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●訪問介護事業所 特定事業所加算 一覧表
大和市内の訪問介護事業所の一覧表を作成いたしました。

●研修会「ケアプラン点検を通して学ぶ事例検討会」
介護給付適正化の事例をみんなで考える研修会となりました。

●第八回大和医療・福祉従事者大懇親会
顔の見える関係作りをテーマに8回目の開催となりました。

●やめたいけどやめられないこと
大好評？の情報グループみなさんのそれぞれの想いをどうぞ。

企画・編集・発行：大和ケアマネージャー連絡協議会 情報提供グループ
【みんなでみる夢】https://yamato-caremanager.org/
大和ケアマネージャー連絡協議会

訪問介護事業所

特定事業所加算

一覧表

令和2年3月現在

大和市内の訪問介護事業所において、特定事業所加算の一覧表を作成いたしました。
3月現在の情報となっておりますので近況等についてはみなさまでご確認をお願いいたします。
事業所番号

事業所名称

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

取得無

1

1473001236 セントケア大和

2

1473000949 ダームメディカルケアサービス つきみ野

3

1473003125 訪問介護エクシオケア大和

〇

4

1473001186 ハピネス ヘルパーステーション

〇

5

1473003117 オールド・パル 訪問介護事業所

〇

6

1473003059 ＳＯＭＰＯケア 中央林間 訪問介護

7

1473002341 泉心会メディカルサービス訪問介護事業所

〇

8

1473002770 ヘルパーステーション ケアサポートやまと

〇

9

1473001897 シャロームほっとステーション

〇

10 1473002325 ボンセジュールつきみ野ケアステーション

〇
〇

〇

〇

11 1473002713 ミモザ在宅療養支援ステーション南林間
12 1473002697 ケアステーション ゆこす

〇
〇

13 1473000154 ケアサービス ひまわり

〇

14 1473000717 ケアサービスグレイス

〇

15 1473002184 東電さわやかケア鶴間

〇

16 1473003000 グラッセン大和訪問介護

〇

17 1473002606 ドレミファランド介護ステーション西鶴間

〇

18 1473000071 ワーカーズ想事業所

〇

19 1473000402 ツクイ大和鶴間

〇

20 1473002853 みどりの風 大和
21 1473000063 居宅介護支援センターサンホーム鶴間

〇
〇

22 1473002382 おひさまケア相模

〇

23 1473002986 学研ココファン鶴間ヘルパーセンター

〇

24 1473003141 訪問介護ステーションうぃずYOUやまと

〇

25 1473002143 トータルケア健やか 大和

〇

26 1473002127 パートナーズきらら

〇

27 1473002259 大和・あおいホームケアサービス大和

〇

28 1473000444 アースサポート大和

〇

29 1473001780 神奈川県ホームヘルプ協会

〇

30 1473000923 東京海上日動みずたま介護ST

〇

31 1473000634 介護ｽﾃｰｼｮﾝ「はあとふる」
32 1473002119 アスモ介護サービス 大和

備 考

〇
〇

33 1473003067 ケアパートナー大和ヘルパーステーション

〇

34 1473000956 スマイルケア 大和

〇

4/30にて廃止

35 1473002218 たちばな訪問ステーション

〇

36 1473000139 県央福祉会介護支援ステーション アイネット大和

〇

37 1473000337 ニチイケアセンター大和

〇

38 1473002929 さくら・介護ステーション 大和中央

〇

39 1473001673 耀 やまと

〇

40 1473000097 社会福祉法人 敬愛会

〇

41 1473003224 学研ココファン西鶴間ヘルパーセンター

〇

42 1473002952 訪問介護カトレア

〇

43 1473002168 カーサプラチナ大和

〇

44 1473001541 フェリエドゥ高座渋谷訪問介護ステーション

〇

45 1473003174 HANA～花～ヘルパーステーション

〇

研修グループ
大和ケアマネジャー連絡協議会 研修グループ
令和2年2月21日（金）
「ケアプラン点検を通して学ぶ事例検討会」
～介護給付適正化の事例をみんなで考える～
・グループワーク
進行・ファシリテーター：研修グループメンバー
上記の研修を開催しました。多くの参加ありがとうございました。

～感想～
・事業所としてはケアプラン点検を受けていましたが、個人的にはまだでした。その中で経験した方たちの話を聞けた事がとてもた
めになりました。期間の設定やインフォーマルの位置づけ等、今後のケアマネジメントで活かして行きたいと思います。
・グループワークの中で、自分はこのようにプランニングすると思う部分が、いろいろな方の見方や意見を聞いて、そのような考えや
見方があるのだと勉強になりました。いろいろな角度や視点から考える事が大切だと実感しました。
・自分のプランにはインフォーマルが少ない中、本人や家族ができる事や支援をプランに位置付ける事で役割が明確になるので、
今後本人や家族の強み・支援を意識してプランを作って行きたいと思いました。
・ケアマネになって間もなく、未だにプラン作成に不安がある中で、今回の研修を受けて様々な意見を聞けてとても有意義な研
修でした。
・同じ事例でありながらもグループでケアプランの内容が様々でした。それだけ多くの考え方や支援があるのだと感じました。

コロナウイルスが流行している中、参加できなかったケアマネさんも多くいたかと思います。
その中でもたくさんのケアマネさんに参加いただき、本当にありがとうございました。グループワークでは初めて会うケアマネさんもいた
かと思いますが、今後も横のつながり・関係性を築けるような研修を開催していきたいと思います。
研修に関して、意見や取り組んで欲しい事がありましたら、遠慮なく声をあげてください。

交流集会グループ

第八回大和医療・福祉従事者大懇親会
令和元年１１月２日（土）に第８回目となる大和医療・福祉従事者大懇親会を、ホテルセンチュリー相
模大野にて開催いたしました。今回は台風による日程変更もあり皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました
が、前回同様、多数の医療・福祉従事者にご参加いただきました。大和市内の各事業所間の顔の見える関
係作りを継続し、回数を重ねるごとに連携も深まりを感じています。毎年新しい試みを実施し、普段関わりの少
ない方との交流もでき、大和市の新しいつながりができたのではと思います。皆様のご協力、本当にありがとうご
ざいました。

;

アンケート結果

アンケート回収数 69名

★今回の企画はどうでしたか?
●おもしろかった 61名

●つまらなかった 2名

★大懇親会の定期開催について
●毎年行ってほしい 57名

●やらない方がいい 0名

●2年に1回 6名

★会費について
●安い 5名

●妥当 47名

●高い 10名

●無回答 1名

★会場について
●良かった 61名

●あまりよくない 0名

●悪い 2名

★交流できましたか?
●多くの交流を図れた 54名

●あまりできなかった 8名

●全く交流は図れない 0名

●無回答 1名

情報提供グループ
新型コロナウィルスの影響で、私たちの日常生活は大きく変わってしまいました。外出する機会も少
なくなり、自宅で過ごす時間が増えた中、みなさまの生活スタイルはどのように変わりましたでしょう
か？
新日常生活スタイルも出来つつある今、みなさんもついついやめられないことがあるのではないでしょ
うか？

「やめたいけど、やめられないこと」

今回は情報グループのメンバーに
を
テーマに、お聞きしました。
あるあると思いながら、自身の生活スタイルを振り返っていただき、どんな時でも自分に正直に生き
る！ ヒントになればと思います。 それではどうぞ、ご覧下さい！

『老眼のためのサプリメント（健康食品）』

『暴飲暴食』

飲み始めて随分経つのですが、あまり変わら

みやたか

らない。
でも止めたらと考えると、やめられない。。。
あまの

『10年前に亡くなったGレトリバーの愛犬のお
骨、
納骨した方がいいとは思っていてもどうしても

夜お酒を飲んでて、途中うたた寝をし、目が

できず、手元に今もあります』

覚めてそのまま寝ればいいのに

なかじま

再び飲み始めてしまう事・・・見事に肝機能
の数値が上がっています・・・
いわさ

『夕食後のスナック菓子やめられないです』
たむら

『健康診断で体重を減らすようにと言われて
も食後の甘いもの（特にアイス）はやめられ

『甘いものは控えたいけどストレスがたまるとつ

ないですね』

いつい爆食いしてしまう』
すずき

おおいで

『キャンディ🍬（特にミルキー）ですね。必ず

『チョコレートが好きなのでチョコレートをついつ

鞄に一袋＋α持ってます^ - ^』

い食べてしまうことです』
せきの

ますだ

