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サービスへの評価・要望・助言 □

ジャパンケア武蔵野  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護医療連携推進会議　議事録
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所属 名前 所属

■出席者
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名前

（水）

武蔵野市高齢者支援課　介護サービス担当

吉祥寺ナーシングホーム在宅介護・地域包括支援センター

武蔵野市福祉公社権利擁護センター

訪問看護ステーションささえ

Ａ様

Ｂ様

Ｄ様

Ｆ様

Ｃ様 吉祥寺本町在宅介護支援センター

サービス実施状況の報告

事例検討

岩堀　友彦様 ジャパンケア三鷹下連雀

吉田　将之 ジャパンケア武蔵野

齋藤　直樹 ジャパンケア武蔵野

佐藤　園美 ジャパンケア武蔵野

新型コール機の紹介

開会の挨拶

介護・医療連携推進会議の参加者のご紹介

鈴木　秀彰 ジャパンケア武蔵野

□
□

Ｅ様 武蔵野市地域包括支援センター

□

■記録

■審議事項 次回へ持ち越し

□
□

□閉会の挨拶

1、開会の挨拶 （吉田統括管理者） 
 
2、参加者のご紹介 （鈴木計画作成責任者） 

 
3、サービス提供状況報告 
定期巡回利用者数 2017年9月現在６名   

                         
・9月 利用者数 6名 

    巡回回数 日中：399回 夜間：104回 合計：503回（合計時間：217時間） 
         先月と比べ利用者数には変化なし。日中の訪問回数は若干増加はしているが夜間の訪問 
         回数が減少している。しかし、合計ケア時間は先月と比べ少し増加している事を考える 
         と、ケアにかかる時間が増加したと思われる。 
        

    ケア内容：排泄介助、服薬介助、移動・移乗・体交、調理・配下膳。が主に多い。 

 

    コール受付 コール数：46回/月  1日平均コール数：1.5回 
         ・当月のコール数は先月と比べ変化見られず。内、話相手18回と最も多い。 
         ・随時訪問：18回/月 0.6回/日 
 

    時間帯別実績：定期訪問の回数が最も多いのは7:00台の15％。続いて特に多い時間帯は23: 

           00台の12％。 

           コール受付回数での最多は2:00台の15％。続いて10:00台と19:00台の 

           13％。 

           随時訪問での最多は10:00台の22％。続いて11:00台、14:00台、20:00 

           台、21:00台の11％となっている。 

          
・10月 利用者数 5名 
    巡回回数 日中：365回 夜間：67回 合計：432回（合計時間：162時間） 
         当月については、先月と比べ1名の方のサービスが終了となり昼夜共に訪問回数 
         が大幅に減少している。それに伴いケア時間も減少している。 



■記録2

　

    ケア内容：排泄介助、移動・移乗・体交。が主に多い。 
          

    コール受付 コール数：41回/月  1日平均コール数：1.4回 
         ・当月のコール数は最も多かったのが移動・移乗・体交。次にアラ 
          ームでのコールが多く、その他全体的にコールが見られているも 
          １０回には至っていない。                   
         ・随時訪問：24回/月 0.8回/日 
 
    時間帯別実績：定期訪問の回数が最も多いのは7:００台の18％。続いて多いの 
           が20:00台の12％となっている。 
           コール受付回数での最多は6:00台、10:00台、14:00台の15％。 
           次が13:00台の12％となっている。 
           随時訪問での最多は14:00台の33％。次が10:00台と13:00台 
           の17％となっている。 
            
・11月 利用者数 5名 
    巡回回数 日中：346回 夜間：67回 合計：413回（合計時間：147時間） 

         先月と比べ夜間の訪問回数は相違ないが、日中の訪問回数が先月と 

         比べ減少しており、全体的に減少傾向が見られている。 

 

    ケア内容：排泄介助、移動・移乗・体交。が主に多い。 
          

    コール受付 コール数：28回/月  1日平均コール数：1回 
         ・当月のコールで最も多かったのは移動・移乗・体交。次に排泄介 
          助。３番目に多かったのはアラームとなっている。 
         ・随時訪問：25回/月 0.8回/日 
 
    時間帯別実績：定期訪問の回数が最も多いのは7:00台の17％。2番目に20:00 
           台の14％。3番目は17:00台の11％となっている。 

           コール受付回数での最多は10:00台、13:00台の21％。2番目 

           に多かったのが9:00台の18％。3番目に8:00台と14:00台の 

           11％となっている。 

           随時訪問での最多は14:00台の28％。2番目が9:00台の24％ 

           3番目が10:00台の16％となっている。 

 

～質疑応答～ 

『武蔵野市高齢者支援課 介護サービス担当 Ａ様』 
Ｑ：「一般的なケアに対する時間は30～60分が概ね主ですか？」 
Ａ：「そうですね。ですが、基本は短時間複数回ですのでそれをメインで考えて頂けると 
   少し難しく、要相談と言った所であります。」 
 
『吉祥寺ナーシングホーム在宅介護・地域包括支援センター Ｂ様』 
Ｑ：「私自身あまり分かっていないのですが、随時訪問と言うのは要請があってからの訪問？」 
Ａ：「そうです。」 
 
Ｑ：「そうすると、コールの受付と訪問回数が連動しないのはどうしてですか？」 
Ａ：「コールを受けて、随時で訪問するかをご本人であったりご家族と相談させて頂いてます。」 
 
Ｑ：「コールがあって訪問する事もあれば、コールのみで終わる場合もある？」 
Ａ：「はい。」 
 
Ｑ：「そうすると、随時訪問よりコールの回数が絶対に上回ると言う事ですね？」 
Ａ：「はい。」 
 
『ＪＣＳ武蔵野 吉田』 
ちょっとした前後のサービスの事でコールがあったり、現状のご報告をして頂いたりしています。 
 
Ｑ：「話相手と言う項目がありますし、これについては行かなくても大丈夫と言う事ですか？」 
Ａ：「そうですね。」 
 
 



■記録3

　

Ｑ：「入浴介助と言う事が以外で、特殊なケースであると言う事は承知していますが、何十分も 
   費やして入浴介助に入る事になった経緯は？滞在型ではなく、なぜ定期巡回で入浴介助な 
   のか？」 
Ａ：「最初は訪問看護の方で入浴介助を行って頂いてましたが、定期巡回の介護保険の中では時 
   間も長く難しいと言う事もあり、ご利用者自身ある程度自立出来ている方だったので、入 
   浴だけについては手伝いますと、特別なケースではありますが、定期巡回で入浴までもカ 
   バーしていたら、定期巡回としては大変だと思います。」 
   「後はある程度の期間と言った環境が整うまでの間と言った事があれば、定期巡回として 
   は最適ではないのかと思う。」 
 
『武蔵野市地域包括支援センター Ｅ様』 
Ｑ：「排泄介助とオムツ交換と記載がありますが、排泄介助はオムツ交換、トイレ介助も含ん 
   でおり、オムツ交換はトイレ介助は含まずオムツのみの排泄介助と言う事ですか？」 
Ａ：「そうです。」 
 
Ｑ：「現在の4名の方々の中に完全にオムツ交換の方は何名いらっしゃいますか？」 
Ａ：「現在は昼夜オムツ交換の方が1名。夜間のみオムツ交換の方が1名いらっしゃいます。」 
 
『吉祥寺本町在宅介護支援センター Ｃ様』 
Ｑ：「この５ケースの中で訪看の入っている時間帯、回数はどのような形で？」 
Ａ：「１ケース終了していまして、４ケース。内３ケースの方々、週に１回30分～１時間 
   程の時間で他事業所の訪問看護が入っています。」 
 
Ｑ：「訪問看護さんとの連携は厳しいと言う噂を耳にするのですが？」 
Ａ：「そうですね。そう言う話は耳にしますが、現状の行っているサービスに関しては、今 
   後ご本人の体調が変化したら訪問看護の方々に打診しなければならない場面が出てく 
   るとは思いますが、その時に訪問看護の方々がどう対応するか、どう考えるか。」 
 
Ｑ：「過去のケースで、どうしても訪問看護が必要になるケースで定期巡回から訪問へ切り 
   替わるのか、それとも医療保険へ移行するのか？」 
Ａ：「医療でそのまま入ってた方もいらっしゃいますし、ここ数年定期巡回から訪問介護へ 
   切り替わったと言うケースはありません。」 
 
Ｑ：「ケース毎に要相談ですかね？」 
Ａ：「そうですね。サービス側としてはある程度柔軟に運営して行きたいとは考えてますし 
   この後行う事例検討で定期巡回の適性についてお話させて頂くのですが、訪問介護へ 
   切り替える事によりサービスの幅等が広がるのではないかとも思い、ある程度ご利用 
   者やご家族に合わせて提供して行きたいとは思っています。そこで、訪問看護や主治 
   医の方々の考えもあると思いますので、柔軟に合わせて行きたいとは考えています。」 
 
4、事例検討 
  【今回の事例について】 
『利用者情報』 
年齢～93歳  性別～女性  要介護度～要介護3  導入目的～自宅で家族と生活したい 
※詳細は別紙参照 
 
５、サービスへの評価・要望・助言 
『吉祥寺ナーシングホーム在宅介護・地域包括支援センター Ｂ様』 
Ｑ：「ケアマネージャー様は別の事業所の方？」 
Ａ：「はい。」 
 
Ｑ：「ケアマネージャー様は何と仰っているのですか？」 
Ａ：「先日、息子様とご主人の折り合いがあまり良くなく、息子様が『もうするな。』と言う事 
   をご主人は色々行ってしまってて。息子様が『ガスコンロ弄るな。』と言っても、ご主人 
   は使ってしまい鍋を焦がしてしまったりしていて、先日息子様が『もう入所させる。』と 
   言う事を当事業所のヘルパーに零していて、その旨をケアマネージャー様へメールでお伝 
   えしたのですが中々進展がない状況です。なので当事業所からケアマネージャー様への情 
   報提供は必要ではないかと思っています。なので、ケアマネージャー様の意見が中々確認 
   出来ていない状況です。」 
 



■記録４

　

 
Ｑ：「ケアマネージャー様の意見と言うか、ご家族の意向をどう汲み取って事業所にお伝えして 
   いるのか、主治医との連携はケアマネージャー様も取れていないのか等、結局仲介してく 
   れる役がケアマネージャー様だと思うので、その辺でケアマナージャー様が情報を提供し 
   くれないのか、そもそも情報を持っていないのか、動きにくいのはその辺りにもよるので 
   はないかと、伺ったお話の中で感じました。」 
Ａ：「ケアマネージャー様からお話がある時は、『〇〇のサービスを増やして欲しい。』と言っ 
   た内容で、具体的にあった事はご本人義歯ではなく、ご自身の歯なので歯磨きをすれば綺 
   麗に保つ事が出来るので口腔ケアの回数を増やして欲しいと言うお話を頂いていまして、 
   サービスの内容に関してここ最近だとご依頼がありました。 
 
Ｑ：「他のサービスへ変更すると言うのは具体的にどう言ったサービスを考えているのか？」 
Ａ：「現在は定期巡回でのサービスを利用していらっしゃいますが、同じサービス内容で訪問介 
   護への切り替えを考えています。定期巡回ですとどうしても『短時間』『複数回』と言う 
   決められた条件が付いてくるので、訪問介護に切り替え、長い時間提供する。且つご主人 
   と併せて提供する。その他にも当事業所のサービス提供が困難な際には他事業所での対応 
   も可能だと言う考え方もあるのではと思います。」 
 
Ｑ：「プランを変える必要性があるとお考えですか？」 
Ａ：「そうですね。ご主人と息子様の関係性が複雑で、訪問すると息子様が怒鳴っている事があ 
   り、息子様が大変なのではと思う部分がありました。なので、その部分にヘルパーが入る 
   事で緩和出来れば息子様の気持ち的にも少しは楽になるのではと思っています。」 
 
ご意見「切り替えると言う大胆な提案をこの時点ではしにくいのではと思います。その理由とし 
    て、今迄少しずつ信頼関係を結んで良い関係を築き上げたのに、その環境が一変したら 
    ご主人は相当戸惑うであろうと想像が出来る。せっかくこれで支えて安心出来ている部 
    分は是非継続して頂きたい。ただ、色々お話を伺うとご主人へのサービスが圧倒的に少 
    ないので、ケアマネージャーもそれを課題として考えているかもしれない。 
 
『武蔵野市福祉公社権利擁護センター Ｄ様』 
Ｑ：「ご主人は何もサービスは利用していないのですか？」 
Ａ：「いえ。当事業所の訪問介護で週2回掃除で入っています。また、息子様からの情報だと最 
   近入浴をしていないとの報告があり、『掃除が終ったら風呂を沸かして欲しい。そうした 
   ら入るかもしれない。』と言う事で今週から試に行ってみて、もし難しい様であれば別な 
   時間にヘルパーの見守りが必要かと思いますが、ご主人自身自立されていて要介護1の方 
   ですが一人で買い物へ行ったりご飯を食べたりしていらっしゃいます。ですが、ご主人に 
   上手く出来ない事があり、具体的には使い終わった食器類なのに洗剤を使わなかったり、 
   汚れたままの状態で再度使用していたりと保清が出来ていないし、お米を研ぐのですが米 
   粒を周りに散らばめてしまったり、何かをやるのに物をそのままにしてしまったりと言っ 
   た事が見られています。ゴミを片づけるか何かをしようとして紐を切るのに包丁を使おう 
   としたが、さすがに使えずナイフを使ったのですが、使用後片づけず出しっぱなしで忘れ 
   ていたり、食事の準備にしてもキャベツ等の野菜を適当な大きさに切らずありのままの大 
   きさで盛りつけたりしている事があります。また、服薬カレンダーにセットしてある薬が 
   飲めていないと言う報告も受けています。 
   結局、息子様とご主人の関係、主介護者となっているご主人のサービス量の増加をしない 
   と要介護者自身に影響を与えてしまうのではないかと考えています。」 
 
Ｑ：「ご本人様が93歳と言う事は、ご主人はもっと高齢ですよね？」 
Ａ：「そうです。少し年上の方です。 
   以前は結構、『虐待』とまではいきませんがご主人背の高い方で、ご本人は背が低く小柄 
   な方でご主人が手を引っ張ったりして腕に外傷があったり、強く大きな声で物を言う事も 
   あったりしましたが最近は見られていません。」 
 
『吉祥寺本町在宅介護支援センター Ｃ様』 
Ｑ：「ケアマネージャー様のご依頼に対して定期巡回としてのサービス導入は限界に近い状況で 
   しょうか？」 
Ａ：「限界とは考えていません。しかし、この方の家を支えて少しでも長い間在宅で生活すると 
   考えた時に当事業所の定期巡回と拘わらなければ、もっと広い範囲で考えられるのではと 
   思っていますので、特に限界とは考えていません。」 
 



■記録５

　

Ｑ：「93歳、女性でアルツハイマーの疑いありと言った『定期巡回はこれだ。』と言う形で出て 
   いますが、ご主人も認知症と言う事で片方は定期巡回で支えていて、もう片方は週2回の生 
   活支援で支えていると言う事ですね？」 

Ａ：「はい。」 
 
Ｑ：「ケアマネージャーは同じ方ですか？」 

Ａ：「はい。同じ方です。」 
 

『武蔵野市地域包括支援センター E様』 
ご意見「ご本人は要介護3で認知症がある方。基本ご主人と2人暮らし、息子様も近隣に住んでい 
    る状態であれば生活はかなり厳しい状況かと思われます。通常であればデイサービスの利 

    用は毎日かせめても週5日にして通って頂き、通所利用中はご主人の生活を重点的にケア 
    を行い在宅生活を継続させると言った良くあるパターンではないかと思う。そして、デイ 

    サービスだけでは難しくなったらショートステイの利用を検討すると言った形を取ると、 
    定期巡回の利用が妥当であるか疑問視されて来る。ましては、定期巡回の制度の元、週5 
    回デイサービスに通うのは適切であるとは言い難い。ご本人は要介護3の認知症、ご主人 

    も要介護状態で認知症が見られているので、きちんと生活が成り立っているのかと考える 
    と出来ていない面が次から次へと出てきているのではないかと思う。しかし、こうした方 
    が得策であるとは現時点では言う事が出来ません。」 

 
 ＜吉田＞：ご家族の思っている『主治医を切り替えたくない。』と言う思いを尊重しないと・・・。 

   ＜Ｂ様＞：そのお気持ちわかります。なかなか提案しにくいと言う事も・・・。 
   ＜A様＞：これについては、失敗すると大きな問題に成りかねないですね。○町にお住いの方ですか？ 
 ＜吉田＞：いえ、〇町です。 

      今回こちらからお話したのは、「切り替えろ。」と言う事ではなく話してもいません。 
      「ご負担ではないですか？往診に来て下さる先生もいらっしゃいますが？」と話させ 

      て頂き、息子様からは「全然、それは大丈夫だから。」とのお返事でした。 
 ＜Ｃ様＞：これは今しきりにかかりつけの主治医と連携を取りましょうとなったので、ケアマネ 
      ージャーから主治医に色々話して様々な情報を頂き共有すると言った様に、ケアマネ 

      ージャーに働きかけて貰える様、お願いをしてみては如何ですか？ 
 ＜Ｅ様＞：ケースの内容が漠然としていて良く分からないのですが、奥様の方の支援と言う事 
       だけを考えると、定期巡回のサービス内でカバー出来ていると思います。ただ、 

       サービスが入っているだけでその方の生活が成り立っているわけではなく、家族や 
       ご主人が支援者としての立場で少し関与して頂かないと、この方の生活は成り立た 

       ないと言った図式なのかなと思います。なので、奥様の支援者である立場からご家 
       族に対して「〇〇と言った所のフォローをお願いしたいのですが？」と言う働きか 
       けをする事が図式的には良いのではと思っていて、また、本人がぶれてしまうと知 

       らない間にご主人の支援なのか奥様の支援なのか分からなくなってしまう部分があ 
       って、一回その辺りは、奥様の支援と言う役割の中から発生してくる諸問題がある 

       と思うので、まずそこを整理してケアマネージャーへ伝えて行くのが良いのではと 
       思います。 
       要は、奥様の支援が出来ていない状況があると言う事ですね？ 

 ＜吉田＞：そうですね。 
 ＜Ｅ様＞：奥様自体は今のサービスで十分支援出来ると思うけれど、同居しているご主人の支 
       援がある事が前提である為、適切な支援が出来ていないと言う事ですか？ 

 ＜吉田＞：はい。そうです。 
 ＜Ｅ様＞：そう言う形で相談された事はありますか？ 



■記録６

　

 ＜吉田＞：ご主人がそう言う状況であると言うお話はケアマネージャーなりご家族へ話した事は 
      ありますが、「手伝って欲しい。」や「こう言う風にして欲しい。」と言ったお話は 
      頂いていません。 
      今回このケースにあたりご家族へは「当社にも出来る事があります。」とお伝えして 
      ます。ただ、お伝えする前にずっとご家族がどう思っているのかを伺っていました。 
      当社にも出来る事があると言うより、ご家族の今思っている事が最優先と思いました。 
      今後、具体的に話を進めて行こうと考えており、その中で先ほどもお話した通り、お 
      風呂に入れていないかもしれないので掃除の後にお湯を溜めて欲しいと要望が聞けた 
      ので少しは進展したのではないかと思う。ご家族もヘルパーが訪問した際にお話する 
      事もあり、その様な事をお話していたので「電話でも良ければ話したい。」とお伝え 
      するとご家族は「それはすごい助かった。」と仰って下さいましたので、これは継続 
      して聞き続ける事でご本人の支援体制の確保にも繋がるのではないかとも思っていま 
      す。 
 ＜Ｂ様＞：それは都度、ケアマネージャーにも報告している？ 
 ＜吉田＞：そうですね。こう言った話をしたと言う事はお伝えしています。 
 ＜皆様＞：思っている以上に課題が多いかもしれないですね。 
 ＜Ｂ様＞：そうすると、経済的な問題も出てくるとは思うのですが？ 
 ＜吉田＞：毎月多額ではありませんが、自費も出ています。また、ショートステイに関しても自 
      費で行かれています。 
 ＜Ｂ様＞：でも自費で行かれる選択をしていると言う事は、ある程度支払う能力があると言う事 
      ですね？ 
 ＜吉田＞：そうですね。 
 ＜Ｂ様＞：その支払いが出来ないからやめると言う事ではないのですね。 
 ＜吉田＞：はい。ただ、ご主人は冗談と思いますが「あまりないんだ。」と言った様な事を話さ 
      れています。あと、ちょっとした所で、例えば食事の配膳はするけれど、ラップを剥 
      がさずに配膳される為ご本人召し上がる事が出来ないと言った事が見られています。 
 ＜Ｅ様＞：ご主人は良く頑張っていらっしゃいますね。 
 ＜吉田＞：はい。そうですね。 
 ＜Ｅ様＞：具体的にこう言う事が良い、良くないと具体的な提案が必要なのではないでしょう 
       か？ 
 ＜Ｃ様＞：奥様が生活するにあたってですね。 
 ＜Ａ様＞：全く何もさせないのではなく、先程も話した通りご主人が今後も奥様の支援者であり 
      続ける為の支援を何か提供してあげる様にとの話をしていたのです。 
 ＜Ｅ様＞：奥様については現在のサービスでカバー出来ているのでもったいない気がします。 
 ＜Ｂ様＞：病院への付き添いも大変との考え方がある一方、それが出来ている。さっきのサービ 
      スに自費が出ている部分に関しても、自費が出てしまっていると言う大変さはあるけ 
      れど見方を変えるとそこの支払いは出来ている。なので、そこも切り離してしまうと 
      せっかく出来ていた事も出来なくなってしまう可能性が出てくると思われる。息子様 
      との関係も、私達は想像でしかありませんが、そうは言っても息子様の責任を果たし 
      てもらうとか、息子様はそれで「自分は介護をしている。」と言う様な自信、満足感 
      を多少持ってもらう必要性があるのかもしれないし、大変だろうからと言って、全て 
      こちら側で、そちら側でとしてしまうのが必ずしも良いとは限らないと思うので、そ 
      こら辺が整理、どこまで情報提供してどう言う生活をするのかはご家族の判断ではあ 
      るけれど、その情報提供が十分に行われているか、課題の整理は出来ているのかと言 
      う所であるのかなと思う。 
 ＜吉田＞：19時に夕食を召し上がられるそうで、18時に息子様が準備をするそうです。ですが 
      食器等を洗っていない事があり19：45頃から始めると言う生活を毎日約2年前から 
      続けている様です。それの3回の内1回でもヘルパーで出来ればいいのではないかと 
      思いご家族にはお話をさせて頂いたのですが、今話し合った内容にもあった様に、ご 
      家族が対応すると決めて頑張っている部分を奪ってしまう可能性があると思いつつ、 
      どこまで継続し続けられるのかと言う考え、両方とも持っていなければならないと思 
      いました。 
 
『訪問看護ステーションささえ Ｆ様』 
Ｑ：「看護が入る事はないのでしょうか？服薬をされているとのお話でしたので。」 
Ａ：「服薬に関しては息子様がセットしてまして、毎朝ヘルパーが出しています。息子様が日付 
   記入をしたりと管理全般を行っています。」 
 



■記録７

　

ご意見「医療との連携と言うと、看護が入っていれば先生との間で必要性のある情報をお伝えす 
    る事が出来ると思います。普段、私達は常に入っている状態ですので、入っていない状 
    態での実状を知る事が出来ました。今後入っていない状況でどう進展して行くか興味深 
    い所があります。」 
＜D様＞：入っていたら、また少し違っていたのかもしれないですね。 
 
『ジャパンケア武蔵野 齋藤 直樹』 
ご意見「お話にもあった様に『課題の共有』と言う所で、例えば提案する側もこちらからご家族 
    に提案するのではなく、あくまでも提案者はケアマネージャーであって、ケアマネージ 
    ャーからご家族へ提案して頂く。複数で提案してしまうとご家族やご本人が困惑してし 
    まうので情報・課題を共有するのが一番だと思います。毎日サービスには入っている方 
    なので色々と見えてくる部分は多いと思います。情報を整理してケアマネージャーへ伝 
    える事とご主人の状態が以前と比べて変化してきていると思われるので、現在掃除のみ 
    のサービスを利用されていますがご主人の状態も共有し、ご本人と一緒にサービスの検 
    討をして行くのが良いと思う。ケアマネージャーも情報をどこまで共有しているかは不 
    明ですが、情報や課題を伝えて行く事が大切かと思う。課題があり心配なのでこちらか 
    らご家族、ご本人に伝えるのではなく、ケアマネージャーと共有し共に伝えて行くのが 
    良いと思う。 
＜吉田＞：何かがあった時にすぐ動きがちなのですが、確かに連携している方々と情報を共有し 
     て検討し、より良い方向へ導けたら良いと思う。 
 
『ジャパンケア武蔵野 佐藤 園美』 
ご意見「看護側からとして、定期的なアセスメントは行っていますが訪問看護は入っていません 
    ので、訪問時に息子様がいらっしゃると何かあった際は直接お話しさせて頂いたり、不 
    在時はメモを残したり等していますが、実際医療の目が不足しています。訪問診療も現 
    状来ておらず半年に１回程度。服薬もしているのにフォローしていないのが実情です。 
    息子様の報告だけで薬の処方がなされており、本来あってはならない事なので心配な部 
    分ではありますので医療の部分に関しては改善の必要性があると思う。ケアマネージャ 
    ーが主として動くのでもう少し連携して動いた方が良かったのではと反省点でもあるの 
    で、今後はもう少しケアマネージャーと連携し方向性を一つにまとめて今後ケアをどう 
    すればいいか検討出来れば良いと思う。 
 
６、新型コール機の紹介 
来年の１月より夜間と定期巡回で使用しているコール機が新型へ変更。デモ機を使い紹介。 
※詳細は別紙参照。 
 
７、閉会の挨拶 （吉田統括管理者） 


