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各種研修のこ案内

「100歳 の実顔」 写真提供:グループホームいしかわ

協会理事長 入船 啓一

総会および研修会の報告     「 認知症とともに生きる」当事者が語る思い

丹野智文氏×井上博文氏  第 5回 介護甲子園

グループホームのサービス言平価が変わります

愛媛県地域密着型サービス協会組織 ・委員会

愛媛県地域密着型サービス協会研修予定

職員教育に熱心な事業所表彰について

あ!運・進  う ちのかんばんリレー

熊本地震 緊急時災書介護支援チームDCATに おける活動報告

県内事業所の紹介

会員事業所名簿

私の1冊  ち よつとおでかけ。おすすめスポット紹介  編 集後記
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協会理事長 入船 啓―

暑さ厳しき折、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上

げます。又、日頃は当協会の事業活動に格別のご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、平成28年 度は、リニューアルした相互研修、来年より実施されますグルー

プホームのサービス評価事業の周知、愛媛県から指定を受けて実施する認知症介護

基礎研修及び認知症介護実践者研修、また、委託研修の認知症対応型サービス事業

開設者研修 ・管理者研修及び小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修など、

会員事業所様の質向上に全力を上げていく所存です。ご協力、そして研修会への参

加をお願い致します。

参加者総数 :約247名

(当協会会員事業所、行政、各関係機関・団体、その他各種介護サービス事業所等)

4月 27日 、憂媛県生涯学習センター(松山市上野町)で平成28年 度の通常

総会を開催しました。研修会では「認知症とともに生きるJ～当事者が語る

思い～というテーマで、おれんじドア実行委員会 代 表 丹 野智文氏と

パートナーの井上博文氏にご講演いただき、そのあと第5回 介護甲子国最

優秀賞を受賞されたグループホームルンピエーの報告発表やグループホー

ムサービス評価モデル事業報告会を行いました。

妻

卦

司から怒られることが増えていきました。怒られるたび言

い訳しかでき或 時には嘘もつきました。「本当におかしい

なあ、どうして覚えていられないのだろう…。。」と思いま

したが、誰にも相談できませんでした。しかし、ある日、毎

日顔を合わしているスタッフの名前が出或 声を掛けたく

ても掛けられなくなり「おかしい、以前とは何か違う」と感

じて脳神経外科を受診しました。

〒 〒 〒 〒 〒 雫 審 雫 語
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認知症とともに生きる」
当事者が譜る思い
おれんじドア実行委員会 代表 月野 智文 氏

<丹 野智文氏>宮 城県在住。2人の娘の父。39歳 で若年性アルツ八イマー型認知

症と診断されたが、職場の理解を得て営業職から事務職に変わり、勤務時間を短

縮しながら会社勤めをしている。現在、認知症本人のためのもの忘れ総合相談『お

れんじドアど代表としてテレビ出演(NHKス ペシャルrシリーズ認知症革命J等)や

全国各地での講演等、精力的に活動を行っている。

Bおかしい年以前とは違う…

異変を感じたのは約5年前です。人よりも物覚えが悪

いなと感じ、それまでは手帳に記入していた予定をノー

トに書くようにしたのですが、書く量が増え内容も細かく

なっていきました。他のスタッフに「お客様が来たから

行ってきな」と言うと私のお客様だったり、「お客様が

待っているから挨拶しなさい」と指示されても、どの人が

自分のお客様か分からなかったりすることが多くなり、上
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目畠餞寵題鶴警たら鹸等ら参…

「ストレスですね」と病院で言われれば、自分でも納得

し気持ちが楽になるのではないかと考えていました。しか

し、大学病院を紹介されて訳も分からず入院となり、検

査の結果、アルツ八イマー型認知症と言われました。妻に

は心配を掛けたくないと思い平然とした顔で聞いていま

したが、隣を見ると妻が泣いていました。この先、寝たきり

になるのか…・、会社や子どもにはどのように話しをした

ら良いか…・、夜になると病気のことで頭が一杯になり不

安で眠れませんでした。

インターネットで「30代  ア ルツ八イマー」と検索する

と、若年性認知症は進行が早く、何も分からなくなり寝た

きりになる…・などの情報ばかりで、調べれば調べるほど

絶望だと感じて涙がこばれてきました。退院して国からの

支援がないだろうかと思い区役所に行きましたが、「40

歳以下の場合、介護保険が使えないので何もありませ

ん。」と言われ、「そうか、年寄りがなる病気だからしょう

がない…・」と思い区役所を後にしました。

昌ヨ轟寵蓮鐘曇旨こ量きる遷壁善ヽ惨遺
「認知症の人と家族の会」の事務局で、若年の集いが

あることを教えてもらい参カロしてみました。しかし、行って

みると年輩の人ばかりで「私はこの場に入っていいのだ

ろうか、場違いではないだろうか。」と不安が募りました

が、みんなが優しく声を掛けてくれました。話しをしてみ

ると同じ病気で飲んでいる薬も同じ、なんだか嬉しくなり

ました。そして、「助かった、自分の病気のことも言える、分

かってくれる人がここにいる。」と感じました。

病気になって一番辛いことは病気になったことではな

く、妻や子ども達、両親に心配を掛けていることです。妻

は気にしない′S、りをして明るく接してくれますが、陰で病

気について調べています。両親は心配でしようがないの

が分かります。本来ならこれから私が親孝行をしなけれ

ばならないのに、これから先も心配を掛け続けると思うと

とても辛く感じます。家族の会に参加した最初の目的は、

私の病気が進行した時に、私が参加していれば妻を誰か

が助けてくれるのではないかと思ったからです。しかし、

実際には私自身が助けてもらい、今では楽しんで集いに

参加しています。

アルツ八イマー型認知症にはなりましたが、悪いことば

かりではありません。家族と過ごす時間が増えたこと、家

族の会の人々と知り合えたこと、たくさんの人の優しさに

触れあえたこと中●。認知症の当事者(以下、当事者)との

出会いにより、10年 経っても元気で居られることを知り

ました。何より「認知症=終 わり」ではないことに気づきま

した。そして、私が選んだ道は認知症になったことを悔や

むのではなく、「認知症と共に生きる」でした。

雪歳象を者率プン岳こ諺まら

～ゴサ軽巌藁もヽ基整を摯てるんえからをヽ善ヽ処夢警護惑ヽ～

生活していて困ることは、障がい者だと誰も気がつか

ないことです。初期の認知症の人は身体障がい者と違い、

見た目には普通の人と変わりがないからです。それなの

で普通に話し掛けられますし、物事も頼まれます。普通に

やろうとしますが、できないこともあります。そうするとす

べてが嫌になってきます。

そこで、病気をオープンにしようと思いました。病気だ

と分かってもらうことで、支えてくれる人がたくさんいるか

らです。もちろん、そう思うまでには色々と葛藤もありまし

た。なぜなら、まだまだ認知症に偏見を持っている人が多

いからです。「偏見があるのでオープンにできないと」と言

われる当事者が多いのも事実です。しかし、偏見は自分自

身や家族の心の中に在ると思います。実際に偏見の言葉

を言われたことがないのに「周りの人から何を言われる

のだろう」、「どのように思われるだろう」と考えてしまうの

です。私も病気をオープンにすることで、家族に迷惑がか

かるのではないか、子ども達がいじめられないか考えてし

まいました。
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ある日、両親に病気のことをオープンにしたいと相談す

ると「自分の思うようにしなさい」と言ってくれました。そ

して、子ども達に「もしかしたら友達に知られるかもしれ

ないよ」と話すと、「パパは良いことをしてるんだからいい

んじゃない。」と言ってくれました。その言葉で、私は病気

をオープンにしようと決めました。

圏鈴寵畿。畿轟人で纏綾く苺

ゴ電串隷安申である畠鐘

昨年、中学 ・高校の部活の仲間と会う機会がありまし

た。仲間に病気のことを知っていってもらいたかったので、

アルツ八イマー型認知症になったことを初めて話 しまし

た。そして「次に会う時、皆のことを忘れていたらごめん

ね。」と冗談交じりで話すと、「大丈夫、お前が忘れても俺

たちが覚えてるから!」と言って、私が忘れないように定

期的に会おうとも言ってくれました。それまで私は、みん

なとの伸が切れてしまうのではないかと心配していまし

たが、全て吹き飛びました。これから多くの人の顔を忘れ

てしまうかもしれません。でも、みんなが私のことを忘れ

ないでいてくれる。だから忘れたっていいじゃない。そう

思ってこれから生活 していこう…。と思えるようになりま

した。

私は認知症になっても、周りの環境さえ良ければ笑顔

で楽しく過ごせることを知りました。人と人との繋がりが

大切で、それが私を笑顔にしてくれたのだと思います。こ

れは若い人でも、年輩の人でも同じだと思います。

認知症と診断された頃は、周りの人たちを介護者、世話

人だと思っていました。しかし、一緒に出掛けたりしてい

く中で、出会ってきた人達すべてがパートナーと思えるよ

うになりました。現在、私と一緒に活動している人達も自

らを介護者とは名乗りませんし、私もサポートしてもらい

ながら、何かを一緒にするパートナーと感じています。で

きないことをサポートしてもらいながら、できることを一

緒にするという考えを持っていれば、皆パートナーになれ

るのではないでしょうか。

醸誓議る騒鐘韻率籟館轡鶴鶴魯

今までは認知症というと、何もできなくなるのでやって

あげなければ…・と思っている人が多かったと思います。

しかし、できることを奪わないでください。そして、時間は

かかるかもしれませんが待ってあげてください。一回でき

なくても、次はできるかもと信じてあげてください。当事

者は失敗したことを分かつています。分かっていても何故、

失敗したのかが分からないだけなのです。失敗して悪

かったなと思っている時に怒鳴られると、どうしようもな

く怒りに変わるので曳 失敗しながらも自信を持って行動

すると、できた時には自信が持てます。失敗しても怒られ

ない、行動を奪われないことが、気持ちを安定させ認知

症の進行を遅らせるのだと思います。

そして、周囲の人たちを対等な立

場であるパー トナーと感じることが

できれば、「できることは一緒にやろ

う!」と思えてくるのではないでしょ

うか。 こ のことは、認知症の当事

者だけでなく、全ての人に当てはま

ると思います。医者だって「一緒に病

気を治すパー トナー」と思うように

なれば、昔のように手足を縛ること

はできないと思います。福祉 ・介護

の専門職の人たちも、「この人には

何が必要なのか」と考えるようにな

り、直ぐに介護保険の話をするので

はなく、一緒に寄り添うことができると思いま曳

圏園恭畿翁轟覇畿醒鶴

2014年 11月、日本初の認知症の当事者団体、日本認

知症ワーキンググループが設立されました。一人ひとり

の声は」ヽさくても、当事者の声を結集して、社会をより良

ヤラん，一チ打存！秦！！！！！舟・
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く変えていくための建設的な提案をしていきたいと立ち

上がりました。

私は若年の立場から、30代 、40代 でも認知症になる

可能性があり、若年性認知症の当事者が子どもを育てて

いくための支援が必要であること、診断されてから介護

が必要になるまでに、ほとんど支援がない空白の期間が

あることを知ってもらいたい。また、私は、告知され不安で

いっぱいな時、どこに何を聞けば良いかも分からずにい

ました。本人や家族は不安でいっぱいなのです。何も分か

らないことが不安を増 し、本人や家族を鬱などの他の病

気にしてしまうと思います。認知症とはどのような病気な

のか、どのように進行していくのか、どのような支援があ

るのか、どのように手続きをすれば良いのか、認知症の人

と家族の会についてなどもっと伝える必要があると思い

ます。そして、認知症を告知され絶望だと思っている人が

長期絶望にならないように、私が活動している姿を多く

に人に見てもらい、「認知症になっても活動できる!」と前

向きになってもらえるように発信 していかなければなら

ないと考えています。

昌墨襲 尋―書種整暴襲ずえ鋒翁 菱ヌ

～ 軍牽 義え 華軍ゴ窒～

昨年5月には認知症の当事者が、不安を感じている当

事者の話を聴くという初めての試み「おれんじドア」が仙

台で始まりました。認知症になっても一人で悩ま或 家族

はもちろんですが、家族以外の人でも良いので「困ってい

るから助けて」と声を上げることが大切だと思いま曳 家

族には相談しにくいことも、家族以外なら気軽に言えるこ

とが多くあるからです。しかし、当事者以外の周囲から

「大丈夫だよ、頑張りなさい」と言われても、自分の気持ち

Λ ハ ∧

寵

を「お前がわかるはずないだる、認知症にもなったことな

いのに」と思い反発してしまいま曳 当事者にしか分かり

合えないこともあると思いま曳 私は、先に不安を乗り越

えた認知症当事者との出会いがあり、「この人のようにな

りたい、いつか私も不安で困っている仲間を助けたい。」

と前向きになれました。「おれんじドア」は、最初の一歩を

踏み出してもらうための「ドア」で「居場所」ではありませ

ん。来てもらった当事者に認知症でも笑顔で過ごせるこ

とを知ってもらい、「居場所」へと繋げる役割があると

思っています。

騒入堂tま革壽幾進襲なつて岳

新しく作る塁整ができる

家族はどうしても認知症になる以前の姿を追い求めて

しまい、できなくなることを受け入れることができません。

そのことで、今までとは違う姿は見せたくないという当事

者も多くいます。今までのようにはいかないと、受け入れ

る勇気が必要と感じています。受け入れることで、人生が

終わるのではありません。実際に良い意味で諦めること

で、できることを楽しめるようになった全国の仲間たちは

とても輝いていま曳 私も営業の仕事、好きだった車の運

転を諦めましたが、今まで想像もできなかった合唱団で

歌ったり、講演活動をしたりなど人生が大きく変わりまし

た。人生は、認知症になっても新しく作ることができるの

です。

認知症は決して珍しい病気ではありません。誰でもな

る、ただの病気です。皆さんもいつなるか分かりません。

是非、みんなで支え合える社会を作りましょう。私も認知

症ですが、同じ認知症の仲間を支えていきたいと思って

います。
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おれんじドア実行委員会 事務局

小規模多機能型居宅介護シンフォニー将監 管理者

熙鹸ンヽ量

井上博文氏 (以下/井 )丹 野さんは、

「“サポーター"か
ら
“
パートナー"へ

」とい

う言葉を発信されていますが、そのこと

について少しお話しお聞かせください。

鶏野轡黄最 (駆苔/爵)認知症サポー

ター養成講座に行くと、受講生の方か

ら「丹野さん、身近に認知症の人いない

んだけどどうしたらいいの?」と質問さ

れることがありますが、別に認知症の人

を探しだす必要はないと思います。パートナーであれば、

認知症の有無にかかわら或 地域に本当に困っている人

がいれば助けるのが普通ではないでしょうか。そういう

世の中になって欲しいと思うようになり、
“
パートナー"と

いう言葉が生まれました。

井/丹 野さんは日常の暮らしでいるいるな工夫をされて

いますが、その工夫についてお聞かせいただけますか。

鶏 自 分の記憶が悪いのでしているだけなのですが、皆

さんに話したら「工夫だよ」と言われます。例えばリビング

に自分専用のA3サ イズのカレングーと、コルクボードを

貼っているのですが、カレンダーには講演や仕事の予定

も書いています。そうすると、「パパ、今日は①Oに 行くん

だね」と私が忘れていても家族が教えてくれます。

コルクボードには、メモや病院の予定表、時刻表などがあ

ります。実は会社に行く時間を覚えてないんですよ。だか

ら、「7時 20分 に家を出てバスに乗る」と書いてあります。

そうすると7時 20分 に子どもたちが「パパ早く行きなさ

い」と言ってくれるので、家族に助けてもらいながら生活

することができている。何でも自分ひとりで抱え込まない、

家族に助けを求めることが必要ではないかと思いま曳

井/ち ょうど家族の話が出ましたので、奥さまとのコー

ヒーの話を…

爵
′
私は、家族のコップに朝のコーヒーを入れて配ること

を仕事にしているのですが、途中に他のことをすると入れ

たことを忘れてしまう。「誰が入れてくれたんだろう…・」と

思うんですよ。子どもたちは入れないので妻だなと思い

「ママ、ヨーヒー入れてくれてありがとう」と言うと、妻は

「良いよ、いいよ。でも、自分で入れてたけどね～」と笑って

います。それで良いんです。自分で入れたことを認識させ

てくれますし、笑顔でいてくれると「失敗したけどいいや、

また明日もコーヒー入れよう」と思えます。
“
良いよ、いい

よ
"そ

の一言も怒られない環境じゃないかと思います。

娘も笑顔で接してくれます。出勤前に「歯磨きをしないと

いけない」と思っていると、3回 くらい歯磨きをしているこ

とがあります。それを見て「パパ、3回目～」と笑っています。

そこで「パパ(もう3回も磨いて1」と言われると嫌ですが、

笑って言われるので全然問題ないと思いま曳 娘も「記憶

が悪いけど、普通にパパだよね。」と言ってくれま曳

娘たちは、思春期のきつい時期の高校2年生と中学3年

生で、文句が言いたいときは常に言ってきます。しかし、

“
認知症のパパ

"だ
と思っていれば、遠慮して言えないと

思います。「パパ、ちょっとウザいんだけど。」そんな風に

言ってくれることも、私にとっては
“
認知症のパパ

"と
思わ

れていないことが実感できて嬉しいことなのです。こうい

う普通の環境、普通に接してくれることをとても嬉しく感

じています。家族の中で怒られない環境があると、普通に

生活していくことができるのではないでしょうか。

■=‐

墨

′
力
″ｔ
じ
ド
ア
実
行
奏
員
会

ン



井/『ガイアの夜明け』をご覧になった方はご存知でしょ

うが、丹野さんはトヨタのディーラーに勤めていて、以前

は東北で一番車を売っていた営業マンだったのですね。

翔 車 を売ろうと思ったことがないんです。どうしたら、こ

のお客さんに「好きになってもらえるのだろう」ということ

を常に考えて仕事をしていました。会社から貰った葉書

は宣伝入りなので、100円 ショップでかわいい葉書を買っ

てきて、全部手書きで書きました。それでも見てもらえな

いのでは中0と思い、犬が好きな人なら犬の記念切手、女

性なら花の切手を貼るなど、常に相手のことを考えてい

たら少しずつ売れるようになっていきました。信用しても

らえると、車も売れるし、タイヤも売れる。車検も保険も

入ってくれる。そういう風にして18年 間営業してきました。

お客様のことを「常に気にしています」ということを伝えて

いました。例えば大雪の次の日は、お客様全員に「昨日大

雪でしたが、大丈夫でした?」という電話をしました。そし

て話の最後に「車検ですがいつ入りますか?」と話します。

そうすると毎日でも電話できます。きっかけは自分で作る

のですが、理由は何でも良いのです。他の営業マンは「点

検ですが、どうですか?」と電話して最初に言うので、次の

点検まで電話できないんですね。私は「常に気にしていま

す」ということをいつも考えて電話することで、お客様から

少しずつ好きになって頂けたのではないかと思います。

井/丹 野さんのお話、何かの職業に似ていませんか?私

たち福祉・介護の職業で曳

丹野さんに営業のお話をしていただくと、私たちが利用

者さんと関わろうとしている姿勢と同じなんだなといつも

思うのです。車を売ることからスタートするのではなく、ま

ず人を知ることからスタートしています。そして「この人は

何が好きなんだろう?」「常に気にしている」という気持ち

で会話をしていくことなど、私たちが学ばなければいけな

い部分なのだろうと思います。

最後に当事者の方たち8人 がお話していたとき、衝撃的

な言葉がありました。そこだけ最後にお願いしま曳

丹 私 は介護保険を使っていませんが、他の人たちは使

われています。皆さんケアマネージャーが自宅に来ている

ことは知っているのですが、誰も話したことはありません

でした。それだけ、認知症の当事者とは話してない。もし

かしたら喋っているという方もたくさんいるかもしれませ

んが、当事者は喋っていないと感じている。家族とばかり

話しているんだなと思いました。

～介護甲子園とは～

介護から日本を元気にしたいという想いを持つ全国の同志に

より開催される、介護業界に働く人が最高に輝ける場を提供

するイベントです。

録 __裏裳ミン‐
等 報 告発表 著

グループホーム
ガレンビニ中

～発表内容～

～しとけば良かった。ではなく、
～して良かった。と思える看取り。

開設して15年 の想いと未来に向けた想

いを伝え、想いを一つにした発表になり

ました。

鞠 ン
一



グル…プ本一ムの
サービス評価が変わります

グループホームのサービス評価が制度化されて14年 。そ

の間、サービスの質の確保・向上を図るツールとして活用さ

れてきましたが、その一方で、取り組みの意識格差や形骸化、

事業所の全体像や評価内容やその結果の分かりにくさ等が

課題としてあげられてきました。

当協会では、平成27年 度「4ルレープホームにおける新たな

サービス評価モデル事業」を実施し、このモデル事業で検討

した新たなサービス評価モデル案は、愛媛県地域密着型

サービス評価事業運営委員会で審議され、平成29年 度4月

1日からこの実の方向で進めていくことが了承されました。今

年度はその試行期間として、準備していくことが求められま曳

当協会では、去る5月 19日 (中予地区)、5月23日 (東予地

区)、6月2日 (南予地区)、説明会を開催し、新たなサービス

評価の内容について事業所をはじめ各関係者、関係機関等

への周知。理解を図る取り組みを行っています。

■ 新しいサービス評価の4つのポイント

事業所がどのような所か、利用

する側が知りたい情報が一目でわ

かる概要表を作成し、開示しま曳

■ 評価項目について

4領域、評価項目51で構成、内36項目が利用者への支援

内容になっています。また、各項目に小項目を設けて一つひ

とつ点検できるようになっています。

欝 算襲 |.その人らしい暮らしを支える(36項 目)

||.家族との支え合い(2項目)

|||=地域との支え合い(2項目)

IV=より良い支援を行うための運営体制(11項目)

■ 期待 される 3つ の効果

「利用者本人にとってどうか」という視点を大切に、利用者

の暮らしの質の確保・向上を図るための支援内容が具体的

にわかる項目が多くなっています。

各項目に問われる意図や内容について細分化し、その一

つひとつについて点検・評価でき、ガイドブックがなくてもそ

の項目の意味や意図することがわかるようになっています。

実践の達成程度を記号(◎:よくできている ○ :ほぼで

きている △ :時々できている × :ほとんどできていない)で

表記します。ことによリー目で状態の把握ができ、事業所が

取り組むべきポイントが明確になりま曳

それぞれ外部の立場からの多面的な評価が得られます。

良し悪しを決める「評価」ではなく、さらなる取り組み(ステッ

プアップ)に繋げる「多様な外部からの目」であり、家族や地

域の人たちが日頃から
“
身近に関わる

"と
いう意識の醸成に

も繋がりま曳

事業所は、グループホームのめざす姿や取り組むべきポ

イントの一つ一つを確認しながら振り返り、現状を評価

することによって、今後の更なる取り組み(質の確保・向

上を図る)に繋げていくことができます。また、外部評価

だけでなく、家族や地域の評価を踏まえて取り組みの優

先順位を明確にすることができま曳

利用者や家族、地域の人たちは、事業所の実像やサービ

スの質の確保・向上を図るための取り組み姿勢、努力・

工夫等について具体的に知ることができます。

運営推進会議でサービス評価の取り組みや結果、目標

達成計画の進捗状況等、多面的かつ具体的に意見交換

することができます。

2ロ

3.

新たなサービス評価書式は、当協会のホームページか

らダウン回―ドできます。



憂媛県地域密着型サービス協会組織 ・委員会 鶴

▼, t 。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・, す。・・・

ブロツク長 :奥野谷 誠
理  事 :原  文 書 1大野 弘 美
委   員 :佐 木々久美子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プロック長 :小林 厚 子
理  事 :片岡 俊 策 1越智 哲 哉 1中山 尚 子

ン ン ヲ ン 轟 勝
…… … … … … … … … … … ・

プロツク長 :伊藤 浩 明
理  事 :藤中 聖 子 1谷本 茂 樹

理 事 長

副理事 長

事務局 長

会 計監査

入船 啓 一

河本 量 仁

安岡 英 載
相原あや子

エピソード 1
)げない感動エビツードを現場の新入スタッ

働き始めた頃は、認知症の入居者

様とのコミュニケーションに苦戦す

る日々 があり、とまどいもありました。

勤務して5年。今でも毎日が勉強で、答えが見つからない時も

ありますが、生活の中でヒントを見つけてケアにつなげていけ

たらなと思つています。

ある入居者様 (Sさん)は、グループホームの中で最高齢の

102歳 です。「なあ!」が□癖のSさん。入居当時と比べて筋力

も体力も低下し、ほとんどベッド上での生活となり□数も滅つ

てきましたが、「なあ!」は健在です。

「なあ!」の一言にはSさんの思いがこめられています。

その「なあ1」の思いを受け留めながら、Sさんの人生最期まで、

ケアの向上につとめていきます。

ン

Yさんは気性が荒く認知も進み妄

想、幻覚もあり、職員泣かせの人。

でも私は何となく気が合うのです。

私の母が急死し、休み明けで出勤したら「あんたどしたん?長

い事見んかったなあ」と、「かぜひいとったんよ」とさらっと会話

をかわしました。私は普通に仕事をしていたつもりですが、そ

の時々に「あんた大文夫?どしたん?」と私を気使う言葉を

私はグループホームに勤めて9年

目になりました。この9年、たくさん

のお年寄りと出会い、たくさんのお別れをしました。そんな中

ですごく嬉しい事がありました。

家に帰りたいという気持ちが強いSさん。私が、夜勤で出社し

た時、「おかえり～!」と言つてくれたんです。その時最初は

「えつ?」と思いました。私は仕事に来たという思いでしたが、S

言つてくれるのです。母が亡くなつた事を言うと「大変やった

なあ～」とその後も「大丈夫?」「落ちついたか?」と気にかけ

てくれて母の死をなかなか受け入れる事のできなかつた私は

Yさんに救われました。今年の夏で2年がたちます。

Yさんの記憶にはもうありません。そして私も母の死を受け入

れ、変わらぬ毎日を過ごしています。

さんにしてみると、出先から帰つて来てくれたと思つてくれて

いてすごい笑顔で迎えてくれました。私を家族のように想って

くれ、装してくれるSさんは、毎日息子さんが来てくれるのを

待つておられます。息子さんの事を想うように私にもやさしい

Sさんの側に寄り添つて、少しでも楽しい時間を過ごしていた

だけるよう努力していきます。



5/19t木 )

7/21t木 )

1/10t木)

第5回 11/12t木 〕 総合福祉センター i

19:00～21i00

6/14t火 〕19:00～21i00
総合運警福社会館 !

～虐特のメ
(私達専門職に求められる事とは…)

第2回 18/ 1 8体 )
愛燿県   i『 疾患別認畑症の理解パート①』(医学編)

総合社会福社会館 |～ヶァの一歩は疾患の理解から～

10/3 (月 )

『感染症への備えは大文夫?』
フロから学ぶ感染対策、
拡大させないための工夫

妨問看題ステーションほのか

吉岡 ひとみ 氏

12/7t水 〕119:00～21:00
愛媛県  i『 疾患別認知症の理解パート②』(ケア編)

総合社会福社会館 1効果的なケアの仕方を考える

『メンタルヘルスマネジメント』
～八ラスメントの観点から～

西予市   i認 知症の理解
教育保健センター

!虐待について

西予市   !救 急救命
教育保健センター

1救 急車が来るまでに

10/26t水 ) 教育保種延しター i感
染症について

11/24(木 〕
西予市

教育保健センター
接遇・対人関係・スタッフ間の

コミュニケーション

第5回 11/18t水 )
教育程種電し夕_!ケ アプランと記録

2/15t水 )
教育保種電'タ ー i検

討中

憂媛県地域密着型サービス協会 研修予定 ●

回 開催予定日1 時 間 場 所 研 修 内 害 講 師 定 員

新居浜消防署 救急対応 新居浜消防署 60名

協会理事 80名

グループホームルンピニー

施設長 相原 あや子 氏 80名

80名

代表取締役 越野 文枝 氏 180名

事例検討(GW)
瞬知症介譲研修指導者

森サli隆氏

理カタリナ大学

80名

人
擁棚督督 :5皓

譜閣運撰 !loo名

50名

湧知症デイサービス ピA― ラ

管理者 竹村 文子 氏 50名

50名

入船 啓一 氏   :70名

(予定)西予市消防署 ,70名

(予定)八播浜保健所

検討中 70名

検討中 70名

(予定)森サll隆氏 70名

憂媛県地域密着型サービス協会小規模ネット学習会開催予定 ●

第1回17/21t木 )
憂媛県  !小 規模多機能ケアを深めよう

総合社会福社会館'①日々 の支え方(生活支援)を考える

憂媛県
総合社会福社会館

進化して深化する小規模多機能
～これから求められる小規模多機能とは～

①ステップl ② ステップ2

第3回 1 11月
愛媛県   1小 規模多機能ケアを深めよう

総合社会福社会館!②家族の支え方を考える

愛媛県  !小 規模多磯能ケアを深めよう
総合社会福祉会館 l③地域と連携した支え方を考える

畿 卜会範1告客匿毒督暫星言↑〒?香
践から義

総合社会福社会館
|二種真ぁ発進事例から学ぶ～

協会理事 50名

全国小規模多機能型
居宅介護事業者連絡会

山越 孝浩 氏
80名

50名検討中

検討中

※会場の都合により、日程が変更になることも子ざし

50名



職員教育に熱心な事業所
表彰について

当協会では、ブロック研修を受講した職員が多い事業所を
“
職員教育に熱心な事業所

"と
して毎年総会で表彰していま曳

表彰事業所には賞状と記念品を贈呈していま曳 過去3年間、表彰された事業所は次のとおりで曳

平成25年 度

①グループホーム
カミングケアステーション

②グループホームしおさい
③グループホームむつみの家

①小規模多機能ホームあったか

②グループホームはなの家

③グループホームむく

①小規模多機能型居宅介護めぐみ
②グループホーム薬師谷マナー

③グループホームあいの里
③グループホーム竹の園

平成26年 度

①グループホーム
カミングケアステーション

②グループホームむつみの家
③グループホームほっとやまうち

①グループホームむく
②ヴⅢじ―プホームはなの家
②小規模多機能ホームあったか
③グループホーム梅本の里
③グループホーム風花

①グループホーム春の風

②グループホーム薬師谷マナー

③グループホーム丸の内はとぽっぽ

平成27年 度

①グループホームカミングケアステーション
②小規模多機能型居宅介護事業所
垣生倶楽部

③グループホームむつみの家

①グループホーム風花
①グループホーム梅本の里
②小規模多機能ホームあったか
③グループホームはなの家

①ゲ)じ―プホーム竹の園
②グループホームうつのみやさんの家
③グループホームあいの里
③グループホーム銀河

昨年度の合同研修に引き続き、第一部では
“
チャレンジ事例発表

"を
行いま曳

“
チャレンジ事例発表

"と
は、参加申し込みを

きっかけに
“
何か

"に
チャレンジし、その結果が出ても出ていなくても、9月の合同研修会時点で発表するというものです。

内容は利用者の方に向けた取り組み、職員や事業所への取り組みなど様々。昨年のアンケートからは「元気をもらった」「共

感でき自分も頑張ろうと思った」などの声や、発表者も、来場者からのメッセージに「また勇気づけられた」などの声がありまし

た。今年度も、来場者、発表者ともに新たな
“
チャレンジ

"に一歩踏み出すきっかけにしたいと思いま曳

第2部 では、昨年中予ブロック研修「ストレスに負けない職場の環境作り」で受講者から大変好評だったメンタルヘルス対

策促進委員の仙波亮一先生を迎えま曳 優しい人柄と穏やかな話し方に知らず知らずと聞き入ってしまい、ポ回っと目から鱗

が落ちるようなお話が聞けると思いま曳 ご家族や、地域の方もご参加OKで 曳 ぜひ皆さんでお越しください!

今年度の認知症介護実践者研修は2回の予定です。
※本研修は、平成28年度から愛媛県の指定をうけ実施することになりました。

函   「チヤレンジ1l H」～「夢」「思い」をかなえよう～

<第 1期 日程 >

開 催 日●平成28年 10月 7日 (金)～10日 (月)

11月 24日 (木)

会  場 ●憂媛県生涯学習センター(松山市上野町)

受講定員●60名  ※ 応募は既に締切

<第 2期 日程 >

開 催 日●平成29年 1月開催予定

会  場 ●愛媛県生涯学習センター(松山市上野町)
受講定員 ●60名
※第2期の募集に関する詳細は10月 中旬ごろ協会HPを ご覧ください。

種研修のご案内

開催日時 ●平成28年 9月 29日 (木)13:00～ 16:30

会  場 ●テクノプラザ憂媛(lFテクノホール)

介護職員ホットラインを開設しています。

介護職の抱えている悩みを少しでも解決する糸回になればと相談窓口を

開設。まずは、話すこと、話を聴いてもらう事で気持ちが落ち着いたり、整

理できたりします。どうぞ気軽にお電話下さい。日:よ(1月を除く)

「相談ホットライン」の日!



みんなの運営推進会議

うん しん

運 と進

運営推進会議を活かしたサービス評価の取り組みについて

小規模多機能ホームだんだんは、平成19年5月1日に開

設し、松山市の閑静な住宅街の一角にありま曳

平成27年 度4月から導入された、「小規模多機能型居宅介

護の運営推進会議を活かしたサービス評価」の取り組みに

ついてご報告します。

今回の新たな取り組みについて、当初はどのように行うの

かその方法にばかり目が向いてしまった所もありますが、事

業所を等身大で振り返るきっかけになるように心掛け、下記

の1～ 3の ような段取りで取り組みました。

1コ 『スタッフ個別評価』(8月～9月実施)

取り組み当初は、「項目の意味が分からない」「どう判断し

て良いか分からない」などスタッフが困惑している状態があり

ました。しかし、個別にガイドを調べたり、管理者が説明を繰

り返すことでなんとか一人一人のスタッフが自分の取り組み

を振り返るきっかけになりました。スタッフが個別の努力で自

事業所を知るうとした事は大きかったと思いま曳

J
革tl

おおむね2ヶ 月に1回開催することが義務付けられてぃる
運営推進会議ですが、そのテーマ(議題)や進め方に頭を悩
ませてぃるという声をよく耳にします。そこで、運営推進会
議の内容やェ夫 してぃることなどを曽きまから募 り、紹介
させていただくことにいたしました。

2.『 事業所の自己評価』(9月～10月実施)

スタッフの個別評価を全員参加のミーティングで話し合い、

事業所評価として取りまとめました。意見を擦り合わせる事で、

スタッフ同士が共感したり、気づき合う姿がありました。例え

ば、「多機能性ある柔軟な支援」については、入浴のみの短い

時間の支援や突発的な内容に合わせた支援の意義を振り返

り、ご利用者のタイミングに合わせた支援が結果として自宅の

暮らしを支えている現状が再確認できました。

3.『 地域かかわリシート』(10月～ 12月実施)

地域の方によって差はありましたが、シートに具体的に記

入できない現状がありました。このことから、日頃から運営推

進会議や行事に関わっていただいていても具体的にホームの

事を知ってもらう機会としては機能していなかった現状を改

めて確認していま曳 参加していただくことが目的になってい

た部分があるのではないかと気づかされました。

今回の評価を通して、まずは、地域の方々に事業所のこと

をより具体的に詳しく知ってもらう働きかけをすることが大

切であると痛感しました。そのために現在も取り組みを工夫

しているところです。それらの内容を『「サービス評価」総括

表』に取りまとめて協会のHPに て公表させていただいてお

りますので是非ご覧ください。

(管理者 石サ|1志保)

グループホームやまと

管理者 松栄 優嘉利

田舎ならではの日んぼの紹介です。

グループホームやまとの周辺は一面田んぼに

囲まれており、日植えの時期になると窓際へ向かい
「お～始まった」「うちも音はようお米を作りよった」

と田植えの話しでもちきりです(^▽
^)

近所の園児の散歩ヨースにもなっている為、

子供達がおたまじゃくしを見にくる姿も

楽しみとなっています♪

ううのかればんリレー

エビツード募集!i
―粛罷畳甜 採糧贄役よ騨餌解濯瞥

と希望される事業所は、事務局までご連絡ください。



驚本地震 緊急晴災書介護支援チーム
DCATに おける活動報告
愛媛県地域密着型サービス協会理事 越智哲哉

■ ‐■    ・ ・■   ‐ |‐.■    .!‐ _■
・  ‐ |.―■   |・ ■

2016年 4月22日、特定非営利活動法人 全国小規模多機能型

居宅介護事業者連絡会より当協会に人材派遣の依頼があり、4月

15日から19日までの5日間、災害支援活動に参加させていただき

ました。

4月16日]:25に発生した今回の地震では、熊本県西原村およ

び益城町において震度7を観沢」し、死者49人  負 傷者1684人 と

いう甚大な被書を受けました。熊本県は、全国小規模多機能型居

宅介護事業者連絡会の代表である川原秀夫氏が運営するNPO

法人コレクティブ(小規模多機能ホームきなっせ 他 )の本拠点と

いう事もあり、全国の各ボランティア団体を同氏が取り仕切り、目

的にあった災害支援を実践されていました。

私が配属されたチーム『DCAT』 (Dもaster Care Assistance

Team)は 、専門の介護職を発災直後の混乱が一段落した段階で

派遣し、福祉避難所や施設の高齢者へのケアを継続して支援しよ

うというものです。DMAT(Disaster Medical Assistance Team

=災 害派遣医療チーム)の活動は発災後48時 間が目途ですが、

DCATは そのあとに活動することをイメージし、全国から派遣され

たメンバーを1クール5日 で構成し、計画的・継続的な支援を行っ

V て います。

DCATの 活動の中でも特に重視している点が、被災された方と

地域との『繋がり』でした。災害時に必要な物資や支援は多岐に渡

りま曳 必要な物が必要な所に渡ら或 逆に不要な物資や支援が長

期間継続される事により復興の自立支援を阻害してしまうケース

もありま抗 本当に必要な人や物が適切に活用されるためには二一

ズの把握が不可欠であり、それを『繋げていく』ことが今回私達に

課せられた使命でした。

初日は、各避難所の支援に行かせてもらいトイレの整備や日用

品の手渡しなどの支援を行っています。多く被災者が避難している

事にも驚きましたが、同時に多くのボランティア団体が混在してい

る事に驚かされました。

被災以来、ホームの外に出られなかった為、外出したご利用者は、
「あ～～」という驚きの声を何度も発し、ホームに帰ってからも「町

がこんなになってる中●。」と皆に身振り手振りで話されていました。

テレビで見ていた景色を生で見

る事で、現実を改めて受け止めてい

る姿がありました。

私たち外部の人間が地元の事業

所の介護支援を

させていただく

意味は二つありま曳 一つは、被災した事業所のマンパワーの不足

を補うための支援。そしてもう一つは、私たちが事業所を手伝う事

でそこの事業所のスタッフが被災した地域の方の支援をすること

ですJ地 元の人間が、地元の力を繋げて復興に向かう」ことを川原

氏は大切に実施されていま曳

しかし、この取り組みは他のボランティア団体はもちるん、DCA

Tや小規模あんずのスタッフでさえ十分に理解する事は難しく、数

クールに渡って色々な方法で話し合いを重ねて取り組んでいます。

その結果、小規模多機能ホームあんずの職員さんから「なんのため

にボランティアを受け入れて、私達が何をしに避難所に行くのか理

解できました。避難所で私達がするべき事はあると思いま抗 」とい

う言葉を聞いた時、DCATの メンバーとして本当に嬉しかったで

曳 それらの情報を含めて次のクールにバトンタッチしました。

今回、私が災害介護支援チームの活動で一番感じたことは、被

災された方のニーズの多様性です。誰がどのような状態にあり、今

後どのような事が必要とされるかを知ってそれを支えるという事は、

短期間の外部支援者が行う事は困難です。だからこそ、人と人とが

有機的に繋がって一つの町を作っていく必要があると思いました。

災害時であるからこそ、一層そのことが必要とされますが、これは

被災された地区に限ることではなく、現在の私達の町づくりでも必

要不可欠な要素です。

今回の支援活動を通して、これからの地域包括ケアシステムにお

ける地域密着型サービスの重要性を再確認するとともに、『町づく

り』に向かって人と人が

繋がっていけるような

仕組みづくりに一人の

介護職として、また協

会の一員として尽力し

たいと思います。

(▲熊本地域ネットワークHPよ り)

ぜンン騒

『驚本地震災書義援金の報告』
..A・… … … … … … … … … … ん ..

愛媛県地域密着型サービス協会総会(H28427)に 参加

された皆様から賜りました募金で写真の内容を購入しました。

H28年 5月15日に越智理事より全国小規模多機能型居

宅介護事業者連絡会にお届けし、小規模多機能ホームあん

ずさんで活用いただいてい 冒攘ン華雲票壌ギ=革

ます。管理者の永井さんを

始めホームの皆様より感謝

の言葉を頂いておりま抗

※4/27総会および研修会時に
募金箱を設けました。
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ンはつぴい横丁(上島町)

0ケ アリビングそれいゆ(松山市)

0里 山(松山市)

新谷の家(大洲市)

瀬戸内の小島、上島町にあるデイサービスはっぴい横丁。

「わが家のように ゆ つたり ほ つこり」がモットーで、雰囲気は

普通のお家。デイサービスというよりは刷1染みのご近所さんの

ような風情で曳

料理自慢のスタッフが腕を振るうお昼ごはんもみんなの楽しみ。

利用者さんもスタッフも楽しく穏やかに過ごせる場所、それ

がデイサービスはっぴい横丁☆

株式会社 幸福丸

T794-2506

越智郡上島町弓削下弓削460
TELi0897-72-9181

FAX:0897-72-9181

芳
峯

‐

■2ユニット18名

お一人おひとりの価値観やライフスタイルを尊重しながらの

生活支援や地域ニーズヘも対応できる多機能型のグループ

ホームを目指して、平成28年4月より社会福祉法人砥部寿会

が運営を開始しました。当ホームの自慢は、管理栄養士が立

てた献立をもとに、職員とご利用者が作る家庭的な料理やお

やつとなります。また、医療・看護・リハビリにおいては多職

種・多事業所との連携により、重度化の対応や生活のサポー

卜体制を強化しておりま曳

社会福祉法人 砥部寿会

T790-0925

松山市鷹子町乙402-9
TEL:089-976-2681

FAXi089-976-4222

■登録定員数 29名 *通い定員数18名*宿泊定員数9名

「人と生き、地域と歩む!」のス回一ガンのもと、

平成25年2月1日に開設致しました。

常動職員での運営を心掛け、急な宿泊でも顔見知りのスタッ

フが対応出来るようにしています。地域密着型通所介護ケア

リビングながと併設で利用者様・家族様の御要望に柔軟か

つ継続的に対応する事が出来ま曳

御気軽に御問合せ下さい

ませ。

ケアクルー株式会社

〒フ91-8006

松山市安城寺町969-5

TEL:089-989-6601

FAXi089-989-6602

ンン静||■|■:輩輩|

デイサービス新谷の家は、定員12名の施設です。

近くには、新谷公園、菖蒲園、病院等があり、のどかな環境に

ありま曳 私達がデイサービス新谷の家を開設して3年 が終

わり、あつと言う間でした。グループホームに長年勤めていた

ので、その経験を生かし、認知症に対応できるサービスを提

供させてもらつています。今後も地域の中で「その人らしく」

笑顔のたえないデイサービ

スに取り組んで行きますので、

よろしくお願い致します。

叢式器整 撃と韓誓奪索

Tフ95-0072

大洲市新谷甲318番地
下Eと:0893-23-9511

FAXi0893-23-9512

ン



会員事業所
★…新規加入事業所

′じ

じ

東
　
一予

グル ブホームあおそら

グルーブホームあしょかの里

あったかほ一むたかつ

グループホームあんど

グループホームいしかわ

グループホーム恵須栄

グループホームお〈じま

グルーブホームおてだま

グループホーム香り草

勿レープホームかがやき

グループホーム鶴翠

グループホーム」との茶屋

グルーブホームカミングケアステーション

クルーブホーム亀天福寿苑

グループホームかわせみ

グループホームけやきの里

グループホーム」ヽ松の里

グループホームこもれびの家

グルーフホーム下の茶屋

グルーブホーム新町

グルーブホーム水車の家

グループホーム瑞鳳荘

グループホームステラ

グループホーム関前

グルーブホーム多賀の里

グ,レープホーム竹トンポ

グル プホーム丹原の郷

グループホーム集い

グチレープホームテレサ

グループホームとらや

クルーフホーム虹の里

グループホーム′ヽ一トフルケアホーム言空

グループホームはとり

グループホームはなれ茶屋

グループホームノミラディ

グルーブホーム陽だまり

グルーブホームひまわり

グループホーム ひまわ りの家

クループホームヒロセ

グループホームな、たばの森

グルーフホームフルーツの家

グループホームほっとやまうち

グルーブホームほの花

グルーブホーム微実の家

グルーフホームまなベ

グルーブホーム三島の杜

グループホーム緑の家

グループホームむつみの家

グルーブホーム桃太郎

グルーブホーム社の家

東

　
予

グルーブホーム「やすらぎ」

グルーブホームゆいの家

グループホームゆいの里

グループホームゆう(都市型)

グルーブホームタ日館

グル ブホームラ フ アミーユ

グループホームレオナ

グループホームLOHAS KOTI

中
　
予

グルーブホーム愛松園

グループホームあき

クループホーム朝生回の里

グ,レープホームアショカ

ア トラス馬木

グループホームあゆ一ら

グループホームあゆみ

クル プホームあんじゅ

グルーブホームいくし

グルーブホーム憩の郷

グルヽ プホームいしし

グループホームいだし

グルーブホーム伊予の郷

グループホームウェルケアみどる

グルーブホーム梅本の里

グルーブホームエンゼルなかがわら

グルーブホームおあしす

グループホームおきた

グループホーム風花

グルーブホーム軽井沢

グルーブホームくまた

ぐるうぷほうむ 54番 地

グ,レープホームごごしま

グループホームこころ

グループホーム こころ今出

グループホームコミュニティーAウス北条

グルーブホームさくら☆

グル ブホーム里山★

グルーブホームサマリヤの家

グループホームしいのみ

グルーブホーム シオンの家

クループホーム重信の郷

グループホームじゃんけんぽん

グループホームしらさぎの里

グルーブホームしらゆり

グループホーム秦皇

グルーフホームすまいる

グルーフホーム垢雪サ風

グルーブホームせと

グルーブホームたいさんじ

グループホームたちばな

グルーフホームだんだん

グルーブホームつかさ

グルーブホームつじし

グル ブホームつばきクリニック

グルーブホームつばきの家

グ,レープホームつばきの里
く平成28年 6月 30日 現在 >

中

　
予

グルーブホームつばさ

トータルケアサポート花みずき

クループホーム土香里

クループホームとみひさ

グルーブホームなないる

ニチイケアセンター松山

グループホームはあと

グループホームノミートナー八ウスこすもす

グループホームはなの家

グループホーム浜っ子

クルーブホームひがし野

グルーブホームひなたぼっこ

グループホーム媛のくに

グループホーム媛の華

グループホームファミール桑原

グルーブホームフアミール立花

グルーフホーム′Sミうさんのおうち

グループホームな、くずみ

グルーブホームフレンド

グループホーム|ぎかぽか

グループホームぽかぽかは、アこみ)

グループホーム星岡

グルーフホームみつはま

グループホームみゆき

グループホームみゆき2

グルーブホームむく

グループホームやわらぎ

グル ブホームやわらぎ)内

グループホームゆうかの里

グルーブホーム優輝

グループホームゆずはなの里

グループホームユニットいよ

グループホームユニットぐんちゅう

グループホームユニットまつやま

タルーブホーム四ツ葉

グルーブホーム四葉のクローノヽ一

グループホームよるこび

グループホームルンビニー

グループホームわかば

クループホーム我が家

南
　
予

匁レーブホームあいの里

グルーフホームあおぞら

グループホームあかり

グルーブホーム明浜館

グループホームあけぽの

グルーブホームあまを

グループホームい′S きヽ

グルーブホームうちこ園

グループホームうつのみやさんの家

グループホーム宇和ひまわ り

クループホーム柿の里

グループホームかぐや姫

グルーフホーム紙′S、うせん

グルーブホームきらり

グループホーム銀洞

南
　
予

グルーブホーム慶雲

グループホームさくら

グループホームサルビア

グルーブホームしおり

グルーブホーム昴星

グループホーム星城

グループホーム早雲

グルーブホーム晏彗月

グルーフホーム竹の園

グルーブホームつしま

グルーブホームつるかめ

グルーブホーム橙園

グルーブホーム虹の森

ニチイケアセンター八幡浜

グルーブホームのそみ さ さえ

グルーブホーム自雲

グルーブホームはるか

勿レーブホーム春のうらら

グループホーム春の風

グルーブホーム福寿草

グルーフホームまほるば

クループホーム丸の内はとぽっぽ

グルーブホーム三崎つわぷき荘

グループホームみしようの里

グルーブホーム紅実の里 おだ

グルーブホームもみの木

グループホーム薬師谷マナー

グループホームやすらぎ

タループホームやすらぎの家

グルーブホームやまと

夕,レーブホームゆうなぎ

グループホーム優瑠里

グループホームよしの里

グループホーム楽生苑

グループホーム蘭

グループホーム龍星

グルーブホーム嶺南

中
　
予

小規模多機能型居宅介護事業所ウェルケア高浜

」峨模多機能馬木

小規模多機能ホームケアリビングそれいゆ★

」明模多機能ホーム三町 ★

しょうきばたきのうほうむ3丁目

小規模多機能ホームスマイル ごしき

小規模多機能センターたのくぼ

小規模多機能ホームだんだん

小規模多機能ホームつむぎ

小親慎多機能ホームつよし

小規模多機能ホームてとて

小規模多機能にじいる

J明慎多機能ひまわ りのたね

小規慎多機能型介態楓華 ★

」明慎多機能歩風里 ★

小規模多機能ほのぼのホームつばき

小規模多機能ホームメサイア

小規模多機能ホームやわらぎ

小規模多機能型居宅介護やわらぎいくし村

小規模多機能ホームゆうゆう

南

　

予

小規模多機能型居宅介護事業所あおぞら

小規模多機能居宅介護亀の郷

4明槙多機能ホームきずな

小規模多機能型居老介護事業所さくら

小規模多機能型居宅介護橙園

」覗槙多機能型居宅介護虹の森

小規模多機能型居宅介護事業所ほの|まの

小規模多機能居宅介護ほほえみ

小規模多機能型居宅介護めぐみ

デイサービスセンターかのこ

デイサービスセンター三島の杜★

認知症デイサービス ピ八一ラ

小規模多機能居宅介護きざえもん

サテライトひまわり

小規模多機能ホーム トータルケア今井

小規模多機能ホームな、くな、くの会な、くる、く

小規模多機能ホームふくふくの会わくわく★

な、れあいの家ひまわり

小規模多機能ホームみんなの家行って民家

小規模多機能ホームあったか

小規模多機能ホームいしい

小規模多機能いちえい保免

爾 デイサー ビスはっぴい横丁

覇干

ななほし中川 ☆

デイサービス新谷の家★

韻韻練擦緑隷革
デイサービスほで

地域密着型特別養護老大ホームかのこ

小規模特養 いづみ

ほのかのぬくもり



利酪1冊
一

医 療 態 究 極 の サ
中 ビ ス 業

中
ぽ

<文 屋>

くこの本の推薦者>

理事 中山 尚子

嗣ン

く連 絡 先>上 浮穴郡久万高原町入野1855番地6
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く駅舎施設>物 産館さんさん/天空の郷レストランさんさん/
ファーストフードコーナー/sanSanパンエ房/
体験展示研修室 他

<営 業時闘>9:00～ 17:00(施設・季節により異なる)

<体 業 国>1月 1日(※冬期は変動あり)

<設   備 >ト イレ…幼児のおむつ替え、お化粧直しなどに

も利用可。着替えなどのしやすい広いブースや

オストメイトの設置あり。

<駐 車 場>乗 用車:70台/大型車:3台/
身体障害者車両:2台/二輪車:5台

く交  通 >松 山市(松山ic)から,・
・車で約30分
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署中お見舞い申し上げます。今号の「ほつと'笑 媛」はいかがだつたでしょうか。広報員会では、広報誌の充実の他に

ホームページでの情報提供も取り組んでいます。今後も会員の皆様のお役に立てる様々な情報の発信に取り組ん

でいきたいと思つていますので、これからもご支援よろしくお願いします。 (広報委員一同)

rいのち輝く赤スピ線芋テイ

医療法人財回献心会理事長Jl!越胃腸病院院長医学博士望月 智行

この本は、昨年参加した愛work主 催の若手経営者塾

で講師の大久保寛司先生から「必ず読むように」と推薦

された本です。著者は現役の医師。経営のセミナーで医

療分野の方の本が推薦されるとは思っていなかったた

め、まずそこに驚きました。

著者は37歳 の頃、意図せぬタイミングで病院経営を任

されることになり、組織経営について全く知識も経験も

ない状態から様々な病院改革に挑んでいきます。病院経

営に携わってからこの本の出版まで25年 以上にわたりますが、その間いくら職員に理念を語っ

ても職員の心に届か或 現場が変わらないことに苛立ちを覚えたり、職員不足に悩んだりと困難に何度も直面し、取り組みの成果を実

感できるようになってきたのは20年 を過ぎたころからといいます。なぜここまでこられたのか。それは「あきらめなかったからです」と答

える著者の言葉は本当に重く力強いものだと感じました。                                   V

本書の穏やかに、誠実に、淡々と書かれた文章は、著者の人柄と、静かに燃え続ける人への熱い思いを感じさせま孔 そして、思いだけで

はなく、具体的な仕組みづくりについても、ありのままに書かれており、経営者やリーダーなどにもとても参考にできることがあると思い

ますし、なにより取り組みの過程で出てくる困難は、大いに共感できると思いま曳 ビジネス書としても読み物としても
“
心に何かが残る

"

本ではないでしょうか。

心も体もゆつくり体騒 め窃の襲豪選
2014年 4月22日 にオープンした『天空の郷さんさん』

は国道33号 沿いにある道の駅です。エリア内のレストラ

ンでは地元の高原野菜をたっぷり使つたノヽイキングが楽しめます。

隣接された直売所は、通路も広くとってあり、車いすでの移動が楽に

でき、新鮮な高原野菜、手作りの工芸品、特産品等が数多く販売さ

れています。同エリア内のsansanブ ンヽエ房で

は、ミルク昧のブヽターを練り込んで焼き上げた
f黄金の柱Jというパンや、こだわりの岩塩を

使った『塩パンJ、rまることアップルパイJの人気が高く、購入個数が

制限されています。焼き立てを味わいたい方は、ぜひホームベージ

の焼き上がり目安時間を参考に訪れてみてください。

靱

宮据1乞]ゼ本i母亀邑号
新♂識魂軽
予約をお勧ぬします。

鑽ン


