
 

 
発行元：〒８５６－０８２０ 長崎県大村市協和町７７９（社）大村市医師会内 大村市在宅ケアセミナー広報部 ＴＥＬ０９５７－５４－０１５１  
ホームページ ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｇａｓａｋｉ．ｍｅｄ．ｏｒ．ｊｐ／ｏｏｍｕｒａ／ｃａｒｅｓｅｍｉ／ｃａｒｅｓｅｍｉ．ｈｔｍ 

～ 上記アドレスにてセミナー便りを掲載しています。セミナー便りの郵送費軽減にご協力できる方は、事務局までご連絡いただければ幸いです。 ～ 

 

第９５回 大村市在宅ケアセミナー開催報告 
開催日時 平成２０年 ５月１５日（木）１８：４５～２０：３０ 

開催場所 大村市民会館 ３階 大会議室 

参加者数 ８７名   新規入会者 ９名 

開催内容 ➀ 平成２０年度 総会 

➁「虐待防止マニュアルについて」大村市社会福祉協議会    山 下 浩 司 氏 

「虐待防止への取り組み事例 」大村市地域包括支援センター 瀬ノ口 紀代子 氏 

 

～ 前回セミナーに関するご質問 ～ 

＜質問．１＞ 

入浴が嫌いな利用者様で、入浴時に車椅子からシャワーチェアーへ

移乗する際に必ず暴力行為がある。ご本人様は、理解力がある方なの

で、その都度、話をしているがご理解いただけない。 

利用者からの暴力行為（つねる・叩く等）に対する対処の仕方を教

えて欲しい。 

＜回 答＞ 

  当該ご利用者様のケース検討会等を開催し、ご利用者様がなぜ暴力

行為に至られるのか原因を考えるほか、対応する職員側のコミュニケ

ーション能力を高める方法および介助方法を検討する。 

  事例としては、職員２人体制による介助（移乗の際、１人が移乗を

行い、もう１人がご利用者様と両手握手して暴力行為を封じる。） 

  靴を履かせるときは、（蹴られることがない様、ご利用者様の正面

ではなく側面からの介助を行う）などの意見がありました。 

 

＜質問．２＞ 

  要分離の場合の、具体的な分離先（施設等）は、どういった所があ

るのでしょうか？ 

 

＜回 答＞ 

 高齢者の場合、一般的には、特別養護老人ホームになると思われます。

措置の場合は、養護老人ホームが考えられます。 

 



＜質問．３＞ 

  トラブルの解決は、何かと大変だと思います。虐待者の方が興奮し

ているときに上手にお話を聴き落ち着かせるコツなどがありましたら

教えて下さい。 

＜回 答＞ 

  虐待者の方が落ち着くまで、傾聴姿勢で対応することが基本です。

 虐待する側、虐待される側の双方の対象者がいる場合は、当人同士を

 離して別々に職員が対応したり、上司などの役職員が対応することで

 納得される場合もありますので１人で対処せず、複数の職員で対応す

るなど臨機の対応を心がけましょう。 

 

＜質問．４＞ 

  家庭内での虐待は、外部にはわかりにくく、様々な対応が必要になる

 と思います。ケースの解決もなかなか困難とは思いますがケースのその

 後の相談体制、見守りなどはどのようになっていますでしょうか？ 

＜回 答＞ 

  社会福祉士などが対応しています。措置期間については、最長３か月

 程度ですが、一時的に虐待が落ち着いても再発する可能性もあるため、

その後も定期的な見守りを行っています。 

～ 前回セミナーに関するご意見 ～ 

  入院患者様より職員への暴力がありますが病院側は何も対処せず、

 殴られる方が悪いと言われます。職員は、どのように対処したら、患

者様に怪我をさせることなく業務に従事できるか、患者様を気遣いな

がら仕事をしているのに残念です。（病院内での、患者様から職員に対

する暴力行為の相談は、余り無いとのことですが、職員は、（病院側・

患者様・相談機関に対して）何も言えないのではないでしょうか？）

 

～ 前回セミナーに関する感想 ～ 

 事例を紹介して頂いて、日頃傾聴している中でも、言葉の虐待があると

認識させられた部分もあり、今後、傾聴していく上での参考になった。 

 

 貴重なお話、ありがとうございました。現在の虐待の現状も把握でき 

対応方法等、理解を深めることができ良かったと思います。 

 セミナーからのお知らせ 

ケアセミナーでは、「セミナー便り」の郵送費軽減を目的として、 

本誌のメールでの送信、ホームページでの閲覧を行っております。 

現在、本誌を郵送でお受け取りになられている会員の方でご協力 

頂ける方は、大村市医師会内・在宅ケアセミナー事務局 

ＴＥＬ０９５７－５４－０１５１ までご連絡下さい。 



 

 次回 第９６回  

 

開催日時 ： 平成２０年 ７月１７日 （木）  １８：４５ ～ ２０：３０ 

開催場所 ： 大村市民会館 ３階 大会議室 にて 

内   容 ： 1） 講演 『 高齢者トレーニングの取り組みと成果について 』

① 高齢者の生理学的変化とトレーニング理論 

② 院内での取り組み内容と成果 

③ 地域ボランティア活動の内容と成果 

④ 院内での健康教室の取り組み 

講師 ＊ 貞松病院 リハビリテーション科  杉野伸治 先生 

2） その他   新規事業所紹介 等 

 

＜講演会等のご案内＞  

平成２０年度 シニアサポート講演会 「高齢社会を生きる」 

～ 介護保険の上手な使い方 ～  主 催 財団法人 長崎県すこやか長寿財団 

開催日時 平成２０年７月３１日（木） １３：３０～１５：３０ 

開催場所 大村市中央公民館（コミュニティセンター）大会議室 （☎０９５７－５４－３１６１）

参加対象 一般県民・高齢者福祉関係者 

講  師 立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科 教授 服部 万里子 先生 

入場料金 無 料 

問合せ先 財団法人 長崎県すこやか長寿財団 介護実習・普及課（☎０９５－８４７－５２１２）



 

テーマ： はつらつ カラダ いきいき ココロ 

開催期間 ： ７月４日（金）～８日（火） 

開催時間 ： ９：００～２０：００ 

開催場所 ： 大村市男女共同参画推進センター 

         「ハートパル」 

 午前の部 午後の部 

詳しく知ろう医療保険の制度改正 

１０：００～１２：００ （多目的室） 

参加団体交流会私たちの活動アピールします！ 

１３：３０～１５：３０ （多目的室） 

７ 

／ 

４ 

（金） 

パソコン講座 「オリジナル便箋と封筒の作り方」  （※ お電話での事前申込みが必要です） 

１０：００～１２：００ （第１会議室）            （※ 定員になり次第締め切らせて頂きます） 

楽しい手作り教室・絵手紙・古布ブローチ作り

１０：００～１６：００ （第１会議室）実費３００円 

一緒に踊りませんか？フラダンス 

１５：００～１６：００ （第３会議室） 

ミニ手話講座 

１０：００～１２：００ （第３会議室） 

「一見ラブラブのカップルに暴力がある！あなたの

お子さんは大丈夫ですか？」  ＤＶ防止ながさき 

１３：３０～１５：００ （多目的室）代表 中田慶子氏 

（※ お電話での事前申込みが必要です） 

日本の伝統、ゆかたの着付け教室 

１１：００～１２：００ （和室） 

日本の伝統、お茶の教室 

１２：００～１３：３０ （和室） 

 

 

７ 

／ 

５ 

（土） 

パソコンによる栄養相談・指導 １０：００～１５：００ （ロビー） 

ハートパルコンサート １３：３０～ （多目的室） 

（大村胡弓愛好会・桜コーラスほか） 

 

寸劇 「中国人研修生は見た！ 

日本の会社の不思議」 

～女性の仕事を考える～ 

 

１０：００～１２：００ （多目的室） 

ボランティアサロン  

私の男女共同参画社会づくりとボランティア活動 

講師 佐賀市社会教育課長 馬場三恵子 氏 

１４：２０～１５：３０ （多目的室） 

 

 

７ 

／ 

６ 

（日） 

パソコンによる栄養相談・指導 １０：００～１５：００ （ロビー） 

気軽にストレッチ、夫婦で親子で 

１０：００～１２：００ （多目的室） 

（※ お電話での事前申込みが必要です） 

一緒に身体を動かしましょう！（大村民謡愛好会）

１３：３０～１４：３０ （多目的室） 

 

７ 

／ 

７ 

（月） 

パソコン講座 「チラシの作り方」 

１０：００～１２：００ （第１会議室） 

ビデオでおしゃべり （男女共同参画推進課） 

１４：３０～１５：３０ （第３会議室） 

７ 

／ 

８ 

（火） 

 

楽しく学べる大村の歴史講座 （文化振興課）

１０：００～１２：００ （多目的室） 

 

 

男女共同参画ってな～に？入門編 

講師 長崎県男女共同参画アドバイザー 

    大浦紘子 氏 

１３：３０～１５：００ （多目的室） 

 

ご不明な点がありましたら、「 大村市男女共同参画推進センター ～ ハートパル ～ 」 

ＴＥＬ ０９５７－５４－８７１５  ＦＡＸ ０９５７－５４－８７００ までご連絡をお願い致します。 


