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老健おかやま

平成２６年 年頭所感
『老健の機能をフルに発揮しよう！』
会員施設の皆様におかれま
してはお健やかに新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。

岡山県老人保健施設協会
老人保健施設「虹」施設長
会

長

藤本

宗平

なき・・・が復活しました。診療報酬は抑制し、マイナス改定
を行うべきとの方向が明確に示されています。
少子高齢化、
とくに老後の安心は社会保障、医療介護の

県老健協を代表しご挨拶を申し

量的質的な充実が必要で、消費税増税分をそれに充てると

上げます。

の方針を国民は認め、増税を受け入れた筈ではと思います

会員の皆様をはじめ関係各

が、予算編成の基本方針にそれらに言及した文章は見当た

位のご理解とご支援のもと、新

らない。また岡山県選出の加藤勝信内閣官房副長官と全

体制になり無事に新年を迎える

老健の意見交換で
「介護のコアは成長産業ではない。周辺

ことができました。
ここに改めて

の関連（民間）事業だけだ」
との発言は気になるところであ

深く感謝申し上げます。

る。老健施設は地域の雇用を支えている事実をrespectし

国は昨年１２月２０日、2014年度の診療報酬改定率が

ていただきたい。

全体でプラス0.1％（本体＋0.73％、薬価−0.63%）
と公

また総理大臣が企業に対して、労働者の賃金を上げるよ

表されましたが、消費税増税によって負担分となるプラス

うに懇願（圧力？）する報道が繰り返されていますが、ぜひ

1.36%分を差し引くと実質的にはマイナス1.26％。誠に

老人保健施設協会にも懇願していただき、報道されること

残念であります。

を願います。介護職の賃金の低さ、経営実態を国民に理解

一方介護保険関連の議論も進んでいます。昨年１２月５

していただけるものと考えます。限りなく“国の会社”である

日の参院本会議で、特定秘密保護法案の強行採決の陰で、

医療、介護事業所の職員の賃金を何故上げないのか理解

社会保障制度の今後の「改革」のスケジュールを規定する

に苦しむところです。

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推
進に関する法案」いわゆるプログラム
（工程）法が可決され

急性期、亜急性期病床など医療提供体制の変化は老健

ました。
２０１４年から２０１８年までの医療保険、介護保険、

施設に直接影響することを理解されたい。例えば、下図は

医療提供体制を主に
「改革」の時期を明示したものです。

昨年11月27日の中央社会保険医療協議会総会（第260

まずは、
２０１４年の診療報酬改定に続き通常国会に介護
保険改正案が提出される方針です。一定以上の所得があ

回）での資料。
「 入院医療（その５）
について」から引用した
ものです。

る人の利用者負担を一割から二割に引き上げる。要支援者

急性期病床（７対１病棟）
においても要件に在宅復帰率

１、
２と認定された高齢者向けサービスの担い手は国から

を導入。
また自宅、亜急性期・回復期病床、在宅復帰機能に

地方に移す。特別養護老人ホームの入所は原則として要介

一定の実績のある介護老人保健施設への退院患者が〜割

護３〜５の人に限るなどです。
２０１５年は介護報酬改定で

であることを要件としてはどうか。
など施設基準の指標づく

す。70〜74歳医療費の2割負担導入は消費税8％への増

りにおいて受け入れ先に老健施設が挙げられている。

税実施と時期が重なります。
また介護保険の「要支援」給付

すなわち退院可能な治療途中の比較的重度の患者が入

はずし等の実施は消費税10％への増税時期と重なりま

所。在宅に向けてリハビリ等の医療サービスの出番を望ま

す。社会保障と税の一体改革がいっきに進む様相です。

れる。
また看取りや終末期医療が必要な患者が増えてくる
のは明らかです。老健施設の医療機能が評価されることは

内閣府は昨年12月5日に、経済財政諮問会議を開催し

歓迎しますが、今後施設基準としての在宅復帰率や、看取

平成26年度予算編成の基本方針を議論しています。大方

り件数、看護必要度、実施医療内容などの指標、既定が老

針として「社会保障をはじめとする義務的経費を含め、
『聖

健にも厳しく要求されることは、老健施設の機能分化に繋

域なく予算を抜本的に見直し』、経済成長に資する施策に

がると考えます。

重点化を図る」
ことを打出しています。
かつて耳にした聖域
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一方、在宅医療、介護の多職種連携による地域包括ケア

ています。
したがって各地の地域包括ケアシステムの構築

システムの構築もスケジュールに乗り推進されている。一

にとって、これらの人材と機能を老健施設は積極的にア

般的に介護保険施設は介護度の高い高齢者の入所施設

ピールしリーダーシップを発揮しなければなりません。市町

で、後方支援のイメージを持たれています。
しかし老健施設

村も地域密着型、小規模多機能施設と同列で老健施設を

は“在宅医療、療養への出口”であるばかりか、
リハビリ、認

活用されたい。

知症対応に経験豊富な医療、介護専門の多職種が結集し

4
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私たち老健にとっては厳しい経営環境となりそうです

研究し政党、行政、医療介護関連団体、住民と連携し、そし

が、環境変化に対応していくことが、
より一層重要になると

て全老健協会と密接に交流し会員施設に資する情報、相

思います。

談、提案、指針などを提供しなければなりません。そのため

ついで県老健協の活動に目を向けていただきたいと思

に新しい委員会は担当理事が名称にふさわしい課題を決

います。県老健協の委員会を今年度内に再編し、
より活発

め、会員施設からの委員と取り組んでいただきたいと願い

な活動を行ないます。

ます。
まずは２０１４年度の事業計画および予算の策定を行
なわなければなりません。会員施設の皆様には活気ある委
員会活動へのご参集とご協力をお願い申し上げます。

新委員会の名称が次のように決まりました。

本年も会員施設の皆様の健康とご活躍をお祈りいたし
ます。

新年１月には担当理事を決め、次いで会員施設より各委
員会所属委員の募集を行なう予定です。
国および政府はこれからの医療介護プランを次々と明ら
かにしており、すでに会員施設は各々情報を得て、対応策
の検討を始められていると思います。老人保健施設に直面
した、共通した課題も多くなっています。例えば在宅復帰支
援、地域包括ケアシステムでの位置づけ、職員の処遇改善
から離職問題、消費税問題、医療介護安全、災害対策など
が挙げられます。一施設で全てを解決することが困難にな
りつつあると感じています。本協会はこれらの課題を急ぎ

お仕事掲示板
介護老人保健施設

備前さつき苑
備前市伊部2231−1

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
備前さつき苑は、
「備前焼」でお馴染みの備前市伊部にあります。施設の名前は、市
花の「さつき」に由来しています。近くには医王山と不老川があり、四季の移ろいを間
近で感じることができます。私共も、施設の質の向上を目的とした、様々な施設内委
員会活動に取り組んでいますが、中に「レクリエーション委員会」というものがありま
す。この委員会では、
「日々の基本的ケアの中にもレクリエーションは存在する」とい
うことをモットーに、レクリエーションを通した日々のケアの見直しを行っております。
その一環として、
「外出援助」を行っており、気候の良い時期を利用し、入所者様の外
出の援助を行っており、春には買い物へ近くのスーパーに出かけ、秋には近くのレス
トランや食事処へ出かけ、年度末には地域の行事の見学へ出かけております。日常業
務に忙しく、なかなか満足に個別の関わりの時間を持つことが難しいのが現状です
が、こうした活動を通し、日々の生活ではなかなか見る事のできない入所者様の大変
良い表情を見ることができたり、参加された方からも「また連れて行ってえな」といっ
た嬉しい言葉もいただけたりし、職員にとっても励みになっております。今後もこの委
員会の活動を通じ、更なるケアの質の向上を目指していきたいと思います。
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協会だより

中四国ブロック大会報告

岡山県老人保健施設協会 事務局

植

木

潤

第８回老人保健施設中四国ブロック大会が、去る平成２５
年９月２３日
（月）秋分の日に、香川県高松市のサンポート高
松をメイン会場とし開催されました。
大会テーマを
「地域とともに歩む老健施設〜地域の中で
その人らしく暮らすために〜」
とし、大会参加者数は約７５０
名、演題発表数は８０題、全国老人保健施設協会会長講演
をはじめ、特別講演や特別フォーラム、教育講演、市民公開
講座と盛大な大会となりました。
２０２５年の地域包括ケアシステムに向けて、老健施設の
存在意義が明らかとなるよう、地域ケアの在り方とケアマ
ネジメントについて考える場となりました。
また、日々の業
務の振り返りの場、新しい気づきの場となり、知識や技術の
向上や利用者へのサービスの質の向上など、老健施設の
明るい未来に向けて一歩邁進できる場となったのではな
いでしょうか。

ご 案

内

岡山県老人保健施設協会

平成２５年度

職員合同研修会

●日時：平成２６年２月１４日
（金） ●会場：山陽新聞社

●講演会
「ターミナルケアについて」

大会議室

岡山市北区柳町2-1-1

TEL 086-803-8008

事務局だより

中四国ブロック大会の今後について・
・
・

中国地区大会が・
・
・３年後に岡山県にやってくる！
！
皆様、新年明けましておめでとうございます！今年も岡山

た中国地区大会と四国地区大会と別々に開催することが

県老人保健施設協会の活動をよろしくお願いいたします。

決定いたしました。そのため、平成２７年度から中国地区で

また、事務局活動に関しましても重ねてご理解の程、
よろし

開催となり、第１回開催県は広島県となりました。その後は

くお願いいたします。

岡山県→鳥取県→島根県→山口県という左回り
（反時計）

さて、去る平成25年9月22日（日）、香川県高松市にお
いて中四国ブロック代表者会議が開催されました。その中
で、今後の中四国ブロック大会の在り方について協議され

6

での開催順番となり、
５年に１回開催担当県となるため、
よ
り一層、研修活動など活性化が予想されます。
つきましては、岡山県老人保健施設協会として今まで以

ました。来年開催の山口県で中四国各県を一周することと

上に一致団結し、中国地区大会を盛り上げていきましょう！

なり、その後については交通アクセスの問題や研修体系の

“中国地区に岡山県ありき”という事を全国に知らしめま

在り方の問題にて、中四国ブロックを分け、従来の形であっ

しょう！
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年に
午
支
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！
話
い
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私のウマ
い）

巧
（美味い・
藤崎苑

ケアガーデン津山
岡本笑子（利用者）女性

匿名（職員） 女性

昭和５年生まれ

昭和２９年生まれ

おしゃべりをしたり、歌を歌ったり、
リハビリを頑張ってい

還暦を迎える。冗談じゃない！でも認めるしかない。
「嫌だ

ます。特にリハビリは毎日欠かさずやっていて、1年間を

なぁ。」と思わず、気持ちを入れ替えて、60歳から再ス

無事に過ごせるよう願っています。歌が大好きなのでこ

タートだ。まず無理のないウォーキング・スロージョギン

れからもたくさん歌っていきたいです。あと、
自分で出来

グを始める。
これは仕事でも体力のなさを感じているの

る洗濯や身の回りのことは１つでも多く続けていきたい

と、少し減量もしたいからである。仕事では今のこの場所

です。

で自分が得意とする分野を見つけ出すこと。常に笑顔で
いること。また少しだけ背伸びをしていようと思ってい
る。

ケアガーデン津山
かおりん
（職員）女性

昭和５３年生まれ

介護の仕事を始めて早７年。当時小学校２年生だった子供

ゆめの里

も今年の春で高校進学です。子供の成長と共に私も日々

スエさん
（利用者）女性

勉強させていただき、今日まで来たと思います。
まだまだ

ゆめの里で良くしてもらって、
ここまで生きれて嬉しい。

これからもご利用者様や先輩方から勉強させていただき

何やかんやしてくれてありがたい。
こんなに良くしてくれ

ながら、楽しく過ごしていきたいと思っています。

ることはないです。

大正７年生まれ

「神様がお世話になりなさい。」と言っているんでしょう
ね。
本当に頭があがりません。ありがとうございます。
倉敷老健
山下沙也加（職員）女性

平成２年生まれ

平成26年の干支は
『午年』
ということで、気づけば年女で

ゆめの里

す！ついこの間まで学生をしていたはずなのに、気づけば

赤霧島（職員）女性

働き出して３年が過ぎ、驚きを隠せません。(笑)

そんな

介護福祉士として働き始めて、
もうすぐ３年が経ちます。

私の今年の抱負は『うま』
にかけて、美味い料理をつくる

「あんた来とったん？」
「元気にしょうた？」等、声を掛けて

平成２年生まれ

です。
この間友人に手料理を御馳走になり、
とても美味し

くださる利用者様に、

くて幸せな気持ちになったので、花嫁修業も合わせて頑

いつも元気をもらっています。
これからも利用者様が元

張りたいと思っています。料理上手はモテます！私も素敵

気で過ごせるよう、手助けしていけたらいいなと思って

な女性になれるように頑張ります。

います。
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今年こそバイクの免許を取りに行けたら・・・と思ってい

ひだまり苑

ます。私のちょっとした夢です。

〜快走！好走！疾走！〜
『ひだまり苑ではできる限り住み慣れた地域で安心して
過ごして頂き、また家族や地域とのつながりを大切にす

勝央苑
東

朋子（職員）女性

ること』をモットーに日々支援、援助をさせていただいて
昭和５３年生まれ

おり、多職種が上手（馬）いコミュニケーションを図り、上

今年は年女ということもあり、今まで以上に仕事を頑

手（馬）い連携でチームケアを行っています。来年もこの

張っていきたいと思います。

チーム力で馬の如く、快走！好走！疾走！していきたいと思

そして、趣味の旅行にもあちこち行きたいので、行ったこ

います！

とがない場所へも行く予定です。
旅行しながら写真撮影するのも趣味なので、写真の腕が

〜午年二世代！〜

上がるように頑張りたいと思っています。

午年のスタッフ紹介。当施設の年男、年女はスタッフのみ
です！午年二世代頑張ります！
・藤井主任

女性

昭和５３年生まれ（右）

勝央苑

年代は違えども馬のようにパカパカと足並みそろえて前

山本勢子（職員）女性

進できる一年に…。

私の今年の抱負は、人間としての器を少しでも大きくす

・國塩

ることです。

馬の耳に念仏にならぬよう、人の意見を聞き人として成

仕事でも人間関係でも自分勝手な言動、行動をしないよ

長できる1年がおくれるよう精進します

うにしたいと思っています。

・伊賀千裕

少しでも大きくなれたと思えるように頑張っていこうと

明るく、元気に、笑顔でがんばります！

思います。

・川上

そして笑顔で過ごせたらいいなと思います。

皆の笑顔を少しでも増やせるように一年を通して馬のよ

女性

平成２年生まれ（中央右）

女性

男性

平成２年生まれ（中央）

昭和５３年生まれ（中央左）

うに走ります！
・松ちゃん 男性
里見川荘
塩飽由理子（職員）女性

昭和５３年生まれ（左）

来年は素敵なパパになるぞ!!
昭和53年生まれ

通所リハビリテーションの看護師として働き始めて早8年
目になります。今思えば、職場が病院から在宅へ変わって
から思うことがたくさんありました。
自宅で生活すること
の大切さや、家で介護する家族の大変さ・・・ｅ
ｔ
ｃ。
通ってこられる利用者様になるべく元気になってもらい、
日々の生活に彩りを添えられるようなスタッフになれる
よう今年も精一杯がんばっていきたいと思っています。

さとう記念病院老人保健施設
マリア
（職員） 女性

昭和５３年生まれ

結婚できるように婚活に励んでみようと思う。合コン、婚
活パーティー、見合いなどとりあえず話がきた時には受
け入れてみる。年末から部署の人事異動があるが挫けず
頑張ろうと思う。
写真は、里見川荘の昭和41年生まれ、昭和53年生まれ、平成2年生まれです。
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さとう記念病院老人保健施設

すいのでしょうか。私も今年で４年目になりますが、ます

真由美（職員） 女性

ます気を引き締めて仕事に取り組みたいと思います。

昭和４１年生まれ

不安いっぱいで飛び込んだ介護の世界も9年目に入りま
した。当初は、利用者の方とうまくコミュニケーションが
図れず、行き違いや失敗もありました。私が、自信をなく

美作市立作東老人保健施設

し落ち込み気分の頃、普段通りに仕事をしていた時、利用

下山美子（利用者） 女性

者から心配され励まされた時、
うれしくて涙が出ました。

１日でも元気に過ごしたいです。何より、娘や息子がいつ

現在、介護福祉士となり、経験を積むことで力が身につき

までも元気で居てくれるのが私の楽しみです。

大正７年生まれ

活躍の場が広がったと思います。
これからも、安全で安心
な介護を意識していきたいと思います。

アルテピアせと
金藤安武（職員） 男性

昭和５３年生まれ

「夫婦でウマ〜く交代してます」
我が家は夫婦揃って介護士です。
かわいい娘が２人います。
夜勤を交代でこなし、家では育児を交代します。娘たちが
どんな成長をしていくのか、期待と不安を感じます。
介護士としても、高齢化社会が進む中、
この先どうなって
いくのか期待と不安を感じます。
いつか娘達が、
自分の両親が介護士であることを自慢で
きる将来が来ることを期待して、
これからも介護と子育
てウマ〜くやっていきます。
美作市立作東老人保健施設
馬子（職員）
アルテピアせと

昨年は上司から指示されるままに、仕事をしていたよう
昭和５３年生まれ

に思います。今年はぜひとも自分なりに創意工夫を試み

今 年こそ 念 願 の 東 京ディズニーランドへ 家 族 で行く

ながら、仕事にチャレンジする気持ちを持ち続けていき

ぞー！
！

たいと思っています。

仕事に主婦業に頑張っている自分とそれを応援してくれ

１年間よろしくお願いいたします。

匿名（職員） 女性

ている子供達と
一緒に夢のような時間を満喫してきまーす
（*^̲^*）
ライフタウンまび
石井郁江（職員） 女性
備中荘
米原千波（職員） 女性

昭和５３年生まれ

今、私は夫婦同じ職場で働きながら男の子３人の子育て
平成２年生まれ

真っ最中です。毎日笑ったり怒ったり反省したりと激しい

先日、人生初のアイススケートを体験しました。臆病者の

日々を過ごしています。

私は、へっぴり腰になりながら壁をつたっていくのがやっ

新年の抱負は、心に余裕を持つこと。子供達から笑顔を

とでしたが、インストラクターの方の指導もあり、なんと

もらい、夫からは優しさをもらっており私の心の支えで

か支えなしで滑れるようになりました。初めは慎重だった

す。でも、私は時間に追われてイライラしてばかり。心に

ものの、だんだん調子に乗って滑っていたところ派手に

余裕を持つことによってみんなの笑顔が増え、特別な事

転んでしまいました。何でも慣れたころが一番失敗しや

がなくても幸せと感じる家庭を作ってあげたい。
9
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ライフタウンまび
イチ
（職員） 女性

に陣痛を迎えました。破水から出産まで立ち会い「オ
ギャー」
と元気に泣く我が子に出会うことが出来ました。

平成５３年生まれ

２０１４は午年ということで改めて今から１２年前を思い出

ただただ妻には感謝です。

すと、専門学校を卒業してから病院に就職し、
まだ２年目
の新人でした。机上で学んだこと通りにはいかない現実

老人保健施設 虹

に日々葛藤し、勉強の日々でした。
１２年経った今でもまだ

山﨑美春 女性 平成2年生まれ

まだ自分の未熟さを感じている今日このごろです。
しか

4月に虹に入職してから早くも8カ月が経ちました。社会

し、時が経つ毎に慣れや気の緩みが生じてしまう事があ

人1年目、初めてのことばかりで右も左もわからない私で

ります。今回投稿させて頂き、昔と今の自分を見つめ直す

すが、職員の皆さんのやさしいご指導や手助けのおかげ

機会とし、今後も向上心と緊張感を忘れることなく今の

で、無事に新年を迎えることができました。また、今年は

仕事に誇りを持って精進していきたいと思います。

車で通勤を始めて、最初の冬になります。雪道や凍った道
もうま〜く乗りこなし、2014年の新たな春を迎えられた

ナーシングホーム大樹
匿名希望（職員）女性

らいいなと思っております。
昭和５３年生まれ
老人保健施設白梅の丘

新年明けましておめでとうございます。
「今年の抱負は…」
と考えて真っ先に頭に浮かんだのは利

匿名 男性 昭和５３年生まれ

用者様の「毎日、感動する事を探すといいよ」という言

今年で３６歳。
３回目の年男となりました。毎年月日の流れ

葉。

が早く感じる今日この頃です。今年は「私の年」
といえる

随分前に教えていただいたのになかなか実行できなかっ

良い年になってくれればと思い日々頑張って行こうと思

たので、今年は毎日ひとつでも探し出して心豊かな人間

います。又、趣味で車のレースをしています。
こちらも巧

になれたらいいな。

く駆け抜け充実した一年になればいいと思います。

老人保健施設 虹

弥生ヶ丘

匿名 男性

内田

昭和５３年生まれ

佐知子

女性

平成２５年２月、我が家に第一子（長女）
が誕生しました。妻

あけましておめでとうございます。

は切迫流産と早産で、
１年間入退院を繰り返す毎日でし

年女、
と、言われて気付いた次第ですが、、、。

た。頚管の長さが1.5ｃｍと短く、何回も続く腹部の張りに

これまでは競走馬のごとく、
どこか全力で走り続けてきた

不安を感じながら、妊娠３１週からの６週間は２４時間の点

気がしますが、
これからは、ゆったりと心に余裕を持ちつ

滴治療が続きました。一時退院したのも束の間で３日後

つも、更に視野を広げていけたらいいなと思っています。

お仕事掲示板
介護老人保健施設

瀬戸いこい苑
笠岡市横島1944−1

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
施設は穏やかな瀬戸の海に面した風光明媚な笠岡の横島の地に平成８年２月に７
０床の施設として開設しました、開設当初から急性期の病院の併設施設として医療
依存度の高い利用者の方が多く、体調を崩しての入退院が絶えない状況が続いて
いました、その中でも肺炎や呼吸器疾患の悪化による入院が多くあり、看護師・介護
士等により口腔ｹｱを行っていましたが、姿勢が保持しにくい方や、絶食や麻痺があり
口腔内の汚れが著しい方や、誤嚥性肺炎の既往があり痰量が非常に多い方、意識障
害による開口制限のある方なども多く、看護師・介護士等による口腔ｹｱでは限界が
あり誤嚥性肺炎の予防は困難な状態が続いていました。利用者の方の健康維持を
目的に平成２４年４月より歯科医師・歯科衛生士による専門的口腔ｹｱを依頼するとと
もに、歯科衛生士により月に１回口腔ｹｱの助言と実技指導と利用者に適したケア用
具や保湿剤の利用などの助言を受け、職員一同で口腔ｹｱ技術の向上に努めていま
す。施設スタッフが口腔ケアの専門職より助言を受けて行うデイリーケアと歯科医
師や歯科衛生士が行うプロフェッショナルケアの効果もあり誤嚥性肺炎の発症減は
もちろん、利用者の皆様に清潔な口から食事をしていただく事を目指しています。
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メント、
ＱＯＬの向上、
ターミナルケア、職員教育等々、各施
設の様々な工夫や取り組みがとても良く伝わってくるもの
ばかりで、参加された方々は自分の施設と比較しながら熱
心に聞かれていました。大会後の参加者アンケートでは特
別講演に対しては「映像で嚥下の状態がみえるのでとても

委員会だより

わかりやすかった。」
「とても楽しく、眠気もふっ飛ぶ講演で
した。」
「特別講演を聞くのがとても楽しみになりました。」
等、かなり高評の意見が多数きかれました。口述発表に対
してのアンケートでも「他施設の様々な取り組みが聞けて、
とても刺激になった。」
「自施設でも参考にして、少しずつ取
り組んでいきたい。」等、前向きな意見が多く聞かれまし
た。

◆学術委員会
●委員長

藪野 信美

Ｈ25年度 岡山県老人保健施設大会の報告と
職員合同研修会のお知らせ
岡山県介護老人保健施設協会 学術委員会では毎年、県
大会と職員合同研修会を主催し開催しています。
今年も平成25年11月28日（木）
「第21回岡山県介護
老人保健施設大会」をライフパーク倉敷にて行いました。

今年の県大会は総勢300名を超える多職種の参加があ
り、
とても充実した研修会を実施することができました。
平成26年2月14日
（木）
には山陽新聞事業社 大会議室
におきまして「第12回職員合同研修会」の開催を予定して
おります。詳細な内容は未定ですが、講義形式での研修を
考えております。内容等が決定しましたら、皆様へはなるべ
く迅速にご案内いたしますので、多くの方の参加をお願い
いたします。
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。

今年の県大会は特別講演といたしまして東京医科歯科大
学 大学院歯学総合研究科老化制御学系口腔老化制御学
講座高齢者歯科学分野 准教授の 戸原

玄（とはら はる

か）先生をお招きし、
「摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際」
と題しまして講演を行っていただきました。
この特別講演では実際に内視鏡を使用し、映像で嚥下の

◆ボランティア・NPO委員会
●委員長

太田 仁史

＜今年度の活動＞
「介護サービス博覧会おかやま〜
マッチングプラザ2013〜」に出展

状態を確認しながら話しを進めてくださり、
とても分かりや

１）開催日時：平成25年6月18日、19日

すく百聞は一見に如かずの説得力がある内容の講演でし

２）開催場所：コンベックス岡山中展示場（120団体参加、
２

た。
午後からは、各施設の取り組みや対策を発表しあう口述
発表を行いました。今年は32演題が集まり、6セッションに
分かれて発表していただきました。
内容は食事・栄養、在宅復帰への取り組み、
リスクマネジ

日間で3000人来場）
３）展示内容：会場ブース設定、各老健施設パンフレット配
布、閲覧
４）パンフレットを送って頂いた施設：協会加盟各施設の
68％
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＜来年度の活動＞

不十分であったと思います。

現在、理事会においては委員会の再編について議論が

すなわち、災害時の支援など緊急事態の場合には一委

なされています。
したがって、当委員会の今後の方向性に

員会では活動を決定しにくく、結局は理事会の決定が必要

ついてもこれまでの活動の総括を踏まえて新しい方針を

となります。そこで活動は定例のものだけになっていまし

決定する必要があると思います。

た。

１．
これまでの活動

活動内容を整理してボランティア精神を発揮しやすくし、

１）災害支援

さらに多くのNPOとも協力協同の関係を築いて社会全体

平成16年10月の中越地震（介護老人保健施設に人的

の介護力が向上するように再編していくことが必要です。

支 援 ）、平 成 1 8 年 5 月のジャワ島 地 震（ 支 援 金を募り
AMDAを通じて支援）、平成23年3月11日の東日本大震
災（全老健の支援活動プロジェクトBに基づき、5班に及ぶ
人的支援）
２）協会機能強化プログラム
加入している施設が直面する可能性のあるさまざまな
危機（施設内感染流行、施設災害被災、施設内スタッフ不
足）
に対応するため機能強化プログラムにおいて施設災害
被災時相互支援プログラムを担当
３）その他の活動
岡山県内の介護環境向上のためにケアサービス関係者
と利用者のマッチングプラザにおいて毎年出展

◆議員懇話委員会
●委員長

２．
今後の方向性
１）設置の意義の再確認

高越 秀和

「民主党岡山県連（所属県議会議員）
との意見交換会」

当委員会は平成11年の岡山県老健協が結成された当

日 時：平成25年11月20日
（水） 17：50〜18：30

初から設置され、その役割は、
「 地域社会と施設の人的交

場

流を前提とした地域介護力の向上を目指す」
とされていま

出席者：民主党岡山県連

す。これは介護の基本的精神が人間社会において大切で

高原

俊彦

ある「助け合い」であることから、
このような精神に基づく

中川

雅子

介護の分野に携わっている私たちは広く社会全体の介護

所：岡山市民会館

2階

会議室204号室

県会議員

民主党国会議員秘書

2

3

の状況にも目を向ける必要があると考えられたからです。

松島

広志（津村

啓介議員秘書）

２）再編の在り方

長屋

啓太（柚木

道義議員秘書）

鳥井

良輔（江田

五月議員秘書）

これまでの委員会の体制は上記方針を具体化するには

お仕事掲示板
さとう記念病院
老人保健施設
勝田郡勝央町黒土45

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
当さとう記念病院老人保健施設は「地域に信頼される施設であり続け
ます」を基本理念に平成８年４月、県東北部に位置する勝田郡勝央町に開
設された病院併設型施設です。当施設は職員教育に力を入れており施
設内外の研修制度に加えリスクマネージャー認定試験、感染エキスパー
ト認定試験、認知症実践リーダー研修等に計画的に参加させスキルアッ
プを図っています。また、研修修了者には施設内安全管理、感染防止対策
委員会等の中心となり活動の活性化を図らせ、その結果近年はインシデ
ントの件数も減少し事故防止が図れ、また市中感染症等のアウトブレイ
クもなく過ごす事ができています。また老健本来の役割である在宅復帰
の支援を目的に現在、理学療法士３名・言語聴覚士１名・リハビリ助手１名
のスタッフを配置しています。リハビリも訓練とは別に専門職の視点から
身体機能の維持・改善も視野に入れ、楽しみながら行なえる事を目的に
作品作り等の作業や集団で楽しめるレクリエーション等を考え実施して
います。
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民主党岡山県第5区総支部
山田

雅徳

民主党岡山県連
尾上
一般社団法人

要

1

望

書

平成25年11月20日

1．
介護保険事業にかかる消費税の取り扱いについて、現在の

事務局

「原則非課税」から
「原則課税」への抜本改正

1

平成元年4月1日より施行された消費税については、医療・介

武志
岡山県老人保健施設協会

藤本

宗平、高越

秀和、牧野

竹内

真矢、松三

哲、小林

護の分野が「原則非課税」の規定により各事業所が支払った消

6

費税についても、仕入控除がいまだにみとめられておらず、そ

篤史、

の結果、事業所が消費税の最終負担者となっており、医療分

麻美

野、介護分野において経営上の大きな負担が発生していると

（意見交換会内容）
・岡山県老人保健施設協会

危惧されてきました。全国老人保健施設協会による介護老人

要望書

保健施設における消費税負担額調査では、経営に圧迫をもた

・藤本会長の提案とお願い

らすほどの負担の発生が認められました。

・その他、口頭による意見交換

特に医療機器や施設建設代金に含まれる消費税の負担は、
既に介護施設だけでなく医療機関においても経営的な圧迫要
因となっており、更に現行の5％の消費税が引き上げられるこ
とにより、適正な医療・介護の質の維持が困難になるばかりか、
施設の維持、経営そのものに決定的な打撃を与えることは確
実ですので、現行の「原則非課税」においても、地域包括ケア
の構築並びに地域の雇用促進に資する施設設備・増設・改築代
金に含まれる消費税に対して、租税特別措置法に基づく
「消費
税免税」の導入を強く要望します。
適正な運営を維持するために、医療保険分野・介護保険分野に
係る消費税を原則課税にするとともに、消費税の外税表示及
び財源の明確化を要望いたします。
また、介護報酬の公共性に鑑み、利用者の本人負担が増す
ことのないように、ゼロ税率・軽減税率の早期導入を強く要望
するものであります。
1．

介護人材等確保に関する要望

昨年度から、
「介護職員処遇改善交付金」が「加算」
として介護
報酬内部に組み込まれました。
しかし、
この介護報酬改定は、実質的にはマイナスとなり、各
介護保険施設単位の努力や介護報酬での対応は限界にきて
います。
特に、介護老人保健施設においては、介護職員だけではなく

お仕事掲示板
介護老人保健施設

光生リハビリ苑

岡山市北区古厚生町3−8−35

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
当老健、光生リハビリ苑は、平成8年に開設された介護老人保健施設
従来型です。
ある時、岡山県病院協会の勉強会に参加させて頂いて、様々な病院で
の改善の取組みを学ぶ機会を頂きました。ある病院が行っていた改善
シートを参考に、当院でも小改善シートの導入がされた。当老健でも試
みを開始。同時に改善会議を立ち上げ、各職種の代表を選出し、毎月第1
水曜日に行っています。直ぐに改善できる事は、その場で直ぐに改善を
決定。もう少し職員の声を聴きたい時は、老健全体会議で提案します。よ
りよいチーム体制を目指して現在も試行錯誤中です。
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看護職員、
リハビリ専門職等についても、人材の確保が非常に
厳しい実態となってきております。
介護現場は多職種協働であることから、介護職員以外の専
門職員にも、処遇改善の対象を拡げ、教育・研修体制の着実な
強化と併せて賃金改善のための財源確保を強く要望いたしま
す。
要

望

事

◆法務委員会
●委員長

津田 隆史

■第１回法務委員会研修会
開催日時：平成２５年７月１９日
（金）
開催場所：老人保健施設

項

１．
介護従事者の処遇改善のため財源確保をお願いいたしま
す。
２．
介護人材育成のための教育・研修体制への財源確保をお願
いいたします。
岡山県老人保健施設協会

１４
：
００〜１６
：
００

古都の森

岡山市東区古都南方２８１５−１
参加施設数：１２施設

２８名

内容
●リスクマネジメント
『損害賠償事件の判例』
●施設内虐待防止について
『要介護施設従事者等による高齢者虐待とは』
■第１回法務委員会

全国老人保健施設連盟、加藤勝信内閣官房副長官に要望
平成25年12月8日
（日曜日）11時20分、岡山市プラザホ

開催日時：平成２５年７月１９日
（金）
開催場所：老人保健施設

テルにて当日午後に開催される講演会のため帰岡されていた
加藤議員に要望書を提出し、意見交換を行ないました。全老健
連盟より手束委員長、成尾副委員長および内藤全老健協副会
長が来岡。岡山県老健協から藤本会長、江澤副会長、加藤議員
事務所と会議設営の労をお願いした福島理事の3名がオブ
ザーバー参加をいたしました。
連盟から介護従事者の処遇改善、人材育成のための教育・
研修体制への財源確保を要望。老健施設の機能の評価、開設
主体別の経営実態の現状に即した評価を行なうよう、資料を
提示し強く訴えました。また介護人材の供給体制を地域の実
情に合わせて策定するよう、
また人材確保と育成のための基
金の創設を提案しました。加藤議員から「問題意識はある。
2030年に向けて抜本的に変えていきたい」
と意欲を示され
ました。様々な意見を交わし有意義な1時間でありました。県
老健協においても県選出の議員との交流を積極的に行ない
ます。
会長

お仕事掲示板
介護老人保健施設

アルテピアせと

岡山市東区瀬戸町江尻711

藤本宗平

１６
：
００〜１６
：
１５

古都の森

岡山市東区古都南方２８１５−１
参加施設数：３施設

５名

内容
●今後の法務委員会についての案
リスクマネジメント等をもっと深く研修することにより、施
設の盲点や今後の課題が見えてくるように思えるので今後
もこの研修を続けていく。
■第２回法務委員会研修会
開催日時：平成２５年１１月２９日
（金）
１３
：
００〜１５
：
００
開催場所：津山ナーシングホーム 津山市野介代1656-1
参加施設数：８施設

１８名

内容
●リスクマネジメント
『損害賠償事件の判例』
●成年後見人制度
『本人の死亡による後見終了に伴う事務手続きと注意点』

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
平成8年に開設したアルテピアせとは、岡山市の東の端に位置し、自然
の多い環境にあります。当施設では、
「まずは笑顔から」をモットーに、利
用者・職員ともに笑顔でいられることを目標に日々頑張っています。特徴
としては、長年朝10時半からの30分間、
「ふれあいタイム」と称して、職員
は業務を止めて、利用者と触れ合う時間を設けています。ふれあいタイム
では、笑顔と体調管理を心がけています。特に福祉業界では腰痛対策が大
切です。そこでこの時間になると全部署一斉にラジオ体操を利用者と共に
行うことにしています。 たかがラジオ体操ですが、なかなか自分で続ける
ことは難しく、少しの柔軟体操が心身共にリフレッシュしてくれます。利用
者の方々も不自由な体をいっぱいに使い、一緒に体操してくれています。
利用者と共に、ふれあい、笑いあえる環境にこそ「老健」の価値がありま
す。その他、行事やお楽しみ会等、多くの笑顔になれるイベントを企画し、
ご家族にも参加していただき、利用者・職員・ご家族が一体となり、喜んで
頂ける施設づくりをこれからも目指していきたいと考えております。
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おんこちしん

第４回
郷土の偉大な先人たち

せっしゅう

雪 舟（1420年-1506年）

雪舟自画像(模本)藤田美術館

室町時代に活動した水墨画家・禅僧。
備中に生まれ、京都相国寺で修行した後、周防に移り、その後中国に渡り、李在
より画法を学んだ。現存する作品の大部分は中国風の水墨山水画であるが、肖像画
の作例もあり、花鳥画もよくしたと伝える。宋・元の古典や明代の浙派の画風を吸収
しつつ、中国画の直模から脱した日本独自の水墨画風を確立。また、現存する作品の
うち６点が国宝に指定されており、日本の絵画史において別格の高い評価を受けている
といえる。
また、雪舟についてこんな伝説が残っている。幼い日に宝福寺に入った雪舟が、絵
ばかり好んで経を読もうとしないので、寺の僧は雪舟を仏堂の柱にしばりつけてしまいま
した。しかし、床に落ちた涙を足の親指につけ、床に鼠を描いたところ、僧はその見事
さに感心し、雪舟が絵を描くことを許しました。これは雪舟について最もよく知られた話で
ある。

四季山水図(山水長巻)(毛利博物館)(部分)

宝福寺雪舟碑

(同左)

やまだ ほうこく

山田方谷 （1805〜1877）
末から明治期の陽明学者、備中松山藩士。現在の高梁市
の出身、備中聖人と称された。幼少の頃から神童と呼ばれ、
江戸遊学の時に佐久間象山と出会い同門の塾生として
激論をかわし、
常に論破していたと伝えられている。
板倉勝静が備中松山藩主になると、抜擢され藩の要職
を歴任。藩政改革を断行し、巨額の負債を償却するほか更
に余財を生み財政危機を脱した
（借金10万両を返済し、逆
ＪＲ伯備線方谷駅
に10万両を蓄財した。）
今でも駅名として名を残している。
改革は、諸藩にも知れ、長岡藩の河井継之助、長州藩 （駅に人名が付いたのは日本初である。）
の久坂玄端はじめ方谷に学ぶものは全国に及んだ。
また、
大政奉還の建白書の起草者でもあった。明治維新後は大久保利通からたびたび大蔵大
臣の要請を受けたが断り続け、今の新見市大佐に居を移し、塾を開き多くの人材を育てた。
さらに閑谷学校の再興にも力を尽くした。

至誠惻怛
（しせいそくだつ）
（この言葉は、後に高弟三島中洲が方谷の精神をこの四字を持って証したもの）
まごころ
（至誠）
と、
いたみ悲しむ心(惻怛）
があれ
ば、
やさしく
（仁）
なれます。
そして、
目上にはまことを尽くし、
目下にはいつくしみをもって接するのです。心の持ち方をこうすれば、物事
をうまく運ぶことが出来ると言います。つまり、
この気持ちで生きることが人としての基本であり、正しい道なのです。
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■編集後記

■委員会メンバー

明けましておめでとうございます。
今年も広報委員は、皆様に少しでも楽しく読んでいただける広報誌
作りを目指していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
現在、広報委員は１２施設から構成され、誌面を６部門（表紙、協会だ
より、委員会だより、特集、施設紹介、アンケート）に分けて制作してい
ます。
発行まで４〜５回の編集会議を行い、さまざまな意見や工夫を凝らし
ています。広報誌に対するご意見やご感想、斬新なアイデア等がござい
ましたら、是非ご一報ください。

●委 員
●委
藤本
竜門
佐山
寺坂
香山
小山
山本
三谷
山本
岡
神浦
丸橋

広報委員会委員長

勝央苑

山下佐知子
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長 山下佐知子
員
宗平・植木 潤・小林麻美（虹）
哲司（勝央苑）
雅之（弥生ヶ丘）
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）
直・加藤 隆寛（ケアガーデン津山）
典生（ゆうあい）
訓宏（いるかの家 リハビリテーションセンター）
真吾（白梅の丘）
哲也・山本 準（さとう記念）
章勇・吉澤 徹（ナーシングホーム大樹）

■表 紙 企画／竜門 哲司
香山 雄一
タイトル「楔‐Ｋｕｓａｂｉ‐」
楔には、①物を割る ②物と物とが離れないように圧迫
する という異なる意味がある。刻々と変わっていく時
代の中で、何を守り、何を変えていくか。試行錯誤の
繰り返しの先に、「伝統」が生まれる。

