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老健の将来は如何にあるべきか
今、老健の足元は、

江澤

和彦

効率化は待ったなしである。在宅復帰の強化型や支援機能

水 面 下において相 当

加算を取得すると稼働率が低下し、相談員の増員も必要と

揺れている。このまま

なり、収支差に反映していないという調査結果もある。

では、介護報酬の面で

介護業界では人材育成も大きな課題である。介護職の

も草刈り場となりかね

キャリア段位制度や介護福祉士の上級資格が検討されて

ない状況にある。昭和

きたが、決定的なことは介護報酬の設定が人材育成モデル

63年に中間施設とし

とかけ離れていることである。現状、一般的に人件費率は

て誕生した老健は、今

施設系で7割、訪問系で8割を占めており、介護従事者が新

でも世界唯一の高齢

卒から定年まで勤め上げると事業所の経営が成り立たな

者モデルの位置付け

い状況にある。
現実は、
入所職員4人のうち2人が20歳代、

となっている。その後、

1人が30歳代、残り1人が40歳以上という若い職場で形

時を数えること四半世

成され、女性職員も多く、適度に循環することにより、経営

紀が経ち、わが国は世

を保っているのである。実際、従業員の平均年齢の高い事

界に類を見ない高齢化を迎えるなど社会構造は大きく変

業所や定着率が高く雇用勤続年数の高い事業所は経営的

化し、
自ずと老健も当初の中間施設から役割と機能の転換

に苦戦を強いられている。
これでは、正規雇用を縮小せざ

期を迎えている。前提とすべきは、
わが国が世界トップの高

るを得なくなり、人材育成どころではなく、国はこのことか

齢社会に君臨する事実は、先人たちの努力の賜であり、世

ら決して目をそらしてはならない。
これまでの交付金や加

界最高の名誉としてもっと誇りをもって社会保障改革に臨

算といった小手先の介護従事者の処遇改善を賃金ベース

むことであろう。

アップを含めた抜本的な見直しに切り替えるべきである。

社会保障費用の中でも介護費用は単年度当たり5~6%

2012年を起点とし2025年をゴールとする社会保障・

の伸びを示しており、社会保障・税一体改革においても介

税一体改革の中でも、2018年4月は大きな節目となる

護給付費の抑制は本丸の一つとなっている。既に、介護予

ターニングポイントを迎える。2018年4月は、診療報酬・

防の地域支援事業化、一定所得以上利用者の2割負担、補

介護報酬同時改定、地域医療ビジョン元年の第7期医療計

足給付要件の見直し、特養新規入所要介護3以上の利用制

画開始、介護療養型廃止直後の第7期介護事業計画が同

限等の法改正がなされ、近々現場へ導入される。今後、各

時に実施される。今年の7月下旬には、慢性期医療・介護施

サービスにおける重度者優先政策は促進され、被保険者の

設の横断調査が行われ、医療療養病床のあり方、介護療養

保険料は上昇し、さらに、自己負担3割や保険料負担増額

型廃止の受け皿、従来型・療養型老健のダブルスタンダー

等の応能負担の推進も予測される。掛け捨て強制保険方

ド等に関する議論が深まっていく。消費税10%も一里塚に

式の色合いが強いことから保険料未払いの拡大も懸念さ

過ぎないが、診療報酬・介護報酬の課税対応は困難を極め

れる。介護事業所においては、1人当たりの利益率の低下

ており、その先の軽減税率は果てしなくハードルが高い。食

が助長され、損益分岐ライン稼働率は一層高まっていく。

品等の8項目を対象に軽減税率の議論もなされているが、

全サービスの介護予防の給付対象除外、アウトカム評価

そのしわ寄せは社会保障に影響し、保険料増額、自己負担

（成功報酬）導入、機能に応じた報酬体系、介護版コーディ

増額、給付抑制につながることとなり、その覚悟を踏まえて

ングによる利用者1人ごとの報酬設定、
リハビリテーション
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全国老人保健施設協会 理事
岡山県老人保健施設協会 副会長

議論する必要がある。

包括化等が検討導入され、介護報酬の効率化がより一層図

全国に3000施設をはるかに超える老健が存在してい

られる。病床機能報告制度の如く、介護施設も療養機能報

る。一般的に、老健の最大の入所元及び退所先は病院であ

告によって見える化していく方向性もある。現在、全国の地

り、特養待機者も入所者の2~3割を占め、看取りも徐々に

方の老健でよく耳にすることは、入所待ちがないための稼

増えている。全ての老健にリハビリ拠点を求めることは、非

働率低下である。岡山県においても例外ではなく、経営の

現実的な状況にある。わが国の地域は都市部から僻地、山
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間部、離島まで千差万別であり、在宅復帰・医療・認知症・

一層重要なものとなる。老健の空床利用の方策として、小

長期療養・在宅支援・ショートステイの多機能を、地域の実

規模多機能型居宅介護等を補完する役割を全老健も提案

情に応じてバランス良く施設に配備することによって地域

しているが、今こそ、全老健から真の意味のグランドデザイ

包括ケアの推進に貢献できると考えられる。機能に見合っ

ンを発信すべきと考えている。

た報酬体系も示唆されており、介護事業所の中でも各専門

この度、皆様方からの心温まるご支援のもと、中四国ブ

職が最も多く配置されている老健は貴重な社会資源とな

ロック理事として5期目の全老健理事に就任させて頂き感

り得る。
ここで忘れてはならないのは、老健の在宅復帰と在

謝の気持ちに満ち溢れている。私が初めて全老健理事に就

宅支援の二本柱のうち、在宅支援が不十分という指摘が多

任した際の機関紙老健での自己紹介には、
「老健愛」
との見

いことである。地域包括ケアにおいても、施設完結型ケア

出しで老健に対する思いを書かせて頂いたことを懐かしく

からケア付きコミュニティを目指している。即ち、既存の社

覚えている。未来ある可能性を秘めた老健のために、粉骨

会資源を活かし、地域マネジメントに基づいて、地域にケア

砕身の覚悟で全老健の役員として振舞いたいと考えてい

を根ざしていくものである。老健の在宅支援の真価が問わ

る。忌憚のないご意見を賜りつつ、叱咤激励頂ければ幸い

れる時が刻々と近づいている。

であり、何卒よろしくお願い申し上げたい。

今後、全国老人保健施設協会（全老健）のかじ取りはより

協会だより

全国老人保健施設協会役員交代
全国老人保健施設協会
会長

東

憲太郎
◎全国老人保健施設協会 役員一覧

【新会長就任の挨拶】
木川田典彌先生の後を引き継ぎ、第３

役職

氏名

会長

東 憲太郎

回定時社員総会において、この度、第７

介護老人保健施設いこいの森

折茂 賢一郎 中之条町介護老人保健施設「六合つつじ荘」

代全老健会長に選出されました。誠に光栄に存じますとと
もに、身が引き締まる思いがいたします。

所属名称

副会長

私は、平成１９年より常務理事として全老健に携わってま

四藏 直人

介護老人保健施設有縁の荘

平川 博之

介護老人保健施設ハートランド・
ぐらんぱぐらんま

本間 達也

介護老人保健施設生愛会ナーシングケアセンター

いりま した。
これからも全国の老健施設の会員の皆様のた

三根 浩一郎 介護老人保健施設寿苑

めに、
さらに粉骨砕身してお役にたてるようがんばってまい

大河内 治郎 介護老人保健施設竜間之郷

りたいと存じます。私は今回の会長選挙において、
「我が国

岡部 功

になくてはならない『強い老健』をめざす」
ということを公

常務理事 川﨑 茂子

約としました。そのために様々な活動･提言をおこなってま

齊藤 正身

いります。全老健の会員各位、老健施設に従事する職員各
位、並びに行政関係各位、多くの関係団体各位のご支援ご
指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。
◎略歴

鹿児島県出身。昭和28年５月２日生まれ
介護老人保健施設いこいの森理事長、三重大学医学部卒業
［主な役職］
医療法人緑の風理事長、全国老人保健施設協会東海・北陸ブロック長、
同三重県支部長、三重県老人保健施設協会会長、三重大学医学部非常
勤講師、高知大学医学部非常勤講師、厚生労働省社会保障審議会介護
給付費分科会委員

介護老人保健施設千手苑
介護老人保健施設大阪緑ヶ丘
一般社団法人全国デイ・ケア協会

山田 多佳子 介護老人保健施設デンマークイン新宿
理事

江澤 和彦

介護老人保健施設和光園 （※ほか12名）

◎全国老人保健施設協会岡山支部 役員一覧
役職

氏名

支部長

藤本 宗平

老人保健施設虹

岩藤 知義

アルテピアせと

福嶋 啓祐

いるかの家リハビリテーションセンター

代議員

所属名称
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平成２６年度 第１回岡山県老人保健施設協会特別講演会及び総会について
続いて、
１０月に

平成２６年５月２４日（土）
１４時３０分より、岡山ロイヤル
ホテルにて、特別講演会及び総会が開催されました。
まず、

岩手県盛岡市で開

藤本会長の挨拶があり、開会されました。

催される全国大会
八木一郎主幹

と９月に山 口 県 下

に、
「超高齢社会と介護・医療の現実」
と題してご講演いた

関市で開催される

だきました。
マスメディアの視点で最近の医療・福祉の動向

中 四 国ブロック大

をふまえ、今後の超高齢社会に関する医療・介護の諸問題

会について藤本会

について大変わかりやすくお話くださいました。

長より、演題登録及

特別講演は、山陽新聞社

論説委員会

び参加の呼びかけ

続いて、出席者３７名、委任状３７名、合計７４名の出席が

がありました。
また、

あり、総会が開会されました。第１号議案、平成２５年度事業

６月１０日、
１１日開
催の介護サービス
博覧会おかやま〜マッチングプラザ２０１４〜の出展にあた
り、会員施設のパンフレットを配布する旨を報告し、協力依
頼がありました。
最後に、
この度の特別講演会及び総会は、理事退任に伴
う理事の選任や定款の変更といった重要な議題が上がって
おりましたが、たくさんの会員の出席のもとにスムーズに
会が進行できましたことを厚く御礼申し上げます。新しい体
報告、第２号議案、平成２５年度収支報告、監査報告を行

制のもとに再出発となりますが、今まで同様に当協会の運

い、満場異議なく、承認可決されました。続いて、第３号議

営にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

案、理事退任に伴う理事の選任について、立候補理事の３
名から所信表明の挨拶がありました。その後、立候補理事３

◎新役員紹介

名が承認され、新役員に決定しました。第４号議案、定款の

役職

変更について、変更点を事務局より説明を行いました。大

理事

きな変更点としては、①会長の選任方法の変更②理事会規
程の新設③裁定委員会規程の新設という３点であり、満場
異議なく、承認可決されました。

お仕事掲示板
介護老人保健施設

和光園

倉敷市東塚5−4−50

氏名
鍛本

所属名称

真一郎

老健あかね

理事

佐能

量雄

光生リハビリ苑

理事

平木

章夫

サンライフ倉敷

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
私たちは自由な雰囲気とチームワーク抜群な仲間たちに囲まれて仕事を
しています。団塊世代の健康・リハビリに対する興味の高まりを感じる今日こ
の頃、私たちは考えました。この和光園を他の施設にはない魅力的な場所に！
人気NO.1施設にしたいと！
老健といえば、生活リハビリ、
レクリエーションというイメージが先行しませ
んか？当園では機能訓練を重視したリハビリを提供しています。原則、自己送
迎で徒手療法によるリラクゼーションとセラピストが作ったメニューをその指
導のもと自主トレで行います。時間に無駄がなく、機能訓練希望の利用者さ
まから大好評！また、介護認定を受けてない方のために、高齢者の機能訓練の
場を特定事業として開設し、セラピストによるプログラムの作成・運動指導と
健康相談として茶話会を行い、地域のリハビリ施設としての機能を強化して
います。今では、お友達を連れてきたよと気軽に立ち寄られる方もいらっしゃ
います。地域の健康ハブ施設を目指して皆さまをお待ちしております。
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在宅強化型及び従来型に関するアンケート結果
今号では、
先日、
岡山県老健協 施設運営委員会政策提言部会長 岩藤知義先生から各施設へご協力をお願いいたしました
「在宅強化型および従来型に関するアンケート」の結果を掲載させていただきました。

回答数50施設、 回答率67%

問 1 強化型を算定しているか？（回答50施設中）
している
（7）
0%

10%

していない（43）
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

70%

80%

90%

100%

問 2 強化型を算定する予定は？（回答42施設中）
している
（7）
0%

10%

していない（35）
20%

30%

40%

50%

60%

問 3 それはいつごろか？
・未定（2件） ・10月頃
（2件） ・平成26年8月頃 ・今後の介護保険の改定により考える

問 4 強化型をしたいが、困難な理由は？
・ベッド回転率が上昇しない
（2件）

・在宅復帰と稼働率とのバランスが難しい
（2件）

・入所者の人数が減少

・利用者の入院が多い月があり、
予定が立たない

・在宅に帰れる方がいない

・受け入れ時の条件
（薬・疾患・介護量）
が合わない

要介護4・5の占める割合35％以上
・強化型要件として、

・介護度
（重症度）

というのは矛盾.20〜25％位への緩和が必要

問 5 強化型をしないと答えた理由は？
①利用者等に関して
・在宅復帰に対して家人の協力が得られにくい
（長期入所を望む方が多い）
(12件）

・重度化(3件)

・医療依存度が高く、
体調不安定で、
入院患者が月により５名を超すこともあり、
在宅復帰率の維持が困難
・利用希望者、
リピーターを確保する必要があり、
現状すぐには難しい
・費用的にサ高住やGHへ入居できる方が少ない
・大半が特養待機者である

・在宅介護の維持が困難

・経済的に困難

②制度等に関して
・復帰率50％、回転率10％は厳しすぎる(7件）

・まずは、
在宅復帰支援加算を目指したい
（4件）

・在宅復帰の取り組みをしているが、
30％をクリアするのがやっとです
・在宅強化型までベッドが回転すると、
平均入所率が下がってしまう
・単月で在宅復帰率50％以上を達成しても継続が困難
③施設状況等に関して
・町内にサービス付高齢者住宅等がない。
（3件）

・地域性(3件）

・床数が少ない上に、
要介護度が４以上の利用者のみで強化型は困難
・ベッドの稼働率維持が難しい

・職員の人員配置が困難
（収支が合わない）(2件）
・入所定員が多すぎる

・併設が精神科のため

・切れ目のないサービスの提供には限界がある
5
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問 6 強化型の算定要件は？
（回答13施設中）
軽い
（2）
0%

10%

重い（11）
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

問 7 強化型を算定できているコツは？
①施設スタッフ等に関して
・現場スタッフの取り組み・意識統一
（２件）

・支援相談員・介護支援専門員など、
施設内相談部門の強化
（２件）

・施設長・管理職によるリーダーシップ
②業務等に関して
・在宅復帰可能な方の確保

・稼働率を安定させる

・退所後のフォロー
（ショート・デイケア等の在宅サービスの活用）

・利用者・家族の理解と定期的な面接 ・入所時より、
老健の役割をしっかり説明 ・地域の居宅ケアマネとの連携を密にする
③ご家族等とのことに関して
・再入所できることでの安心感を与える

・入所時に今後の方向性を決定する

・事前に入所期間及び在宅生活を行うための目標を設定し、
リハビリを強化したケアプランを作成し実施

問 8 今後全施設が強化型を算定するためには？
①制度等に関して
・在宅復帰率等の基準が高すぎる。設定を下げれば(10件）

・在宅復帰率の算定要件として入院患者を除く(5件)

・特別養護老人ホーム入所者を在宅復帰者とみなす
（4件）

・医療保険の使える範囲の拡大(2件）

・
１か月以上等のくくりを緩和する

・在宅復帰率が30％から50％と幅が広いため、
40％の在宅復帰加算の創設

・算定要件を30％・5％を強化型にして、
50％・10％の現強化型を加算として
（体制＋加算）
として頑張りを評価すべき
・在宅復帰率を段階性として、
復帰率の高低により加算を加減するなど取り組みやすい環境設定が必要
・重度者要件の撤廃

・重度認知症者の対象除外

・薬・医薬品へ医療保険が使える様にしてほしい

・老健で治療しやすいように所定疾患施設療養費の充実

・社会的な啓発、
政策誘導

・現状の制度では無理

・回転率を上げることでの人員配置の見直し
・支給限度基準額が上がれば、
在宅で使えるサービスが増えるので、
多少復帰が増えるのでは
・医療機関への退所を減らすため、
老健での医療対応の強化が必要。それに伴う新しい加算が必要
②施設等状況に関して
・在宅サービスの充実
（8件）

・サービス付高齢者住宅等が安価で入居できれば
（3件）

・各老健がその地域に根づく必要がある

・老健には通所リハ等が付随していることを評価してほしい

・在宅で利用できる介護サービスの報酬を上げないとスタッフの確保が出来なくなる
・
２４時間の在宅サービスが充実していない

・重度者の受け入れ先の確保

③業務等に関して
・リピーターの確保を行い、
地域に信頼される施設になること
（3件）

・在宅専任スタッフの確保

・老人保健施設の展開をもっと利用者・家族に理解してもらう
（2件）

・カンファレンス等記録物の簡素化

・施設トップ
（経営陣）
の方針転換の決断
・支援相談員のスキルアップ

・在宅復帰前提での入所

・看取り体制の強化

・稼働率低迷などのリスクを恐れ、
方針を転換することが出来なければ何も変わらない。

④家族・利用者等に関して
・入所者の状況や地域的な要素を考慮すべき

・家人の介護休暇制度の充実

・全員がそれぞれ在宅復帰できない事情があり、
社会的入所者はいない
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問 9 在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定しているか？
（回答42施設中）
している
（12）
0%

10%

20%

していない（30）
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80%

90%

100%

問 10 していない施設での今後の算定予定は？
（回答30施設中）
ある
（13）
0%

10%

20%

ない（17）
30%

40%

50%

60%

70%

問 11 それはいつごろか？
・未定
（5件）

・平成26年度中
（2件）

・平成27年度中
（2件）

・平成27年春頃

・早い段階で

・平成26年8月

問 12 なぜ今算定できないか？
①利用者・家族に関して
・入所者の重度化、
自宅の介護力がないなど
「在宅復帰が困難なケースが多い(4件）

・特養待機者が多い

②制度等に関して
・入院者も１名に数えられることがネックである
（5件）
・30％に達しない月もあるため
（2件）

・算定要件をクリアできていない
（２件）

・在宅復帰と稼働率とのバランスが難しい

・建て替えを計画しており、
一時的に入所者数を減じる必要があり、
継続しての在宅復帰率の維持が困難
・独立型の老健であり、
入所者の医療依存度も高い。復帰率を算定するための母数が多くなっている
・在宅の扱いの施設の料金が高く、
退所者数のパーセンテージが上がらない
③スタッフ等に関して
・ケアマネ・相談員・リハスタッフ・介護職員が不足 現行では足りない ・ケアプランに沿ったケアの提供 ・全職員の意識改革

問 13 在宅復帰・在宅療養支援機能加算を今後も算定しない理由は？
①利用者・家族等に関して
・全員がそれぞれ在宅復帰できない事情があり、
社会的入所者はいない
（8件）
・入所者の状況や地域的な要素を考慮すべき
（4件）
・併設病院が精神科の為、
家族の受け入れ、
社会の受け入れが困難で、
老健入所された後、
在宅復帰する先が不足している。
家族のサポートも不足である
・特養の待機者がほとんどである
②制度等に関して
・加算が取れる様努力しているが、
いつごろ算定するとは答えられない
・在宅復帰率等の基準が高すぎる。根拠がわからない
③施設等の状況に関して
・職員の人員配置が困難なため
（2件）
・空床べッドがないように、
在宅復帰等の加算が取れるような施設側の受け皿がない
・当施設は老健と通所サービスのみの独立型で、
他のサービスがしにくい
・精神薬の継続があれば、
受け入れ施設も少ない

・重度者の受け入れ先の確保
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問 14 この加算をどう思いますか？
（回答21施設中）
適当
（1）
0%

軽い
（3）
10%

重い（17）
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

問 15 この制度以外のご意見
①在宅復帰関連
・在宅加算を算定してもベッド稼働率の低下に伴い、
結果収入ダウンとなるのはどうなのか？
（2件）
・特に窓口である相談員・ケアマネの仕事量は、
通常型と比較してもかなりの重労働である
（2件）
・全ての老人保健施設が在宅強化型の算定を目標とするためには、
算定基準の在宅復帰率を全国一律に設定せず、地域の
実情に合わせた設定が必要と考えます。在宅復帰を促進するためには、
在宅医療・介護の連携による在宅サービスの充実
が必要です。高齢化率が33％を超えた地域においては、高齢者が高齢者を介護している世帯が多く、家庭での介護力が
著しく低下していることが見込まれる。高齢化率が高い地域では、少子化による労働人口の減少も著しく、医療や介護の
人材確保が困難な地域です。また、人口密度の著しく低い地域では、訪問系のサービスの実施や拡充が困難と見込まれ
ます。
このため、
老人保健施設の努力のみでは在宅復帰が促進されないため、
面積または人口あたりの在宅支援医療機関
数、訪問看護、介護従事者数、
訪問リハビリ従事者数、
人口密度及び高齢化率など地域の要因に配慮した在宅復帰率を設
定していただきたい。
・医療制度の改革で、
７
：
１等の病院から従来型施設への紹介はないに等しい。
これでは、
いつまでたっても加算は取れない
・昔と今では家族の状況は違っている。年金は少なくなり、
受給年齢は上がり、
働かざるを得ない状況の中で介護は難しい
・強化型・在宅復帰加算・滞在型・従来型条件緩和と評価をしてほしい
地域の理解を得られ、
家族等の協力が自発的に求められるようになればと思う
・中山間地域で加算を算定できる体制にするには、
②スタッフ関連
・介護・看護の人材不足の解消

・ケアマネと相談員を一体化し、
受け持ちを２０〜３０人に制限してほしい

・看護・介護職員の人材確保は、
処遇改善加算が組み込まれているが、
仕事量も含め、
一般企業にはとても追いついていない
・介護報酬アップによる介護職員の処遇改善
（人こそ施設一番の財産）
③その他、制度関連
・消費税10％の際には、
「原則非課税」から
「原則課税」への抜本改正
（介護保険事業）
・老健での医療拡大・評価⇒現行では医療依存度が高くなる中での薬の持ち出し増や、
看取り加算の増額、
夜間の看護体制
の評価、所定疾患施設療養費の増額など
・利用者がより尊厳を持って生活できるようにユニット型が推奨されているが、
老健は中間施設であることを考えれば、生活
の場としての施設ではなく、
通過施設として考えるべきであろう。従来型とユニット型の差をつけるのはいかがなものか
・在宅復帰を進めていく中で、
地域のかかりつけ医等との連携が必要不可欠であるが、
老健入所中は減薬し、
退所後は増薬
になるなどの矛盾がある。経営的に仕方ないことだと思うが、
利用者にとってどうなのか？
できれば老健も包括でなく保険診療にしてほしい
・在宅サービスの単価を上げ、
在宅で利用できるサービスの質と量を増やさなければ在宅復帰はできない
・特養と同じように月平均でのベッド稼働にしてもらいたい
・医療行為には医療保険、
介護行為には介護保険と各保険適用範囲の簡単化と明確化
・ユニットケアの評価
（人員配置の見直し。
グループホームより手薄）
・事務作業の簡素化と統一した電子化
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講師：株式会社いのうえ
代表取締役社長

井上 峰一 先生

講演：「高齢者の口腔ケア」
〜症例を通して実践方法を学ぼう〜

委員会だより

座長：岡山県老人保健施設協会学術委員会
委員長

藪野 信美

講師：万成病院
歯科課長

歯科衛生士

藤原 ゆみ 先生

講演：「老健施設におけるターミナルケア」

◆学術委員会

座長：岡山県老人保健施設協会学術委員会

●委員長

講師：医療法人 福嶋医院 いるかの家リハビリテーション

副委員長

藪野 信美

平成25年度の活動報告と

センター

理事長

秋山 正史

福嶋 啓祐 先生

平成26年度の活動予定
平成25年度の活動として平成26年2月14日
（金）山陽
新聞事業社9階大会議室におきまして「第12回 職員合同
研修会」を行いました。合同研修会当日は岡山市内にして

講演：「老健施設における法的問題の考え方」
〜介護事故を中心として〜
座長：岡山県老人保健施設協会学術委員会

は珍しい大雪で、交通機関にも乱れが出るほどの悪天候で
した。
しかし、当日キャンセルされた方は数名で48施設・

委員長
講師：森脇法律事務所

弁護士

藪野 信美

森脇 正 先生

131名の方々がご参加くださいました。
■プログラム

閉会挨拶

開会挨拶

岡山県老人保健施設協会学術委員会

岡山県老人保健施設協会学術委員会

副委員長

委員長

藪野 信美

岡山県老人保健施設協会

今回の合同研修会はテーマを
会

長

秋山 正史

藤本 宗平

〜老健施設における高

齢者の尊厳〜 とし、研修内容を検討し、準備を進めてき
ました。どの講義もとても好評で参加者のアンケートから

講演：「儀礼文化と地域社会」

は「多岐にわたるテーマの講演が1日できけてとても有意

座長：岡山県老人保健施設協会学術委員会

義な1日になりました。」
「大変勉強になる講演ばかりでし

副委員長

お仕事掲示板

秋山 正史

た。施設に持ち帰り業務に活かしたいと思います。」などの

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
きのこ老人保健施設では、暮らしの中で非日常を楽しんで頂く為に、様々なイベン

きのこ老人保健施設

トを行っています。その一つとして、いつもと違うティータイムを楽しんで頂く、おや

笠岡市東大戸2912−3

つ会をしています。栄養士数名で手作りスイーツを5〜6種類準備します。今回はフ
ルーツゼリー・パンナコッタ・パウンドケーキ（2種）
・オレンジ大福・わらびもちの5品準
備しました。その中から自分の食べたいものを選び、飲み物を決め、お年寄り同士や
スタッフと一緒に喫茶室でお茶をする。
「きのこカフェ」のOPENです。ご家族も参加
され、楽しい時を過ごして下さっています。
皆さんの「おいしかった。」
「ごちそうさま。」の声が聞かれ、次はどんなものを作ろ
うかと励みになっています。春におやつ会、夏には小さな屋台や花火をする夏祭り、
秋には地域の祭りで神輿に来て貰い、冬は神楽や出し物をするクリスマス会。四季
折々のイベントの他にも、歌会やよさこい等の出し物、昼食ビュッフェ、ミニおやつ会
も予定しています。一緒に歌を歌ったり、興奮したり、感激して涙したり、少し緊張し
てみたり。イベントを通して、皆さんの持つ色々な表情を引き出していきたいです。
9

老健おかやま
意見が多く聞かれました。

５．
会員施設自己評価法の最新情報、方法の会員施設への

平成26年度も学術委員会としては各部会、
ブロックの

提案。会員施設の視察訪問を検討。

研修会に加え昨年度同様「第22回岡山県老人保健施設大

６．
県外優秀施設への視察会の企画・運営・報告。

会」
と
「第13回職員合同研修会」を行なう予定です。尚、今

７．
省エネは省コストでもあり、施設運営に資するものと考

年度の「第22回岡山県老人保健施設大会」はライフパー

える。また職員の意識改革から家庭での取り組みへと発

ク倉敷にて平成26年11月20日
（木）開催を予定しており

展し老健施設のイメージアップ、地域での発信力の向上

ます。

も期待できる。

今後とも、研修会への積極的な参加と学術委員会への
ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

非常に重要で多岐にわたる課題であり、
すべてを同時進
行でとは参りません。
まずもって、今年度は、

◆施設運営委員会施設マネジメント部会

１.介護職員・看護職員の確保対策＝外国人労働者の導入

●部会長

２．
職員の離職の防止対策＝雇用環境（賃金・スキルアップ

渡辺 清一郎

本年５月より、施設運営委員会

施設マネジメント部会

長に任命されておりますゆめの里の渡辺です。

等の働きかけ＝事務長部会との共同。
研修・福利厚生等を含め）の改善等。
３．
消費税増税の対応策＝原則課税

藤本会長からは、下記の取り組むべき７つの課題をいた
だいております。あらためて紹介いたします。

軽減税率・ゼロ税率を

要求する＝日医は非課税を飲んだらしい？
４．
老健議連の立ち上げ＝対行政政策（発言力の強化）
＝政
策提言部会との共同

１．
国および地方行政の老人保健・医療・介護政策、介護保険

５．
ボランティア活動の実践=地域での実践＝災害対策委員

制度を主に、老人保健施設を取り巻く政策と関連制度の

会との共同

検証を行い、会員施設の経営・運営に役立つ様々な活動

以上の５項目を最重要課題として、取り組んでまいりた

を行う。

いと存じます。

２．
平成２７年度介護報酬改定対策を行う。

２０１５年の介護報酬は勿論のこと、
２０１８年の医療・介

３．
従来の福利厚生のコミュニケーション機能から新しい時

護報酬同時改定は我々にとって非常に厳しい結果となるこ

代にふさわしいコミュニケーション方法を開発し、会員

とが予見されております。原則課税（軽減税率・ゼロ税率）

施設へ提案する。旧い福利厚生活動とは社員旅行、忘年

実現要求も声を大にしていかねばなりません。全老健への

会、運動会などで新しいコミュニケーションの例として

働きかけもますます必要となってまいります。いままでに

は、施設を超えた職員の人的交流など、様々なアイデア

もまして、会員の団結と協力を必要とします。当部会はなに

を出してもらう。さらに発展すれば、休暇のとり方など先

ぶん部会員施設が少なく、皆様のご協力をいただかねば立

進的な企業などから学ぶ。

ち行きません。ぜひとも、
よろしくお願いいたします。

４．
地域住民、利用者家族、ボランテイアとの新しい・効果的
なコミュニケーション方法の開発。

お仕事掲示板
老人保健施設

さくら苑

岡山市東区西大寺浜261

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
さくら苑リハビリセンターが所属する岡山中央福祉会には、友の会という共同組織がありま
す。
「福祉と健康のまちづくり」と称し地域の人たちと力を合わせて、皆が安心して暮らせるま
ちづくりを目指して、楽しい活動や助け合い活動を行っています。その中でのさくら苑活動を紹
介します。地域団体・組織との共同取り組みとして毎年近隣の小学校で行われる夏祭りに射的
コーナーな焼きそば等を出店させていただき親子や子供たちとの交流を通じ福祉活動を伝え
ています。また老健ならではの多職種専門を生かし出張相談を行っています。地域の公会堂を
使って、小集会を開き医療講座や自治の福祉制度、栄養相談を行い、日常ＴＶで流れる健康番組
からの情報はあるも実際に自分はどうなのか？と不安をもたれている方も説明を聞き安心した
笑顔が見られています。最近では、家では体操やトレーニングを行わないので足が少し弱ってき
たなど健康維持のため毎週リハビリ士が講師となりリハビリ室を開放し地域の方に転倒予防体
操やパワーリハビリを行っています。継続して行うことで「体がすごく軽くなった」とか「友達の
ところへ行っておしゃべりができる」と喜びの声がきかれています。私たちも自信を持ってこの
活動をつづけていき、いつまでも、安心して暮らせる街づくりをしていこうと思っています。
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◆施設運営委員会 リスクマネジャー連絡会議
●部会長

高越 秀和

まぐるしく変わる社会情勢・年々厳しくなる介護保険制度に
対応するため、江澤担当副会長、福嶋委員長のもと、事務
局長、事務長部会幹事会【佐藤事務長（岡山ブロック：やす

リスクマネジメント連絡会議の

らぎ） 堀部事務長（東備ブロック：エスペランスわけ） 神

平成26年度活動予定について

浦事務長（美作ブロック：さとう記念病院） 佐山事務長（美

新体制のもと、平成26年度より、新部会としてリスクマ

作ブロック：弥生ヶ丘） 池田事務長（井笠ブロック：くじば

ネジャー連絡会議（施設運営委員会）が立ち上がる事にな

苑 ） 大 島 事 務 長（ 倉 敷ブロック：ニューエ ルダーセン

りました。

ター）】が中心となり、会員施設の運営の一助となるべく、
活動をしております。

まず、
リスクマネジャー連絡会議の主旨・目的を確認致し
ます。

昨年度の活動報告といたしましては、全体事務長部会
（研修会）
を年2回開催し、
これからの介護老人保健施設と

（主旨・目的）

現状での問題点について議論いたしました。さらに、様々

1会員施設のリスクマネジャー有資格者（全国老人保健施
設協会等）が集まり、
リスクの情報を共有する事、又、最

な項目につき経営調査を行い情報の共有を図ることが出
来ました。

新のリスク対策を行う、会議や研修会を開催すること
2他業種のリスクマネジメントを研究し、多角的な視点か
ら、良い点を老健施設に取り入れること

今年度においては来期早々介護報酬改定を控えており、
老健の在り方が大きく問われてくる中、下記の通り活動を
行う予定としております。

以上の目的を達成する為に会議及び研修を開催したい
と考えております。

（昨年度活動実績）
第1回全体事務長部会式次第

（開催予定）
1リスクマネジャーの配置状況を会員施設に対し調査する

日時

平成25年8月30日
（金）

場所

岡山国際交流センター

2リスクについての理解及びリスクマネジメントサイクル
の情報共有

Ⅰ

3事例検討（具体的事例を用いた）
や記録についての意見
交換

開会のごあいさつ
岡山県老健協

Ⅱ

施設運営委員会

講演「これからの岡山県老健協」

4各施設のリスク対策委員会との合同研修会（グループ
ワーク等）
で情報交換

岡山県老健協
Ⅲ

5他業種の専門職による講演会（最新の情報収集と情報交

グループワーク

藤本宗平会長

地域ごとに分かれての分科会

◇イントロダクション

経営調査結果の見方

換）の開催等々

事務長部会

を、計画しております。

GROUP岡山

岡山リハ

高松アクティブ

秀明荘

備中荘
若宮老健

きのこ老人保健施設

GROUP倉敷
オアシス

ひだまり苑

ニューエルダー

やすらぎ

あいあいえん

サンライフ

福寿荘

和光園

リーダー：堀部幹事

エスペランス
ケア津山

藤戸荘

秀明荘

GROUP備前美作
今後とも、会員皆様方の御協力をいただきながら、初期

さくら苑
なでしこ苑

リーダー：大島幹事

老健あかね

の目的を達成するよう進めていきたいと思っております。

古都の森

たちばな苑

南岡山ナーシング

泉リハビリセンター

大島幹事

リーダー：佐藤幹事

あいの里
（リスクマネジャー連絡会議の担当施設の紹介）
玉島中央老健施設

狩山事務局長

エリシウム

さとう記念

おとなの学校

信愛苑

虹

作東老健

美作リハ

◆施設運営委員会
●部会長

GROUP備中

事務長部会

ルミエール

福嶋 啓祐

岡山県老人保健施設協会

里見川荘
施設運営委員会

リーダー：池田幹事

事務長部

会の昨年度の活動報告並びに今年度の活動予定をご報告
させていただきます。当会では、会員施設の質の向上と目

いるかの家

きのこ

サンパレス桃花

瀬戸いこい苑
ナーシング大樹

たかつま

くじば苑

三愛
天神老健

ゆうゆう村

こうのしま老健

◇当日の議題
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・経営調査結果について

今後とも会員施設の質の向上、他施設形態との差別化

・次回の全体事務長部会の内容（講演希望他）

を図るべく、頑張って参りますので、引き続きご指導ご鞭撻

・行政実地指導の状況及び変化

の程、宜しくお願いいたします。

・利用者の動向
・事務長としての研修及び自己啓発、その他スキ
ルアップの手段

◆施設運営委員会 政策提言部会
●部会長

・労基法対策及び職員採用について
・その他

岩藤 知義

１．
あいさつ

以上7点をもとに、地域ごとにコミュニケーションを行な
いました。

今年度より、政策提言部会を担当させていただくことに
なりました。以前、議員懇話委員会として活動したことがあ
りますが、今年から政策提言部会と名称が変わりました。

Ⅳ

全体事務長部会

前回の介護報酬改定を踏まえ、今年度の診療報酬改定

Ⅴ

閉会のごあいさつ

Ⅵ

懇親会

司会

事務長部会 佐藤幹事

では地域包括ケアから在宅復帰に向ける方針が明確に打

座長

事務長部会 池田幹事

ち出されました。
急性期病院も老健施設と同様に在宅復帰率の達成が点

事務長部会

池田幹事

院が評価されることになりました。この状態では病院から

会場「リョウテイ」岡山市北区奉還町2-5-23
（参加施設）

患者を受けるための受け皿となる老健施設はさらに在宅
復帰率を上げていかなければなりません。

高松アクティブ

やすらぎ

エスペランス
秀明荘

数化され、在宅か在宅復帰率をクリアした老健施設への退

若宮老健

あいあいえん

ニューエルダー

いるかの家

くじば苑

さとう記念

虹

サンライフ

福寿荘

和光園

瀬戸いこい荘

来年の介護報酬改定を控え、施設運営を左右する重要
な選択、すなわち「在宅強化型」にするか「在宅復帰加算」
を算定するのかをテーマとして、5月にアンケートを実施し
ました。岡山県内の老健施設がどのような方向を目指すの
か、
またどのような悩みを抱えて運営しているのかを質問
しました。アンケートには50施設からの回答があり、その

第2回全体事務長部会式次第

結果では、
「在宅強化型」を進めることが困難とする施設が

日時

平成26年3月24日
（月）

多く、大半の施設が「従来型」のままで運営しているのが現

場所

岡山国際交流センター イベントホール

状です。また「在宅強化型」をやりたいが、基準が厳しく、地

内容

域的にも過疎により家族の援助が受けられないなどの意

1. 講演「これからの介護老人保健施設の在り方」
講師

施設運営委員会 委員長

江澤和彦 先生

2. 合同勉強会
（他

見がありました。このアンケートに基づいて内容の分析を
行い、充分な準備をした上で国政に向けて発信していきた
いと思います。

取組実績）

アンケートでは、その他にも要望をお聞きしています。

・経営実態調査

「未だ続く看護・介護職員の人材不足」や、
「老健施設におけ

・事務長部会幹事会2回

る消費税の問題」、
「 老健施設における医療保険適用範囲

・地区別事務長部会1回

の拡大」など課題は山積しています。それらの問題を県政、
国政に反映できるよう、懇談会などを計画していきたいと

以上のとおり研修会・幹事会・経営調査に、数多くの施設
にご参加を賜り、大変有意義な議論、勉強が出来ました。
さらに恒例の懇親会ではお酒も入り、前段での研修会以
上に白熱した議論が繰り広げられております。

思いますので、多くの方々のご参加をお願い致します。
また、全国老人保健施設協会の活動が見えにくいという
意見があり、
この度、全老健から活動内容の説明に来てい
ただくように要望を出しています。そのような全老健を立
て直すべく東憲太郎新会長には大いに期待すると同時に、

（来期の事業計画）
・全体事務長部会

我々も全老健に意見を提言していきます。地方、
ブロック、
年2回（26年8月／27年2月）

・経営調査

全国が一体となり、風通しの良い状況下で、安定した施設
運営が出来るよう努力していきたいと思います。

・事務長部会幹事会
・5ブロック別事務長会

年1〜2回

2．
太田晋先生を囲む会
平成２６年７月２８日
（月）
１９
：
００から、川崎医療福祉大学
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で厚生省出身の元官僚である太田晋先生との懇談会を岡

た感があります。
また、2015年度の介護保険制度改正で、

山県老人保健施設協会理事８名の出席で開催致しました。

医療・介護の一体化が本格化するため、今回から岡山県医

懇談では、
５月に行った「在宅強化型・在宅復帰加算につい

師会も共催・参加し、過去最多の127事業所が集い、専門

てのアンケート」の集計結果に関するご意見や各理事の質
問に対する厚生労働省の考え方等をご教示いただきまし
た。初めて介護保険を導入する時のお話や医療保険と介
護保険の違いなど興味ある話題を多数お聞きして、今後の
活動に大変参考になる有意義な会となりました。制度改正
を来年に控え、政策提言部会としてさらに活動を進めてい
きます。

職による多様なサービスの情報提供がなされました。岡山
県老人保健施設協会は、2012年度から参加し、本年度か
ら広報・情報(PR)委員会が担当することになりました。事
前に郵送いただきました協会加盟会員施設のパンフレット
53施設(県老健全体の73％)の展示・配布を行うととも
に、
「老人保健施設の使命と役割」、
「看護・介護の人材確保
について」等のポスターを広報・情報(PR)委員会で作成し
展示しました。郵送していただいたパンフレットは、2日間で
全て配布できました。
また、“映像・照明・香り”を取り入れた
ブースは、来場者の皆様の関心を集めていました。
皆様のご理解とご協力に心からお礼申し上げます。
さて、次回は9月4日・5日に山口県下関市で開催される
「第9回介護老人保健施設中四国ブロック大会」
に出展しま
す。岡山県老人保健施設協会の様々な活動や広報誌「老健
おかやま」を積極的にPRしていく予定です。会場で、皆様
にお会いできるのを楽しみにしております。

◆広報・情報（PR）委員会
●委員長

山下 佐知子

介護サービス博覧会おかやま〜マッチングプラザ2014〜
6月10日・11日の両日、コンベックス岡山にて「介護
サービス博覧会おかやま〜マッチングプラザ2014〜」が
開催されました。2日間で、
目標を10％上回る3,200人の
皆様が来場されました。
このイベントも9年目を迎え、事業
者同士でのマッチングにとどまらず、福祉関連の専門学生
や一般の来場者も増えており、情報収集の場として定着し

お仕事掲示板
介護老人保健施設

津山ナーシングホーム
津山市野介代1656−1

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
介護老人保健施設津山ナーシングホームでは平成18年度より「エコ対策委員会」
を立ち上げ、経費削減に取り組んでいます。多職種8名の構成で「環境に配慮した施
設づくり」をめざし、8年が経過した現在では職員の意識改革も進み気風が高まって
いるように思います。具体的には施設で発生する全てが対象となります。取組みの一
例をご紹介します。
まず職員アンケートとして①職員としてあなたは何をすればいいと思いますか②
あなたは何ができますかの質問には様々な回答があり意識の高揚に繋がったものと
思われます。特に電気使用については様々な対策により25年度電気使用量は対18
年度比△16.5％と大幅な削減となりました。電力会社の協力もあり実績の分析、削
減情報の収集、自施設で可能な対策の検討等を行い、職員に使用量削減手法を理解
させるとともに、実行した節電対策の結果を毎年周知することで意識の継続に繋
がっていると考えています。
今後もご利用者の快適な療養生活を確保しつつ取り組みを継続してまいります。
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ご 案

内

第25回 全国介護老人保健施設大会
岩手
テーマ／雨ニモマケズ風ニモマケズ
〜震災を乗り越えて

●会
●会

めざそう

夢のある老健を〜

期 平成26年10月15日(水)〜10月17日(金)
場 盛岡市民文化ホール
（マリオス）他

（岩手県盛岡市）
●主
催 公益社団法人全国老人保健施設協会
●お問合先 第25回 全国介護老人保健施設大会岩手
大会事務局
〒021-0021 岩手県一関市中央町 2-4-2
医療法人三秋会内
（一般社団法人岩手介護老人保健施設協会内）
TEL：0191-48-5120
FAX：0191-48-5121

お仕事掲示板
介護老人保健施設

みくに

岡山市中区江崎456−2

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
岡山市中区にある介護老人保健施設『みくに』は開設してから今年で5
年目となります。当施設では、利用者様に安全で安心に暮らせる場を提
供できるよう事故防止対策委員をはじめ、感染予防など各種委員を中心
にさまざまな取り組みをしています。その中で事故防止対策委員では、
KYT研修や月に一回ラウンドを実施することで、同じミスを繰り返して
いないか、実際に起きてしまった事故に対して、どのような取り組みをし
ているのか？等を調査しています。ラウンドをすることで、起きてしまっ
た事故を忘れることなく、そのことを教訓に事故を起こさない・起こさせ
ないをモットーに各スタッフに意識づけるようにしています。またその他
の委員会でも、定期的にラウンドを取り入れる事で、利用者様の為にどう
したらいいのか？どうすれば喜んでもらえるのか？等を話し合いながら活
動をしています。そして、月に一回は各種委員の代表が集まり、意見交換
の場をもつことで今起きている問題をみんなで共有できるようにしてい
ます。
『みくに』では今後も、利用者様に対して安全で安心に暮らせる場
を提供できるように各種委員を通して頑張っていきたいと思います。
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おんこちしん

第５回
郷土の偉大な先人たち
えい さい
（よう さい）

栄西禅師（1141年-1215年）
「茶は養生の仙薬なり…」ではじまる『喫茶養生記』を著し、お茶を日本に広めた人、
臨済宗の開祖、栄西禅師。現代、あらためて健康によいと注目されているお茶の効能を、
はじめて日本人に知らせた人物です。日本の茶の歴史は栄西の伝法とともに始まりました。
「一服すれば、肩の力も抜ける。」 栄西禅師の名言です。
仕事ばかりしていると、頭が固くなり、良いアイディアがわかない時もあります。
また、感謝も薄れ、笑顔が少なくなり、人間関係でも、思いやりや優しさが薄れる時
があります。そんな時は、「一服」、ちょっと休んで、すべての感謝、休憩することで、
気分転換をはかりましょう。

（左）
山門 （中）
茶祖栄西供養塔 （右）
茶筅塚 栄西禅師が得度した霊場です。是非、
お訪ねください。

たけ ひさ ゆめ じ

竹久夢二（1884年-1934年）

岡山県邑久郡本庄村（現・岡山県瀬戸内市邑久町本庄）に代々酒造業を営む家
に次男として生まれる。本名は竹久 茂次郎（たけひさ もじろう）。
数多くの美人画を残しており、その抒情的な作品は「夢二式美人」と呼ばれ、大正
浪漫を代表する画家で、「大正の浮世絵師」などと呼ばれたこともある。また、児童雑
誌や詩文の挿絵も描いた。文筆の分野でも、詩、歌謡、童話など創作しており、
なかでも、
詩『宵待草』には曲が付けられて大衆歌として受け、全国的な愛唱曲となった。
また、多くの書籍の装幀、広告宣伝物、日用雑貨のほか、浴衣など
のデザインも手がけており、日本の近代グラフィック・デザインの草分け
のひとりともいえる。現在放映中のＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」
のヒロインの友として登場する葉山蓮子のモデルである柳原白蓮の出版
した「幻の華」の表紙を飾っていることでも知られている。
また、夢二には恋愛遍歴についても数々の評伝があり、自身の日記
や手紙などで語られる愛の言葉は、後世の多くの創作の題材ともなって
いる。特に、
たまき・彦乃・お葉３人が「夢二をめぐる３人の女性」として、
しばしば取り沙汰される。秀逸な絵画作品『黒船屋』はお葉をモデルと
した。
（左）
生家・瀬戸内市邑久町本庄1992
（右）
黒船屋
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■編集後記

■委員会メンバー

毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
月日が経つのは早いもので、
２００４年秋の「老健おかやま（創刊号）」
に携わってから１０年が過ぎました。委員会メンバーと試行錯誤しなが
ら、
「創る」と「造る」作業を通じて、続けることの難しさや大切さを感じ
ています。
２０１４年夏、新たなメンバーを迎えて、
「 老健おかやま（２０号）」をお
届します。

●委 員
●委
藤本
竜門
寺坂
香山
小山
加藤
三谷
岡
神浦
丸橋
河田
久山
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勝央苑
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長 山下佐知子
員
宗平・植木 潤・坂田美佐（虹）
哲司（勝央苑）
公志（のぞみ苑）
雄一（作東老健）
修（美作リハビリテーションホーム）
隆寛（ケアガーデン津山）
典生（ゆうあい）
真吾（白梅の丘）
哲也（さとう記念）
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■表 紙 企画／竜門 哲司
香山 雄一
タイトル／希望の羽

