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皆様、日頃は支部運営、活動に多大なご協力を賜り感謝申し上げます。
私たちの職種は、
私たちの職種は、とある
ある調査によりますと、利用者からの満足度が非常に高
調査によりますと、利用者からの満足度が非常に高
い数値を示しています。これは、利用者に寄り添いながらケアマネジメント
を行ってきた結果です。
を行ってきた結果です。その一方で、ケアマネのあり方検討会において批判
行ってきた結果です。その一方で、ケアマネのあり方検討会において批判
的意見も聞かれ
的意見も聞かれ、研修体系等の見直しもありました。
、研修体系等の見直しもありました。
、研修体系等の見直しもありました。Ｈ
Ｈ29 年度は、診療・
年度は、診療・
介護報酬同時改定
介護
同時改定前年にあたり、総合事業の実施年
前年にあたり、総合事業の実施年
前年にあたり、総合事業の実施年ですね。
ですね。我々も職能団体
我々も職能団体
として、より一層の団結が求められていますので、ご協力お願い致します。

活動報告
活動
若葉マークの事例検討会
若葉マークの事例検討会 (ベルタウン
ベルタウン ふれあいホール
ふれあいホール)
Ｈ28
Ｈ
年 11 月 25 日（金）
日
報告者 竹谷 厚作
作
新任ケアマネジャーを対象に、
新任ケアマネジャーを対象に、H.28
H.28 年度堺区北区合同
年度堺区北区合同で若葉マーク
研修会 『４日目 事例検討会』を開催しました。
事例提供として堺区、北区からそれぞれ 1 名の方に事例報告いただ
き、その後グループワークをおこないました。事例を通じケアマネジメ
ントを深めていくことで
ントを深めていくことで様々な
様々な「気付き」を得ることが
「気付き」を得ることが
「気付き」を得ることができたの
できたのではな
ではな
いでしょうか。
研修終了後、各区理事や研修会参加者で懇親会も行い、親睦も深まっ
たと感じております。Ｈ
たと感じております。Ｈ.29
.29 年度も若葉マーク研修会を開催する予定に
なっております。研修会への御参加をお待ちしております！

研修会 認知症
認知症ケア・・・
・・・目からうろこの
目からうろこの
目からうろこの・・・
・・・”バリデーション
バリデーション
バリデーション”
（ベルタウン
タウン ふれあいホール
ふれあいホール））
Ｈ28
Ｈ
年 12
2 月 6 日((火)
報告者 淡路 和孝
平成 28 年 12 月 6 日（火）に、ベルタウン
日（火）に、ベルタウン ふれあい
ホールにて、関西福祉科学大学教授 都村 尚子先生をお招
きし、バリデーションに関する研修をおこないました。
はじめに、米国のソーシャルワーカーであるＮ．フェイ
はじめに、米国のソーシャルワーカーであるＮ．フェイ
ル氏によってもたらされた「バリデーション」
（日本語では
確認・強化という意味）
確認・強化という意味）の基本について、講義いただきま
の基本について、講義いただきま
した。その後、
した。その後、認知症高齢者の施設利用者が自尊心を取り
認知症高齢者の施設利用者が自尊心を取り
戻しながら、コミュニケーションが豊かになっていく
戻しながら、コミュニケーションが豊かになっていく映像
映像
を見て、私を含め、参加者が
を見て、私を含め、参加者が感銘を受け
私を含め、参加者が感銘を受けた瞬間でした。
た瞬間でした。
後味も良い内容で、対人援助の基本に立ち返ることができました。

堺区のかかりつけ医とケアマネージャーとの意見交流会
Ｈ29
Ｈ
年

1月

（ 堺市医師会館）
堺市医師会館
報告者
八木 順子

28 日

今回は森口クリニックの森口先生に心臓ﾘﾊﾋﾞﾘの実際と介護
の連携についての講義を頂きグループで話し合いました。
心臓ﾘﾊﾋﾞﾘの実際の話を聞きリハビリがいかに大事かという
事、あきらめないで健康な体に近づけるために努力されてい
る様子等大変興味深く勉強になりました。参加者は医師が６
名。セラピスト８名。看護師他多職種１３名。ｹｱﾏﾈ２１人の
参加があり心疾患保有高齢者への支援について
参加があり心疾患保有高齢者への支援について、視野が広がり医療の進歩について行かないといけ
ないと実感しました。ケアマネはもちろん他職種との連携に医療分野の知識は欠かせません。今後
も継続して検討して行きたいと思います。またこの交流会は堺ブロックが誇る会でもあり
も継続して検討して行きたいと思います。またこの交流会は堺ブロックが誇る会でもありまして
まして
３月１２日の近畿ブロックでも発表されました。

第 16 回 近畿介護支援専門員研究大会
近畿介護支援専門員研究
Ｈ29
Ｈ
年 3 月 12 日（
（日）

兵庫大会 （ANA
ANA クラウン
クラウンプラザホテル神戸）
プラザホテル神戸）
報告者
北口 貞子

ご存じの通り、10 年前から現在も続いている「堺区かかりつけ医とケアマ
ネジャーとの意見交流会」についての発表を、医療連携分野の分科会でさ
せてもらいました
せてもらいました。会場には堺区理事の仲間も駆け付けてくれており、心
会場には堺区理事の仲間も駆け付けてくれており、心
強く感じまし
強く感じました。10 年間の軌跡を 8 分の発表時間に込めるのは、なかな
か難しかったが、何とか大役を果たせました。
か難しかったが、何とか大役を果たせ
た。堺区支部の顧問である医師
堺区支部の顧問である医師
は、幸いなことに介護との連携に積極的な方々が務めて頂いた
は、幸いなことに介護との連携に積極的な方々が務めて頂いたおかげで、
おかげで、
もちろん我々ケアマネジャー側の努力もあり、座長の武田以知郎
もちろん我々ケアマネジャー側の努力もあり、座長の武田以知郎 Dr.からも
「堺は医療連携が進んでいる地区ですから、今後にも期待している」との
コメントを頂くことができ
コメントを頂くことができました。このことを糧にして、今後もますます
た。このことを糧にして、今後もますます
「堺区かかりつけ医とケアマネジャーとの意見交流会」を充実させていきたいと考えてい
「堺区かかりつけ医とケアマネジャーとの意見交流会」を充実させていきたいと考えています。

堺市 7 区支部合同総会・研修
区支部合同総会・研修会のご案内
のご案内
開催日：平成
開催日 平成 29 年 6 月 3 日（土
土） 会 場：国際障害者交流センター（ビッ
場：国際障害者交流センター（ビッグアイ）
アイ）
研修会：１３：３０～
研修会：１３：３０～15
15：30 テーマ：法的根拠大丈夫ですか？介護支援専門員のみなさん！
法的根拠大丈夫ですか？介護支援専門員のみなさん！
○個人情報保護法改定
講師：弁護士
講師：
高田拓 先生
○介護支援専門員が知るべき法的な知識
○介護支援専門員が知るべき法的な知識
講師：弁護士 泉田健司 先生
参加費：大阪介護支援専門員協会員・・・500
参加費：大阪介護支援専門員協会員・・・500 円
協会員以外の方・・・5000
協会員以外の方・・・5000 円
総会にご参加のほどよろしくお願いします。
総会にご参加のほどよろしくお願いします。不参加の会員様は委任状のご返送
よろしくお願い
不参加の会員様は委任状のご返送
不参加の会員様は委任状のご返送よろしくお願い
平成 29 年度若葉マーク研修会のご案内
若葉マーク研修会のご案内
開催日：第
開催日
1 回平成 29 年６月 14 日（水）会 場：ベルタウン内
場：ベルタウン内 ふれあいホール
研修時間：14
研修時間：14：00～16
16：00
（次回以降
次回以降開催日
開催日 7 月１２日
１２日・8 月 23 日）
参加費：大阪介護支援専門員協会員・・・無料
協会員以外の方・・・２０００円（3
協会員以外の方・・・２０００円（ 回分です。
回分です。一括徴収いたします）
徴収いたします）
致します。
致し
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