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新型コロナウイルス感染症対策 ～利用者の生活を守るために～
新型コロナウィルス感染症の収束の気配が見えません。
4月9日に島根県でも感染者が確認されました。今まで経験したことのない難局に立ち向かって
いかなければなりません。
また行政への提案として

3 月16 日に松江市介護保険課土井課長、浜村課長
補佐、廣江給付係長がケアマネ協会の 3 役会の場に

○市内全居宅介護支援事業所への利用者の個々の

来られ、新型コロナウイルス感染症対策について検

ニーズに対するサービスのトリアージのお願いの

討と意見交換を行いました。

文章の周知、それに伴う問い合わせや意見への対

翌 3 月17 日に介護保険課と訪問看護ステーション

応など

協会松江支部と検討会が開かれました。

○新型コロナウイルス感染症発症された施設、事業

訪問看護ステーション協会松江支部におかれまして

所への風評被害への対応

はすぐに事業所間の連携など具体的な対策を立てら

○市内配食サービス事業所への聞き取り
（対応可能
な食数など）
、情報公開

れ活動を開始されたとお聞きしました。

○マーブルを利用した新型コロナウイルス感染症対策

職能団体としての情報交換と協働体制の強化が重

（正しいマスク付け方、手洗い、手指消毒方法など）

要と考え 3 月19 日に訪問看護ステーション協会松江

○行政主催の福祉サービス事業所向けの感染症対策

支部とケアマネ協会で検討会を開きました。

研修の開催

その場で様々な意見が出され、利用者の命を守る

○有事の際の行動計画
（フローチャート作成）

ための具体策をいくつか検討しました。

○今後、市内訪問介護事業所、通所サービス事業所

その内容について松江市介護保険課と再度協議を

の組織化へのサポート

重ね、 全居宅介護支援事業所に向けて利用者の 個々
のニーズに対するサービスのトリアージについてのお願

などを行いました。

いの文章を送らせていただきました。

（2 面に続く）
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ご自宅・病院
病 ・介護施設へ取りに伺います！
まずはお電話ください！

松江市北田町 63 番地 4

TEL0852-22-3553 FAX0852-22-3555

アイカム 株式会社
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松江市東長江町902-53

有事の時に職能団体がどのような動きができるか
的に活動していくことも重要です。

利用者の一番身近にいる支援者としてケアマネ

やはりその役割を持つのが職能団体であると思い

ジャーがどう行動していくかが利用者を守ることに繋

ます。

がると思います。
しかし一人であるいは事業所だけでできることには

職能団体が効果的な動きをするためにはそこに所

限りがあります。できるだけ多くの情報を得て、事業

属している会員が、意義を理解し能動的に協会に向

所を超えて協力し合うことが必要であり、事業所の

けて意見を発信して頂くことが必要となってきます。
ぜひこの困難な事態を皆の力を合わせて乗り切りま

努力だけでは困難な事項については行政に声をあげ

しょう。

ていくことも重要です。

皆様のご協力をお願い致します。

また松江市内の各職能団体が連携し広範的に多角

＊＊＊

松江地域介護支援専門員協会 会員募集

＊＊＊

ケアマネジャー同士、他団体、関係機関、多職種との連携強化を図っていくためにも、繋がりを強くして
いくことが求められています。
松江地域介護支援専門員協会として、非常時であってもケアマネジャーの活動を支援し、ケアマネジャー
の役割が全うできる環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。

～ コロナに負けるな !『チームまつえ』
としてこの難局を一緒に乗りきりましょう！
！～
※入会申し込みは島根県介護支援専門員協会ホームページから申し込み用紙をダウンロードするか松江ケアマネ協会事務局
にご連絡ください。 （事務局連絡先：かわら版 １ 面右上記載）
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介護タクシー

ほ の か

病院や施設、お買い物の送迎に御電話お待ちしています。
〒699‑0203
島根県松江市玉湯町布志名637‑96
TEL 0852‑62‑2206 FAX 0852‑62‑2306

■

■

■
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２０１９ 年度

松江地域介護支援専門員協会役員

多様なケアプランに対応いたします！
まずはご相談ください！

カラフル訪問看護ステーション
●原則、お断りは致しません
●緊急時は確実に対応いたします
●ターミナルケアや重度の方への対応も可能 ●あらゆるニーズにお応えします
です
●理学療法士・作業療法士によるリハビリテーション
が可能です
●療養上の世話・運動など幅広く支援いたします

ご家族の不安への相談からターミナルケアまで安心してお任せください！
訪問看護をはじめ、豊心会グループ全体でご利用者様の在宅生活を支えます
（特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所、配食サービス）

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修

070 -2363 - 3010
〒690-0122 松江市西浜佐陀町1399-34
※令和元年10月に松江市大輪町へ移転いたします
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宍道事業所
松江市宍道町白石81‑10
TEL 0852‑66‑3900

松江事業所
松江市学園１丁目9‑3
TEL 0852‑32‑0294

第 16 回 松江市医師会・松江地域介護支援専門員協会合同研修 開催
今年も2月5日に「いきいきプラザ」にて第 16 回医師とケアマネ合同研修会が行われました。
今回のテーマは「医療と連携を取りながら適切なケアプランを作ろう!」ということで、医療系サービス
導入と介護度の変更申請の事例をもとにグループワークを行いました。
グループには医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、保健師等、たくさんの医療従事者の参加が
あり、ケアマネと一緒に様々な視点での意見交換ができました。
参加された薬剤師の方より感想をいただきましたのでご紹介いたします。

合同研修会に参加して

松江市薬剤師会（ハーブ薬局）

森山

猛

私は今回初めて参加させていただきました。

宅での患者さんの細かな様子まで考えを馳せるに至りま

当日はケアプランの立案という課題で医師をはじめ

せん。ただ、実際には自宅で飲めない薬がたまっていた

様々な職種の方と意見を出していく会でとても有意義

り、複数の医療機関で重複して薬をもらっていたり、体

なものでした。 実際には患者様・家族の方の要望を形

調変化が実は薬の副作用によるものだったり、
「薬」にま

にするといった単純なものではなく、医療の観点から安

つわる問題は多々あるのではないかと思います。 薬剤

全にプランを作成していくことが求められ、そのために

師の立場で在宅の患者さんのためにどれだけのことが

は医師やケアマネジャー・訪問看護師の方などがお互い

できるかはわかりませんが、このような会をきっかけに

「顔を会わせて」話し合うことなど、医療と介護の密接

地域医療に携わる医師やケアマネジャー・訪問看護師の
方などと患者さんのことについて気軽に連携をとれる関

な連携は欠かせないものだと感じました。

係が築けたらと強く感じました。

薬剤師も他職種の方と同じように患者ケアに参加し

薬剤師も地域医療に貢献を ! 今後、様々な現場で薬剤

ていかなければならないのですが、どうしても「薬を出

師も連携に加われることを願っています。

す」という業務が中心になりがちな職種で、なかなか在

活発な意見交換ができ、 今後の連携につながる会でした
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松江地域介護支援専門員協会の取り組み
令和元年度も終わり、１年の振り返りをしています。ケアマネ協会として行政・多職種との
連携を進め、研修を計画し、有益な情報発信に努めてまいりました。
今回は制度調査部の活動と役員会での意見交換の様子について報告させていただきます。
制度調査部では、 今年度「第 7 回行政とケアマネ

会員の皆さん、関係者の皆さんに感謝いたします。

協会との意見交換会」
「第 16 回松江市医師会・松江

制度調査部

稲田

地域介護支援専門員協会合同研修会」
「松江市ケアマ
ネジャー研修会（介護給付費適正化事業）」を関係機
関と協力して開催しました。
上記の事業を実施するに当たり、会員の皆さんの
ニーズ及び現状を把握するように努めると共に、松
江市医師会の先生方、講師の先生、松江市介護保険
課の皆さんに繰り返し相談をさせていただきました。
今年度、特に意識したことは、多職種間でコミュ
ニケーションを取る機会を増やすために、グループ
ワーク等の時間を長くしたことです。 その結果、研
修会に参加された皆さんのアンケートは「とても良

役員定例会の様子【毎月 第 ３ 木曜実施】

かった。」との言葉をいただき、制度調査部の目的で
ある「多職種と連携を図ることができるネットワーク
作り」が出来たのではないかと実感できました。
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有限会社 山本梱包 福祉サービス事業部
〒 690‑0021 松江市矢田町 36 -1
TEL 0852‑24‑3563 FAX 0852‑69‑2096

いつも、
あなたと共に歩み、力になります

現場力 !!

行政とケアマネ協会との意見交換会
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介護保険事業者番号

〒699-0111 松江市東出雲町意宇南5-4-1
TEL：0852-67-5010 FAX：0852-67-5011
ホームページ：http//hanakirin.net
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役員会の意見交換会から
毎月行われる役員会では、テーマを決め意見交換を行っています。
今回は「松江版入退院ガイドライン」について意見交換を行った内容をお伝えします。
8 月のワーキングメンバーの意見交換に、 役員会

行った後の入退院連携の状況について意見交換をお

から2 名（施設・居宅）参加し医療介護連携支援セン

こないました。 病院からは、年末の入院時にケアマ

ター・医療・訪問事業、各団体の立場から意見を交

ネが真っ先に情報を提供してくれた。 ケアマネの動

わし内容調整をおこないました。

きが速くなった。 逆フィードバックについて、退院し

9月の役員会では、入退院ガイドライン（松江市版）

た日かその後の経過の報告があり、とても分かりや

をたたき台に対しての意見交換をおこないました。

すくなってきたと感じる。ケアマネとの連携が図れる

検討内容として、服薬管理があった方が良い。 緊急

ようになった等の意見がありました。

時の対応があった方が良い。 入院時にお互いに連絡

ケアマネからは、転院先の MSWから入院前から情

をとりあうと良い。 退院カンファレンスのレジメは

報提供をするケースが続いた。明らかに病院側の意識

あった方が良いのか ? 等の意見がありました。

が変わったと感じた。以前より病院とケアマネの関係

ワーキングメンバー（各団体）の意見を基に修正が

が開けてきていると思う。等の意見がありました。

おこなわれ、11 月に入退院のガイドラインが完成し

皆さんに活用して頂いている「松江市 入退院ガイ

ました。 ケアマネ協会としては、12 月松江市在宅医

ドライン」の中には、役員会の意見も生かされていま

療・介護連携支援センターと共催し「入退院連携研修

す。 切れ目ないケアが継続的に行えるよう入退院支

会」をおこないました。アンケートは概ね好評で、普

援に係わる医療・介護の連携体制・推進が必要と感

及していくと感じました。

じています。

1 月の役員会では、ガイドラインを使った研修を
社会福祉法人

ケアハウス

回生館

〒690-1103

松江青雲会

本

小規模多機能型居宅介護

☎

ひびすくす
〒690-0859

松江市新庄町1174

松江市国屋町156－1

TEL 0852-34-9090 担当：槇原
FAX 0852-34-1900

TEL 0852-61－8739 担当：小澤
FAX 0852-61－8740

店 〒692-0011 安来市安来
安
町 1083

0854-22-3652 FA
AX 0854-22-4222

松江店 〒690-0012 松江市古志原3-7-31

☎0852-28-6041 FAX 0852-28-6045

住宅型有料老人ホーム
デイサービス・ヘルパーステーション

いつも、
あなたと共に歩み、力になります

ら い ふ
｜ LIFE ｜ 嫁島
〒690-0048 松江市西嫁島町一丁目3番3号

Tel.0852-61-0828 Fax.0852-61-0829
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令和元年度

松江地域介護支援専門員協会からの各会議、委員会参加状況

◉ 第 5 次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会委員
◉ 松江市社会福祉審議会

♥ココロつながれ松江♥

◉ 松江市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会
◉ 松江市認知症施策推進部会委員

◉ 新総合事業部会・生活支援サービス協議体・医療と介護の連携部会
◉ 松江市地域密着型サービス運営委員会委員
◉ 高次脳機能障がいネットワーク会議
◉ 松江市薬剤師松江地域介護支援専門員協会合同協議会
◉ 松江地域包括口腔ケア会議
◉ 松江地域医療構想調整会議
◉ 在宅医療連携強化部会（保健所）
◉ 松江市障がい者総合支援協議会
◉ 松江圏域重症難病患者の介護支援専門員連絡会委員
◉ 地域リハビリテーション連絡会議
◉ 松江市歯科医師会との関わり
◉ 松江地域糖尿病対策会議（介護領域糖尿病対応力向上委員会）
◉ 健康福祉部圏域別公聴会
◉ 脳卒中再発予防検討会
◉ 地域見守りサポーター養成講座
◉ 松江市介護予防ケアマネジメントマニュアル作成協力
◉ 緩和ケア地域連携多職種カンファレンスコア委員
◉ ３年未満ケアマネ研修担当
◉（新）松江市社会福祉審議会委員（高齢者福祉専門分科会含む）
◉（新）松江市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会臨時委員
◉（新）松江市介護保険パンフレット購入事業者審査委員会委員
◉（新）山陰摂食嚥下研究会
◉（継）松江市難病対策地域協議会
◉（新）誤嚥性肺炎予防意見交換会
◉（新）ACP普及・啓発推進協議会
◉（新）入退院支援ガイドライン委員の選出
◉（新）松江市制施行百三十周年記念式典
◉（新）在宅療養の場での救急時対応についての意見交換会
◉（新）しまね消費者ネット
◉（新）救急対応意見交換会

編集後記

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

令和元年度、新たな年号ではじまった年度でしたが、こんな

染みて感じています。

年度の終わりを誰が予想したでしょうか。

困難な時こそ、人の思いや志、絆が乗り越える力になります。

今まさに皆様はコロナウィルスの対応で日々追われていると思

なかなか顔を合わせての関係づくりが難しい今こそ、心を繋

います。これからさらに多くの困難に立ち向かう状況になるか

ぐ・紡ぐアクションを大事にしていきましょう。

もしれません。 そんな中で改めて人とつながる心強さを身に

『コロナに負けるな！ココロつながれ松江』
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広報部

