潟箪′冊…  

○  
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る時期である。少なくとも一人前の技能レベルに達した  

先輩のバックアップが必要となる。   

3）《一人前レベル≫（2～3年の経験者）  

ある程度の技能レベルに達していて自信を持ち始め、利用  

者の背景を理解してサービスを組み立てられる。経験の範囲  

内ではあるが、不測の事態にも対応し、管理する能力を持っ  

ている。   

4）《中堅レベル≫（3～5年の経験者）  

状況を全体として把握し、利用者の状態に合わせたケアが  

できる。これまでの経験では遭遇しなかった異常事態の発生  

を事前に察知し、行動を意思決定していくことができる段階。   

5）《達人レベル≫  

膨大な経験を積んでいるので、一つ一つの状況直感的に把  

握して、正確な問題領域に的を絞り、適切な介護を行うこと  

ができる。  

3．研修のあり方について  

1）「新人レベル」では手順の習得は必須だが、その段階を経  

た後は利用壱の状況に応じたケアの実践ができる柔軟  

性のあるレベルに達すること（中里レベル）が求められる。   

2）介護職に入って2～3年の「一人前のレベル」に達する時期  

の研修は非常に重要である。しかし研修内容を岨嘱して自分  

のものにすることはなかなか難しい。しばしば研修が身に付  

いていない。もしくは成長が遅いと感じるジレンマを経験する。   

3）「一人前」から「中里レベル」へのステップアップには、「自  

分の経麟を富岳化していくこと」が欠かせない。例えば事  

例検討や報告などによって、他人から指摘を受けたり、他人の  

経験から学ぶことで、実践における直感を磨くことができる。   

4月19日に恒例の祝賀会が開  

催されました。第一部に新津ふ  

み子先生の講演会、記念写真  

撮影の後、第二部に懇親会があり、  

出席した約100名の訪問介護員  

と合格の喜びをかみしめました。  

l鱗濱会「勉補し掛ナる書び」の廿子  

1．プロローグ いくつになっても勉強したい  

専門職として成長していくには技能の習得は勿論であるが、   

様々な人生経験・現場経験を経て、常に勉強し続ける姿勢が   

必要である。  

あるデイサービスで「英会話の勉強がしたい」という利用者   

の何気ない一言から、デイサービス内で英会話サークルが生ま   

れ、ハワイ旅行が実現した。職員が「どうせ年寄りにはできない   

から」とあきらめず、利用者の具体的な目標（動機付け）を重視   

し、達成に向けて様々な手段を用意した。デイサービスが果た   

す機能の一つとして、「いく   

つになっても勉強したい」と   

いう意欲をうまくサークル活   

動に生かすことができた。  

2．専門職として成長する段階  

1）《初心者レベル》   

直面する状況を過去に経験したことがないので、原則を学び   

つつ、経験を積みながら、技術を身につけていく。  

2）《新人レベル≫   

介護の手順書をたどりながら現場の業務を覚えていく段階。   

実践の繰り返しの中で出会う重要なパターンに気付き始め  

ショートステイゆめてらす三軒茶屋   スタート！   

ムで映画鑑賞を楽しんだり、キッチンでお菓子を作ったり、自前の  

三味線を持ち込んで腕前を披露するなど、自宅と同じように楽しく  

過ごされています。認知症の方に対するケアも、職員が個別にき  

めこまかく対応しております。  

皆様、こんにちは。「ゆめてらす ≡  

軒茶屋」支配人の中村正平です。   

4月1日の開所早々ご利用予約を沢  

山戴き、5月末には7・8月以降の予約も  

埋まり始めました。二回目、三回日とリピー  欄酬野そン  3月13日に開所式＆内覧会が行われ、  

世田谷区長熊本氏、世田谷医師会長  

古畑氏、東京都福祉部長の狩屋氏、町  

内会長様等がご出席下さり、門出を祝っ  

支配人中村正平  ター予約の方が出始めているほどです。   

周辺の北沢地区を始め、世田谷区の地域住民の方々の好評  

を得た理由として、第一にご利用者がホテルライクな生活を楽し  

めるようにしたこと。つまり従来の福祉施設にありがちな‘時間に  

縛られた生活’ではなく、個々の起床時間や食事時間に幅を持た  

せ、‘ご利用者の生活リズムを重視したこどにあります。  

て下さいました。この場を借りて御礼申し上げます。   

1 ・ 第二にご利用者がスタッフと気軽にお喋りしたり、自分の好き  

な趣味を楽しむという‘自宅での生活をそのままゆめてらすに  

持ち込めたこどにもあるでしょう。ご利用者は昼間、アクトルー  




