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「順心会居宅介護支援センター加古川の紹介」
平成12年に介護保険が始まり、幸生居宅介護支援センターとして開設
した当初は1人ケアマネジャーでした。その後まごころケアー居宅介護支
援センター、つばさ居宅介護支援センター播磨と合併し、本年４月には順
心会居宅介護支援センター加古川に名称が変更になり、現在はケアマネ
ジャー1２名、事務員1名の計13名に増え、毎月約400名の利用者様の介
護・予防のプランを立てています。
基礎職は看護師が半数を占め、他に歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士と多職種に及び、お互いの特性
を生かしながら、様々なケースに対応しています。難病や癌末期、人工呼吸器、胃ろうなど医療依存度の高い
利用者様が多く、主治医や訪問看護ステーションと連携したり、同敷地内の順心リハビリテーション病院、白
寿苑、地域包括支援センターかこがわ北とも連携を密にしています。
介護保険法は５年に１回改正があり、介護報酬の改正もあるので益々複雑になっています。当事業所は特
定事業所Ⅱを取得していますが、ケアマネジャーの資質に対してもますます厳しくなっていくことでしょう。
利用者様が安心してご自宅で生活できるために、地域の方々と、より積極的に関わっていくことで、ケアマネ
ジャーの存在を広く知っていただき、円滑に連携をとりながら、地域に貢献できるよう努力してまいります。

ケ ア マ ネ ジャ ー に１日 密 着
利用者様宅にて住宅改修の
現地確認
「手すりを追加した方がいい
ですか？段差はどうですか？」
改修業者と打ち合わせを行
います。

福祉用具マットレス
勉強会
ケ ア マ ネ ジャー が
自ら体験し、おすす
めします。

ディケアで利用者様と
「デイケアには 慣 れ
られましたか」
サービス事業者にも
聞き取りをします。

退院前カンファレンス
利用者様、ご家族、病
院 職 員 、サ ービス事
業者と退院後安心し
て過ごせるように話
し合いを持ちます。

居宅介護支援センターについて
▶こんな時にご相談ください

●家庭での介護の仕方がわからない

●介護保険のサービスを利用したいが、よくわから
ない

●介護疲れで共倒れになりそう

●家庭で療養したいが不安がある
・掃除、洗濯、調理などができない
・ひとり暮らしなので心配
・お風呂に１人で入れない

●住宅改修をして段差をなくしたり、手すりをつけたい

きぼう

●床ずれの手当てや、チューブ・カテーテルの管理が
できない
●在宅でリハビリをしてほしい
●認知症の対応に困っている
●最後を自宅で看取りたい

申し込みからサービス提供までの流れ
利用申し込み

状況の把握

計画の原案作成

サービス担当者との連携、調整

居宅サービス
計画の作成

サービス利用開始

利用状況の
把握、評価

利用者様、ご家族と面接し、心身の状態や環境、生活歴などを把握し課題を分析します。

在宅サービス事業所に関する情報を提供し、利用者様がサービス事業所を選びます。

ケアマネジャーを中心に、サービス担当者や利用者様、ご家族が参加し、検討します。

サービスの目標、種類、内容、費用等、利用者様の希望や心身の状態を考えて
居宅サービス計画を作成します。

利用者様の同意が得られれば、サービスの利用を開始します。

月に1回以上居宅を訪問し、生活の状況やサービス利用状況を把握します。
また連絡調整や評価、計画の修正を行います。

順心会居宅介護支援センター一覧
順心病院居宅介護支援センター

〒675-0122 加古川市別府町別府865-1
TEL（079）430-0211 FAX（079）430-0818

順心会居宅介護支援センター加古川

〒675-0005 加古川市神野町石守1632
TEL（079）430-5117 FAX（079）430-5101

夢前白寿苑居宅介護支援センター

〒671-2135 姫路市夢前町塚本77-9
TEL（079）335-2578 FAX（079）335-1060

順心会居宅介護支援センター宝殿

〒675-0054 加古川市米田町平津426-1
TEL（079）434-4028 FAX（079）434-4100

順心会居宅介護支援センター学園都市

〒651-2102 神戸市西区学園東町3-1-1
TEL（078）797-3987 FAX（078）797-3735

津名白寿苑居宅介護支援センター

〒656-2151 淡路市大町畑584-6
TEL（0799）62-7240 FAX（0799）62-7241

加西白寿苑居宅介護支援センター

〒675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1
TEL（0790）43-9800 FAX（0790）43-9801
きぼう

ニュース

「敷地 内 全 面 禁 煙 」実 施に関する講 習 会
平成 25 年 4 月 1 日の「受動喫煙の防止等に関する条例」施行に伴い、本校は敷地内全面禁煙を
実施しました。
敷地内全面禁煙を実施するにあたり、4 月 11 日に中谷校長が講師となって、全学生を対象に条例
の内容、喫煙・受動喫煙の有害性、医療機関の喫煙に対する現状等について説明がありました。
本校では、希望者に対して医療的禁煙指導も行っています。

「新入 生 歓 迎 会」の 開 催
5 月 18 日、学生自治会主催による新入生歓迎会が 淡路ワールドビレッジ にて開催されました。
当初は 4 月 13 日の開催予定でしたが、淡路市を震源とした震度６弱の地震が発生したため約 1 カ月
遅れの開催となりました。
当日は晴天にも恵まれ、新入生・在校生・教職員が約 250 名参加し、バーベキューを食べながら
学年・学科を超えた交流の場となりました。

きぼう

介 護 技 術 講 習 会 っ て 何？
在宅で介護され
ている方の負担を
軽減するため、現
在、在宅介護され
ている方や、一般
の方を対象に介護
技術の正しい知識
をお伝えしながら
普及活動をしてい

また、福祉用具（車椅子等）にも参加者ご自身が試
乗されたりと、皆様が真剣に取り組まれているご様子
に、当施設職員も力が入りました。
次回の開催を望むお声を頂き、今年度も開催する運
びとなりましたので、皆様のご参加をお待ち致してお
ります。
日程等はまだ未定ですが、決まり次第お知らせ致し
ますので是非ご参加ください。

くものです。
昨年は、のじぎく福祉会の特別養護老人ホーム「こ
すもす園」と「のじぎくの里」が行い、講義と実技を
交え 2 時間の講習を
好評のうちに終了する
事ができました。
楽々介助法には参加
者の皆様も驚かれたご
様 子 で、移 乗 や 体 位
交換等を何度も実践
されていました。

のじぎく福祉会納涼祭のご案内
のじぎく福祉会では、今年も各施設で納涼祭の開催を予定しています。
踊りや屋台の出店など盛りだくさんの内容となっていますので、是非お
越しください。
職員一同、お待ちしております。

■各施設納涼祭予定
施設名・テーマ

開

催 日 時

すこやか
『パワー全開 すこやかミクス』

７月２７日
（土）午前１１時３０分〜午後４時００分

のじぎくの里
『祝！
！１０周年 はばたけ のじぎくの里』

７月２７日
（土）午後 ５時３０分〜午後７時３０分

こすもす園

７月２８日
（日）午前１１時００分〜午後１時００分

津名やすらぎの里

７月２８日
（日）午後 ０時００分〜午後２時３０分

やすらぎ
『元気にいつ踊るの？ 今でしょ！
！』

８月 ２日
（金）午後 ６時００分〜午後７時3０分

むさしの里

８月２４日
（土）午前１１時００分〜午後３時００分

神戸長者町白寿苑

８月２４日
（土）午後 １時３０分〜午後３時３０分

きぼう

躍動感ある踊りに感動！
【こんなの初めて！】
400倍に拡大して
お部屋に飾りました。

フィーバー
☆ラッキー

ワンちゃんとも
久しぶりの再会です。

特別養護老人ホーム

のじぎくの里

何の写真だかわかりますか？ツバメの巣・・・なの
でしょうか？
撮影できなかったのは残念でしたが、胸がオレン
ジ色のツバメと同じくらいの大きさの鳥が出入り
していました。
のじぎくの里の新しい仲間です。

６月４日にグループホームの夕食でバーベキューを行いまし
た。
気持ちの良い風がよく通る玄関先でしましたので、
皆さん
とても楽しそうにお食事をされました。

「施設長の住吉です。母の日イベントでの手作
りカーネーション、喜んでいただけたでしょう
か？すべてのお母さんに心からありがとう！」

室井ルイ子

「お父さんたちには黄色いバラを！
にっこり笑ってベストスマイル！」

母の日の 過ぎ越しあとの 淋しさを
思えば早も 涙あふれる

す こ や か

「カーネーションを手に記念撮影！
素敵な笑顔です！」

ケアハウス

津名やすらぎの里

おいしくケーキを食べなが
らお話をしました

編集後記
きぼう

保育園児がおゆうぎを披露
しに来てくれました

自立支援センターむさしの里

【希望外出】
姫路リバーシティ
ーに行き大好きな
坦々麺を食べ満足
しました！！
〜唇まで真っ赤〜

【母の日プレゼント】

一人一人が気持ちを込めてブローチを
作りました。
〜母の目に涙〜
〜父の日にむけてプレゼント作成中〜

ハンバーガーセットを注文しました。
待っている時間がとても長い〜！！
孫のような職員とランランな気持ち
です。

介護老人保健施設

神戸長者町白寿苑
ドライブを兼ねて桜の名所2ヶ所に利用者皆さんと一緒に行ってきました。

利用者様と一緒に神戸市須磨区
妙法寺川周辺の桜を見学。
発

今年も暑い夏がやってきました。
夏は、花火大会や盆踊りなどいろいろな行事が目白押しです。そんな行事を楽しみにされている方も多いかと思い
ます。体調管理に心がけて、夏を楽しみましょう。皆さんにとって、楽しい夏になることを願っています。

入居者様が草かりをしてく
れました

障害者支援施設

むさし農園で採れた『じゃがいも』
皆で掘り乾燥中
『じゃがいも』から『ポテトコロッケ』に変身！！
出来上がった物を皆でおいしく頂きました。
厨房職員さん、ありがとう！！

ケアハウス

「トライやるウィークで地
元中学生がお仕事体験に。
一緒に歌ったり工作した
り、たくさんの元気をあり
がとう！」

社会福祉法人のじぎく福祉会基本理念

地域との連携の下�利用者様本位の福祉サ�ビス
の提供と介護予防等在宅生活の支援に努め�
地域福祉の向上に資することを目標とします�

氷丘中学校国際交流部の生徒・卒
業生・先生、コルモッキルチーム
の皆様総勢１１名が来園、迫力あ
る素晴らしい隣国の伝統文化を披
露してくださり、
利用者様を魅了し
ました。

『5/17 笑福一座さんのマジックショー』

福祉会のペ�ジ

どう！
私似合うでしょ
(*＾-＾*)

やすらぎ川柳会

女性Ｙ氏（86歳）
自宅・・・仏壇お参り・家族と団欒

人間はいいな涙がにじみ出る 綾

女性Ｗ氏（100歳）
喫茶店→プリクラ撮影

水無月賞

男性Ｙ氏（82歳）
ラーメン店→パチンコ→喫茶店

氷丘中学校国際交流部の皆様方

優秀賞

利用者様とご家族、そして職員が一体となり、利用者様は【今一番何がしたいのか？】を
探りながら、幸福への道しるべを見つけるべく努力をしています。
今回は、３名の方の希望に沿った外出風景をご紹介します。

句づくりが一途の老いを愉しませ 保

〜【一人一人が満足いただける個別ケア】の実現に向けて！〜

一途にはなれぬ心に惑いあり 由紀

や す ら ぎ

優秀賞

ケアハウス

韓国伝統舞踊＆打楽器演奏会

優秀賞

こすもす園

もう聞いた口を封じる我が息子 美恵

特別養護老人ホーム

行

神戸市須磨区妙法寺川周辺の桜に
うっとり。見ごたえがありました。

所／

医療法人社団順心会本部

社会福祉法人のじぎく福祉会本部

〒675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1 〒675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣762-10
TEL（079）430-0270 FAX（079）430-0271
TEL（079）441-3775 FAX（079）441-3776

しあわせの村のしだれ桜を見学、
皆さん感激されていましたよ！
発行責任者／理事長 栗原 英治
印

刷

所／田中印刷出版株式会社 〒６５７-０８４５ 神戸市灘区岩屋中町３-１-４

発

行

日／平成25年7月20日
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居宅介護支援センター

順心病院居宅介護支援センター
〒６７５-０１２２ 兵庫県加古川市別府町別府865-1
TEL（079）430-0211 FAX（079）430-0818

我々は医療と福祉の両分野で幅広く活動しています。
本部

順心会居宅介護支援センター加古川

順心会本部

総務・人事

〒６７５-０１２２ 兵庫県加古川市別府町別府865-1

経理

のじぎく福祉会本部
〒６７５-０１１１ 加古川市平岡町二俣762-10
病院

順心病院

TEL
（079）
430-0270

FAX
（079）
430-0271

TEL
（079）
430-0272

FAX
（079）
430-0273

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
TEL（079）430-5117 FAX（079）430-5101

夢前白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）441-3775 FAX（079）441-3776

脳神経外科／内科／外科／循環器内科／大腸肛門外科／消化器内科／整形外科／耳鼻咽喉科／
リハビリテーション科／放射線科
【診療時間】 午前9：00〜12：00 午後16：00〜19：00

〒６７１-２１３５姫路市夢前町塚本77-9
TEL（079）335-2578 FAX（079）335-1060

順心会居宅介護支援センター宝殿

174床

〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1
TEL（079）434-4028 FAX（079）434-4100

〒６７５-０１２２ 兵庫県加古川市別府町別府865-1 TEL（079）437-3555 FAX（079）437-6785

順心会居宅介護支援センター学園都市

★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい

順心リハビリテーション病院

内科／リハビリテーション科／神経内科／呼吸器内科／糖尿病内科／整形外科
皮膚科／放射線科／泌尿器科／精神科
【診療時間】 月〜土 午前9：00〜12：00 休診 日曜日、祝祭日

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
★通所リハビリテーション ■実施日

〒６５１-２１０２ 神戸市西区学園東町3-1-1
TEL（078）797-3987 FAX（078）797-3735

180床

津名白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）438-2200 FAX（079）438-6085

月〜土

■ご利用時間

1部
2部

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑584-6
TEL（0799）62-7240 FAX（0799）62-7241

9：00〜12：15「送迎あり」
13：15〜16：30「送迎あり」

加西白寿苑居宅介護支援センター

TEL.(079)438-9070

〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1
TEL（0790）43-9800 FAX（0790）43-9801

加古川脳神経・認知リハビリテーション研究センター
TEL（079）451-8730 FAX（079）451-8731

津名病院

内科／呼吸器内科／消化器内科（内視鏡）／循環器内科／糖尿病内科／外科／整形外科／脳神経外科／皮膚科
放射線科／リハビリテーション科／歯科口腔外科

〒６５６-２１５６ 淡路市大町下66-1

こすもす園居宅介護支援センター
〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野136-8
TEL（079）438-7774 FAX（079）438-7685

172床

TEL（0799）62-7501 FAX（0799）62-7502

のじぎくの里居宅介護支援センター

★ご案内 ●歯科口腔外科（月・水・金） ●カメラ（胃カメラ・大腸カメラ）緊急時以外は予約制となっております
★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

月〜金／8：45〜17：30
月〜土／9：30〜15：30

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

津名白寿苑

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

夢前白寿苑

月〜金／9：00〜17：00
月〜土／9：30〜15：55

土／9：00〜13：00
日・祝／休業

日・祝／休業

100床

TEL（079）335-3320 FAX（079）335-1060

月〜金／8：45〜17：30
土／8：45〜13：00
月〜土・祝／9：00〜17：30
日／休業

日・祝／休業

100床

〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1 TEL（079）430-0033 FAX（079）430-0034

加西白寿苑

受付時間
デイケア営業時間

神戸長者町白寿苑居宅介護支援センター

平日／9：00〜17：00
土／9：00〜13：00
平日・土／10：00〜16：30
日・祝／休業

日・祝／休業

50床

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1
TEL（078）646-9891 FAX（078）646-9892

地域包括支援センターかこがわ北
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632-11
TEL（079）430-5560 FAX（079）430-5561

ケアハウス

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

日／休業

100床

TEL（0799）62-7200 FAX（0799）62-7201

〒６７１-２１３５ 姫路市夢前町塚本77-9

加古川白寿苑

200床

月〜土・祝／8：45〜17：30
日／8：45〜13：00
月〜金／9：30〜15：40
土・祝／9：30〜15：40

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑584-6
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

土／8：45〜13：00
日／休業

TEL（079）438-2999 FAX（079）430-5108

大
地学
域包括

介護老人保健施設

白寿苑

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
TEL（079）247-9210 FAX（079）247-9209

やすらぎ

100名
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632-1
TEL（079）438-5770 FAX（079）438-5760

津名やすらぎの里

50名
〒６５６-２１５６ 淡路市大町下65-1
TEL（0799）62-7400 FAX（0799）62-7401

〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1 TEL（0790）43-9800 FAX（0790）43-9801

高砂白寿苑

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

平日／9：00〜17：30
月〜土／9：30〜16：00

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

日・祝／休業

100床

月〜土／8：30〜17：30
日・祝／休業
月〜土・祝／10：00〜16：00
日／休業

100床

TEL（078）646-9890 FAX（078）646-9893

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

TEL（079）438-4565 FAX（079）430-5152

順心会訪問看護ステーション宝殿
〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1

TEL（079）433-0901 FAX（079）433-0915

順心会訪問看護ステーション学園都市
〒６５１-２１０２ 神戸市西区学園東町3-1-1

18名
TEL（0799）60-1150 FAX（0799）60-1151

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑638-4

しらぎくの家

9名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1 TEL（079）430-0888 FAX（079）430-0888

しらゆりの家

9名
〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1 TEL（0790）43-9804 FAX（0790）43-9804
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1651-10

のじぎくの里
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3

ホームヘルパー受付時間 月〜日／8：30〜17：30 50名
TEL（079）247-9200 FAX（079）247-9201

月〜日／9：00〜16：30

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3

きぼう

ホームヘルパー受付時間 月〜日／8：30〜17：30 50名
TEL（079）438-7770 FAX（079）438-7686

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
TEL（079）438-9070 FAX（079）438-9071

加古川市生活支援ハウス

10名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井59-1
TEL（079）430-0200 FAX（079）430-0201

高砂市生活支援ハウス

18名
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
TEL（079）247-9200 FAX（079）247-9201

関西総合リハビリテーション専門学校
〒６５６-２１３２ 淡路市志筑新島7-4
TEL（0799）60-3600 FAX（0799）60-3610

大学

特別養護老人ホーム

デイサービス営業時間

9名
TEL（079）247-9206 FAX（079）247-9201

月〜土／9：20〜16：30

〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野136-8

のじぎくの里

18名
TEL（079）430-5030 FAX（079）430-5031

順心リハビリテーション病院
地域リハビリテーションセンター

学校

すずらんの家

31名
むさしの里
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜751-1
TEL（079）247-8080 FAX（079）247-8070
自立支援センター

生活支援ハウス

グループホーム

オリーブの家

TEL（078）797-3734 FAX（078）797-3735

リハビリテーション

訪問看護ステーション

順心会訪問看護ステーション加古川

デイサービス営業時間

デイサービス営業時間 月〜土／8：30〜18：00 30名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井59-1
TEL（079）430-0200 FAX（079）430-0201

障害者施設

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

こすもす園

すこやか

TEL（079）247-9811 FAX（079）247-9815

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-1

神戸長者町白寿苑

土／9：00〜17：30
日・祝／休業

関西看護医療大学
〒６５６-２１３１ 淡路市志筑1456-4
TEL（0799）60-1200 FAX（0799）60-1201
E-mail: daigaku@kki.ac.jp
URL http://www.kki.ac.jp

