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老健おかやま
岡山県老人保健施設協会広報誌

【委員会メンバー】

【編集後記】
このたびの豪雨により被害に遭
われた施設の皆さま、職員の皆さ
まに謹んでお見舞い申し上げます
とともに、一日も早い復旧を心より
お祈り申し上げます。岡山県老健
協としての支援活動は本誌「平成
３０年７月豪雨」をご覧ください。
また、本 誌では 今 回の 介 護 報
酬改定を踏まえてのアンケート調
査を行い、大 変 有 意 義な結 果が
得られています。こちらもぜひご一
読いただき、皆さまの施設のご参
考になれば広報委員としてこれ以
上うれしいことはありません。
情報・広報（PR）委員会委員長
勝央苑 山下 佐知子

〈委員長〉
山下 佐知子
〈委 員〉
藤本 宗平・植木 潤・坂田 美佐（虹）
岸本 純哉（勝央苑）
寺坂 公志（のぞみ苑）
赤堀 明（作東老健）
小山 修（美作リハビリテーションホーム）
加藤 隆寛（ケアガーデン津山）
辻 隆之介（ゆうあい）
池田 恵子（白梅の丘）
横山 尚平（さとう記念病院）
秋山 星恵（ナーシングホーム大樹）
本田 武（福寿荘）
伊達 隆（さくら苑リハビリセンター）
平内 大輔（わたぼうし）

藤本 宗平・岸本 純哉・赤堀
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アドバンス・ケア・
プランニングを
老人保健施設で実践しよう
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介護報酬改定に
関してのアンケート
結果報告
P10

委員会だより
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温故知新

事務

平成３０年 ７月豪雨
副会長

秋山 正史

（介護老人保健施設 倉敷藤戸荘 理事長）

被害がないことを確認してからベッ
ドに入りましたがスマホから聞こえ
る緊急速報メールのおかげでほと
んど寝られません。うつらうつらネッ
トを徘徊し、先程の音がアルミ工場
の爆発だと知りました。こんな時に
事故をしなくてもと、のんきに考え
ながらとうとうとしていると、翌７日
の朝方今度は電話で起こされまし
た。真庭市の事業所信愛苑で地下
駐車場が水没したとの連絡。車は
事前に避難していたのですが井戸

水のポンプが冠水し作動せず水が
の被害状況を確認。すぐに行動を
出ないとの由。またネットニュース
起こすべく会長施設に対策室本部
を見ると同じ倉敷市の真備町では
を設け、避難入居者受入体制の確
堤防決壊で広域に浸水…。
保や復興時の人の派遣をまとめま
この度の豪雨による災害は想像 した。受入体制の確保は８日には
を絶する状況となりました。被害に
先 方に伝 達 できました。実 際 は、
遭われた施設の皆様、職員の方々
全避難者が成人病センターへ一度
に心よりお 見 舞い 申し上 げます。 移りその後受入施設へ移動する段
老人保健施設では真備町のライフ 取りとなりました。そのほかにも、
タウンまびが大きな被害に遭われ
断水や交通網の遮断で一時食事が
入居者全員が避難されています。 作れなかった会員施設では、協会
また、ライフタウンまびをはじめ、 の備蓄食を使用させていただきま
総社･倉敷を中心に近隣の施設の した。これらの準備にあたり、会
職員で真備町にお住まいの方々に
長をはじめ各理事の先生方、事務
も被害が出ていると報告を受けて
長部会の方々、また施設スタッフ
おり、重ねてお見舞い申し上げます。 の皆様には迅速な連携でご対応い
ひとまず天候は安定したとはいえ、 ただきました。本当にありがとうご
今度は例年にない猛暑となり復旧
ざいます。初動はなんとか上手く動
に携わる方々の健康も心配なところ けましたが、被害に遭われた施設
です。くれぐれもご自愛ください。
が元通りになるまでサポートするの
さて、今回の災害発生後、岡山
が岡山県老人保健施設協会の役割
県老人保健施設協会の活動はどの
だと考えています。皆さんと力を一
様なものでしたでしょうか？ 江澤会
つにして頑張っていきたいと思い
長の下、速やかな情報収集を行い、 ます。どうぞよろしくお願いいたし
７日午前の段階でライフタウンまび ます。

介護老人保健施設 リハヴィラ ポルソ矢掛
矢掛町横谷1497

当施設は玉島中央病院と玉島中央老健施設秀明荘を運営
する医療法人社団新風会が本年３月に矢掛町へ新規開設した
施設です。これまで倉敷市玉島地区で培ってきた知識と経験
を活かし、のびのびとした環境で在宅復帰に向けた生活リハビ
リテーションを積極的に取り組んでいきます。また、地域の各
施設さまとの連携により保健・医療・福祉サービスを切れ目な
く有機的に提供できる施設を目指したいと考えています。施設
名の「ポルソ」はイタリア語で「躍動や活力、生命力を意味
する言葉の造語で、様々な取り組みを行い、利用者さまやその
ご家族だけでなく地域の皆さまとともにポルソあふれる施設に
なるよう努力していきたいと思います。
02

老健おかやま

2018｜夏号

より

平成３０年度

一般社団法人 岡山県老人保健施設協会

７月６日 金 曜 日、一 度 小 降りに
なった雨は暗くなる頃にはまた激し
く降り出していました。倉敷藤戸荘
がある地区は低地も多く、数年前
の台風では周辺が冠水し陸の孤島
になったこともありました。今回も
数十年に一度の重大な災害が予想
されるとのことで、一端家に帰って
いたのですが心配性の私は当直室
に泊まろうと施設に向かいました。
玄関を出たところでドンという音と
揺れ、何だろうと思いましたがその
まま深く気にせず車を走らせ施設に、

局だ

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
平成３０年５月２６日㈯１４時より、メ
皆様にご出席いただきましたことを厚く
ルパルク岡山にて、特別講演会及び
お礼申し上げます。今まで同様に当協
総会が開催されました。はじめに、江
会の運営にご理解ご協力いただきます
澤会長の挨拶があり、開会となりまし
ようよろしくお願い申し上げます。
た。特別講演会は江澤会長に、「平
成２９年介護保険法改正を踏まえた平
成３０年度介護報酬改定の意義とその
延長線上にある平成３３年度介護報酬
改定の方向性」と題してご講演いただ
きました。介護報酬改定の具体的な
意義と今後の老健のあるべき姿につい
て大変わかりやすくお話ししていただ
きました。ひきつづき、総会が開会、
出席者４０名、委任状３９名、合計７９
名の出席がありました。第１号議案、
平成２９年度事業報告、第２号議案、
平成２９年度収支報告、監査報告を行
い満場異議なく、承認可決されました。
また、新規加入社員についても異
議なく承認可決され、会員総数は８０
施設となり平成３０年度がスタート致し
ました。
その後、事務局より１０月に埼玉県
で開催される全国大会と、８月に鳥取
県で開催される第３回中国地区大会に
ついて情報提供と参加の呼びかけが
ありました。
最後にお忙しい中たくさんの会員の

ケアリゾート金光
浅口市金光町占見新田740

当施設は、医療法人社団同仁会 金光病院の併設、介護老人保健施設として平成２９年４月
１日に浅口市に、オープンいたしました。金光地区とし
ては初の介護老人保健施設で、個室８室・多床室（２
人室１室・４人室１０室）１１室の入所定員５０名で従来
型の施設です。施設周辺では、春には里見川沿いに
咲く桜並木を楽しむことができます。また、秋には遠く
遥照山の紅葉を眺めることができ、四季を感じながら
過ごしていただける施設で、浅口市のシンボルである天
文台と星空をモチーフにしたからくり時計が、正面駐車
場の中央に設置されており、１日５回メロディーが奏でら
れます。また、付帯事業として通所リハビリテーション
（定
員３３名）の運営も行っております。
老健おかやま
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特 集

スタッフ対象「人生最終段階における医療・ケア」
アンケート結果

特集

アドバンス・ケア・プランニング
（ACP）
を
老人保健施設で実践しよう
本年３月に国は「人生の最終段階に
を作成すること。その後、対象者を決
おける医療・ケアの決定プロセスに
定し、担当の医師・看護師に介護や
関するガイドライン」の改訂を行いま
ケアマネ、リハビリのスタッフでチー
した。改訂のポイントは、
①アドバンス・ ムを編 成し、本 人・家 族 等 に説 明、
ケア・プランニング（ＡＣＰ）の概念を
同意を得た上で、話し合いを開始しま
導入 ②
「人生の最終段階における医
しょう。参加者全員の距離感が縮まる
療・ケアの決定プロセスに関するガイ ことを実感でき、
「合意形成」への一
ドライン」に名称を変更 ③医療・ケア
体感が得られることでしょう。あまり難
チームの対象に介護従事者が含まれ
しく考えず、例えば死生観が醸成でき
る ④日頃から繰り返し話し合うこと（＝
ていないとか、責任が取れないとか…。
ＡＣＰの取組）の重要性を強調 ⑤本人
それに比べて話し合いを行うことで得
の意思を推定する者、信頼できる者
られるものが何と多いことか。司会者は、
（代理意思決定者）を前もって定めて
慣れるまではソーシャルワーカー、施
おくこと⑥代理意思決定者を家族から
設ケアマネが いいかも知れません。
家族等（親しい友人等）に拡大 ⑦文
東全老健会長がおっしゃっている「多
書にまとめて本人・家族等と医療・ケ
職種平等」を発揮して、誰でも発言
アチームで共有する等となっています。 できるような雰囲気作りが必要です。
あらためてアドバンス・ケア・プラ
看取りの場面に遭遇した経験が少な
ンニング（ACP）とは、
『将来の意思
い介護職等は話し合い初期には、少
決定能力の低下に備えて、今後の治
なからず、ストレスやフラストレーショ
療・ケア・療養に関する意向、代理
ンを体験するかも知れません。メンタ
意思決定者などについて患者・家族・ ルヘルスケアを含むスタッフケアをＡＣ
友人そして医療・介護者があらかじめ
Ｐ話し合いの推進と同時に行うことが
話し合うプロセス』と定義されています。 大切です。特に医師・看護師の共感
ＡＣＰの話し合いを始める前に、まず
と支援が必要であると考えます。
は、ガイドライン本編と解説編を熟読し、
小生が所属している老人保健施設
ガイドラインに準じた各施設での指針 「虹」と基幹病院でもＡＣＰの話し合い

1
1
15 7 27
12
15
28

倉敷市玉島1334-1

ニューエルダーセンターでは、福利厚生の一環としてクラブ活動がありま
す。老健だけでなく、病院や有料、グループホームなど、他施設の職員
との交流会の場にもなっています。医師や看護師、介護職員、ケアマネ
ジャー、栄養士、リハビリ職員など、皆でアフターファイブを満喫しています。
ここで活動を紹介させていただきます。バレーボール部は、現在８月の大
会に向けて、毎週水曜日２時間練習をしています。次にソフトボール部、
秋の大会に向けて月２回ナイター練習をしています。そしてフットサル部。
平成３０年１０月２１日㈰に行われる第４回岡山県老人保健施設協会フット
サル大会事務局を担当します。走ることが好きな職員が声を掛け合って
数々のロードレースに出場しており、ランニングクラブの発足も近いはず。
アフターファイブの楽しい時間が仕事にも好影響だと実感。毎日がとて
も充実しています！
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51

■ 医師（0）
■ 看護師（27）
■ 介護士（51）
■リハビリ（28）
■ 相談員（15）

■ 栄養士（12）
■ケアマネ（15）
■ 事務（7）
■ 薬剤師（1）
■その他（1）

県北老健職員１５７名に回答していただきました。
岡山県老人保健施設協会
人生の最終段階における医療・ケアを考える会
代表

藤本

宗平（老人保健施設「虹」）

が行われています。概ね本人・家族
共に良好な感想が聞かれており、医
療・ケアチームのメンバーもフレッシュ
な感覚が得られているようです。従来、
医師・看護師のみでいきなりアドバン
ス・ディレクティブ（ＡＤ：Ａｄｖ
ａｎｃ
ｅＤ
ｉ
ｒ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖｅ）やＤＮＲ
（Do Not Resuscitate）
がなされて、家族も戸惑われていたこ
とからみればずいぶん様変わりしてい
ます。
４月より全国の医療・介護現場でＡ
ＣＰの実践が行われており、待ったな
しの状況です。実践（経験）のなか
で学ぶのがベター。むしろその方が良
いのではないでしょうか。
平成３０年７月４日

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 ニューエルダーセンター

質問１「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）
」を
知っていますか？

回答職種

42

48

■ 知っている
■ 見聞きしたことがある
■ 知らない

46

質問３ 今後は、医師・看護師に加えて薬剤師・管理栄養士・リハビリ職などの医療専門職と介護専門職、ケアマネジャー、
ソーシャルワーカーなどの多職種が話し合いに参加します。チームで意思決定支援を行い、合意形成を目指すことに
ついてどのように思われますか。（複数回答 可）
気持ちを共有できそう（66）
わかりやすい説明ができると思う（64）
心強い（55）
情報の管理が心配（26）
記録物が増える（24）
話し合いの途中で急変時の対応はどうしたらいいのか（21）
決まったことが守られるか心配（21）
迷うことが増える（20）
責任の所在が不明瞭（19）
本人家族のみならず職員の思いも大事にしてもらえる（19）
多職種平等等、上から目線ではない気がする（13）
医師だけでよい（1）
介護士は必要ない（1）
看護師だけでよい（0）

質問４ ＡＣＰについての取り組みは？
話し合いは始まっていない（31）
話し合いが始まっている（21）
施設外の勉強会に参加した（16）
勉強会を施設内でおこなった（13）
準備段階（11）
わからない（54）

質問５ 業務としてＡＣＰを導入することについて。（複数回答 可）
業務改善が必要（73）
多職種が集まることは難しい（27）
時間が無い（19）
すでに始めている（8）
すぐにでも始められる（4）
導入する必要がない（1）
わからない（35）
その他（7）

質問６ あなたが本人・家族等と多職種で話し合いに参加することについて。（複数回答 可）
直接意見が聞けるためケアの参考になる（88）
参加したい（33）
本人・家族が本音を言えないと思う（32）
話し合いは苦手（16）
医師の前では発言しにくい（14）
どちらかといえば参加したくない（6）

質問７ 代理決定者について。認知症など進行した時やがん終末期には、意思表明が困難になることが多いため、あらかじめ
代理決定者を決めて、ともに話し合い、プロセスを共有することが大切です。本人の意思と家族等の意思が一致しな
い場合、どのような支援が考えられますか？（複数回答 可）
多職種で話し合いをおこなう（62）
合意できなくても話し合いを繰り返す（54）
本人を優先（46）
家族を優先（29）
その他（2）
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介護報酬改定に関してのアンケート結果報告
今年４月に改定されました「介護報酬」に伴う実態調査について、６月にアンケート調査を実施しました。その集計結果を報告します。
業務ご多忙の中、ご協力いただきありがとうございました。
【回答施設数／全７９施設中４８施設・回答率６０.８％】

《通所リハビリテーション事業所について》

《在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価について》
問4

基本単位和の在宅復帰指標についてお聞きします。施設として算定項目はどのようになりましたか？ 平成３０年３月／平成３０年６月

【指標】①〜⑩
◆算定施設区分
6月

問1 リハビリテーションマネジメント加算の算定状況を教えてください。
28%

0.4%
32.3%
64%

3.3%

■ リハマネⅠ
■ リハマネⅡ
■ リハマネⅢ
■ リハマネⅣ

考察

リハマネⅠが最も多く算定されており、リハマネⅡを算定するよりは医師
の協力を得てリハマネⅢを算定する施設が多い結果となった。

問2 リハマネ加算の新算定要件としてＩＣＴを活用しての会議も可能となりましたが、実際に活用されていますか？
7%
■ はい
■ いいえ
93%

3%
5% 17%

75%

問3

●
●

タブレットでのテレビ会議
スマートフォンのテレビ電話を使用
リハマネ会議に移動時間等により参加困難な者をテレビ会議システムで参加
充実した会議となっている

■ はい
■ いいえ
■ 検討中
■ 不明

考察

Ｉ
ＣＴを活用している施設はわずか７％で、導入を予定していると回答のあった
施設でも１７％という結果となった。これはＩＣＴを活用する環境がまだ整ってい
ないためと思われる。

新設されたリハビリ提供体制加算は算定されていますか？
2%
24%
74%

■ 算定
■ 未算定
■ 算定予定

3月 22%

■ 基本型
■ 加算型
■ 在宅強化型
■ 超強化型

37%

3月

37%

算定している施設が７割を占めており、リハ人員の確保や兼務等による努力・
工夫が伺われる。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

■ 50%超
■ 30%超50%以下
■ 30%以下

④退所前後訪問指導割合

6月

⑤居宅サービスの実施数

6月
13%

6月 22%
28% 3月
25%
33%
2% 7%
35%

3月
■ 30%以上
■ 10%以上30%未満
18% 27% 48%
■ 10%未満
25%
■ ない
69%

48%

⑥リハ専門職の配置割合

■ 30%以上
■ 10%以上30%未満
■ 10%未満

6月

6月
1%
18%
3月
30%
1% 16%
30%
53%

⑧要介護４又は５の割合

6月

3月
19% 37% ■ 5以上
37%
■ 3以上5未満
44%
■ 3未満

6月
10%
3月
35%
13%
■ 50%以上
32%
■ 35%以上50%未満
55%
■ 35%未満

27%

3月
46% 46%

■ 3サービス
■ 2サービス
■ 1サービス
■ 0サービス

51%

⑦支援相談員の配置割合

■ 3以上
■ 2以上3未満
■ 2未満

25%
29%
27%

26%

考察

6月
5%
3月
8%
■ 10%以上
45% 44% 48% 50% ■ 5%以上10%未満
■ 5%未満

35%

③入所前後訪問指導割合

37%

28%

37% 26%

48%

◆「いいえ」と回答された９３％の方へ。今後導入していく予定はありますか？

②ベッド回転率

6月

25%
33%
2% 7%
35%

◆具体的にどのように活用されていますか？
●

①在宅復帰率

55%

【評価項目】⑪〜⑭
⑨喀痰吸引の実施割合

⑩経管栄養の実施割合

6月

6月

6月

3月

3月

3月

27%

46% 24% 37%
39%

倉敷老健

■ 10%以上
■ 5%以上10%未満
■ 5%未満

27%

29%

⑪退所時指導等

39% ■ 10%以上
37%
■ 5%以上10%未満
39%
■ 5%未満

24%

100%

32%

3月・6月
ともに100%

100%

倉敷市老松町４-3-38

倉敷老健は入所定員１５０名で、
理学療法士４名、
作業療法士２名、言語聴覚士１名
が常勤・専従で配置されています。
それぞれ病棟勤務はもちろん通所リハビリ、
訪問リハ
ビリ、
スポーツ外来などを経験しており、様々な視点から身体機能訓練に取り組んでい
ます。
また、
専従配属だからこそ生活に密に関わりながら評価が出来るのもメリットで、
多
職種協働による生活リハビリが充実できるよう連携に努めています。
個別機能訓練はリ
ハビリ職員が直接介入できる時間や頻度が限られるため、入所者様に自主的にマシン
トレーニングにも取り組んでいただいており、
満足度や達成感にもつながっています。
ま
た、歩行練習のニーズが高い方が多いことから、歩行練習器『Ｈｏｎｄａ歩行アシスト』
も
導入しています。
『Ｈｏｎｄａ歩行アシスト』
は付属のタブレットにより、
歩行パターンや歩行
動画が簡単に確認できるため、
休憩しながらフィードバックする事も可能で、
ご本人にも課題や改善の様子が分かりモチベーション
ＵＰにもつながっています。
以上のように、
入所者様に少しでも心身ともに自信を持って生活していただけるよう日々がんばっています。
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⑫リハビリテーションマネージメント

⑬地域貢献活動

6月
27%

3月
100%

3月・6月
ともに100%

⑭充実したリハ

6月

6月

3月

3月

37%

63%
73%

■ している
■ していない

58%

61%

39% 42% ■ している
■ していない

100%
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◆指標（①〜⑩）を上げるために力を入れた箇所はありますか？
①在宅復帰率（９施設）
・地域連携を強化
・新規利用者を獲得するため営業に
力を入れた
・法人内施設及び連携施設との入
退所調整を行った
・維持に努めた
・在宅復帰に向けての働きかけを工
夫した
・在宅復帰目的者の受け入れを優
先した
・併 設 医 療 機 関 のソーシャルワー
カーと協力して、１週間以内の入
院になりそうな入所者のフォロー
をする
②ベッド回転率（４施設）
・長期入所者への退所支援に力を

入れた
・営業活動の強化
・維持に努めた
③入所前後訪問指導（１２施設）
・継続的に算定
・入所者全員対象を目標とした
・件数の調整
・相談員を増やした
・対象者全員期間内に訪問するよう
に調整を図り、割合をこまめに算
出し相談員と共有する
・家族・職員との連携を深めた
・訪問を必ず行う
・契約と訪問を兼ねて自宅で行うよ
う工夫した
・訪問日を早めに調整した
④退所前後訪問指導（６施設）

・入所者全員対象を目標とした
・件数の調整
・対象者全員期間内に訪問するよう
に調整を図り、割合をこまめに算
出し相談員と共有する
・在宅支援を強化した
⑥リハ専門職の配置割合（３施設）
・スタッフを増員
・人員配置を法人内で改善した
⑦支援相談員の配置割合（３施設）
・スタッフを増員
・人員配置を法人内で改善した
⑩経管栄養の実施割合（２施設）
・受け入れを増やした
その他
・指標のデータを各職種の責任者と
情報共有し、意識づけを行う

考察

②ベッド回転率（５施設）
④退所前後訪問指導（３施設）
・退所時指導等ができていない
⑤居宅サービスの実施数（１施設）
・体制的なものが満点にならない
⑥リハ専門職の配置割合（８施設）
・確保が困難
⑦支援相談員の配置割合（３施設）
・体制的なものが満点にならない

認知症カフェ（７施設）
健康教室（９施設）
介護相談（１０施設）
・祭りのブース
・公民館へのサテライト など
転倒転落予防教室（２施設）
季節行事を開放型として実施（４施設）
地域ボランティア（４施設）
・クリーン作戦
考察

問6

⑧要介護４又は５の割合（２施設）
・重度者を受け入れすることにより、
入院患者が増え在宅復帰率の低下
⑨喀痰吸引の実施割合（２施設）
⑩経管栄養の実施割合（２施設）
◆評価項目
⑬地域貢献活動（３施設）
⑭充実したリハ（４施設）
特になし（２施設）

・地域行事への参加
・地域サロンでの講師
・
「認知症を学ぶ会」のサポート（映
画『ケニアン』の上映にあたり）
に参加
その他（６施設）
・地域の小学校、中学校、保育園
との交流
・チャレンジワークの受け入れ

・医療、介護フェスタ
・９０分のプログラムで元気カフェを
年１回開催
・勉強会、交流会を開催
・地域住民によるボランティアの受
け入れを積極的に行った
検討中（２施設）

地域貢献活動に関しては施設ごとに様々な取り組みをされていることがわかった。他の施設を参考に地域貢
献活動をする施設が増えるのではないかと考える。

新設された排泄支援加算、褥瘡管理加算は算定されていますか？

◆排泄支援加算

◆どの指標（評価項目を含む）を取得することが難しかったですか？
①在宅復帰率（１２施設）
・急な医療機関への入院（予測不
可）や特養への入所（先に家人
と話をして入所日まで詰めた状態
で連絡してくる）に関して在宅復
帰率のコントロールが難しい
・重度者を受け入れすることにより、
入院患者が増え在宅復帰率が低下
・安定的に維持することが難しい

問５ 加算型以上の基本単位数を算定している又は算定予定の施設にお聞きします。
地域貢献活動はどのような取り組みをされていますか？ 又は、計画されていますか？

21%
56%

23%

◆褥瘡管理加算

■ 算定
■ 未算定
■ 算定予定

42%

28%

■ 算定
■ 未算定
■ 算定予定

30%

考察

どちらの加算も算定している施設が３割以下でのスタートとなったが、算定予定の施設が多かった。単位数
が少ないため、急いで対応していない施設が多い結果となった。

在宅復帰に関しては以前より力を入れている施設が多かったが、今回の改定により入所前後、退所前後訪
問指導に力を入れている施設がポイントを上げ一番変化の多い点となった。
在宅復帰後、ベッド回転率、職員の配置割合等施設の特色もあり、すぐに改善できるものではなく、課題となっ
ている施設が多く見られた。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！
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 恵風苑
岡山市中区今谷770-1

若宮老人保健センター
岡山市南区箕島3566-1

若宮老人保健センターでは毎月『ほのぼのほっとサロン』という名のリ
ラクゼーション教室を開催しています。音楽を流し、職員による手浴や足浴、
手指マッサージや下肢マッサージを行っています。利用者様の中には「気
持ちよかったわ〜」と涙を流される方もおられました。ご家族も見学して
いただいたりとリラックス出来る空間作りを心掛けています。最後はゆっく
りとお茶を飲んでいただき、「ありがとう」「また、お願いね」等感謝の言
葉を耳にし職員も充実感でいっぱいです。今後も利用者様が望む限り開
催を続け、利用者様、職員共に笑顔であふれる施設にしていきたいと思
います。
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恵風苑では、兼ねてよりご家族様からのご要望もあり、平成２８年に初
めて言語聴覚士を採用しました。現在２名の常勤に至っております。利用
者様が病院で受けてこられたリハビリを継続し、利用者様の食べる力・話
す力・考える力に働きかけ、退所後の自宅生活が安全・安心して送れる
ように、生活状況に合わせた訓練を立案しています。
言語聴覚士の提供するリハビリは、飲み込みの訓練、認知機能課題、
発音や発声の訓練、脳梗塞後の後遺症（高次脳機能障害や失語症）
に対する訓練などです。年齢や病気の後遺症による飲み込みの機能の低下に関しては、口を動かす練習、飲み込みの筋力
を向上する訓練、呼吸訓練など多岐にわたります。その人の症状に合わせた訓練を立案し、安全に食事ができ、食べるこ
との楽しみを維持できるように尽力しています。老健における言語聴覚士の配置はまだまだ少ないですが、在宅でも経口か
らおいしく食べられたり、家族や友人とのコミュニケーションを楽しんだりできるよう、日々頑張っています。今後も利用者様
に寄り添い、充実したリハビリテーションの提供を行っていきます。
老健おかやま

2018｜夏号
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委 員 会
だ よ り
情報・広報（PR）委員会
委員長／山下 佐知子

ておきたい裁判事例」をテーマに全職
員対象のセミナーを開催いたしました。
今年度（平成３０年度）の活動予定に
つきましても、リスクマネジャー連絡会
議が定めます＜主旨・目的＞を基本に
して進めてまいります。
さて、今年３月に介護報酬改定講演
会で、厚生労働省老人保健課：西嶋
氏の講演資料にも有りました「次期改
定に向けた主な課題」の項目として、
介護老人保健施設のリスクマネジメ
ントの在り方 が示されていました。
次回の改定で、介護報酬として算定さ
れると言う事になれば、
＜算定要件として予想される＞
○リスクマネジャー職員の配置とその
在り方
○現在、
指定基準（運営に関する基準）
に定められている 事故防止の為
の措置及び発生時の対応 の中か
ら、それぞれの項目を踏まえて、今
後どのような要件が設定されて行く
のか？
等々が今後予測され、新たに示される
と考えられる算定要件を、事前に研修
会等を通じて又、情報共有して対応し
て行かなければならないと考えていま
す。

６月２０日㈬〜２１日㈭、コンベックス
岡山において、介護サービス博覧会中
四国＜マッチングプラザ２０１８＞が開催
されました。
例年通り、岡山県老人保健施設協
会でブースを構え、広報委員会が担
当しました。老健ＰＲ動画を壁面に映
写し、会員施設の地区別名簿と希望
のあった施設より届いたパンフレット
やチラシをテーブルに設置しました。
声かけをした成果もあり、２日間で、
すべて配布することができました。
また、今年度のメインは、老健協の
顔として、江澤和彦会長の等身大パ
ネルを作成し、岡山県老健協をアピー
ルさせていただきました。多くの方々
が足を止め、一緒に写真を撮るなど、
来場者のみなさんから大好評でした。
同意をためらわれておられた会長でし
たが、最終的に、企画を通させてい
ただきありがとうございました (*^-^*)
広報委員会では、年２回の老健おか
やまの編集、ホームページの管理等
行っております。広報誌にこんな記事 （具体的な活動予定）
①担当施設（５施設）による今年度活
を特集してほしい、ホームページに掲
動計画の打ち合わせ会議を、６月に
載してほしい情報やご意見等ございま
開催予定
したら、ぜひ広報委員会までご連絡く
②今年度の研修会を、秋頃に計画し、
ださい。
「テーマ」を含めた具体的な検討を
行う。
③実務担当リスクマネジャーによる、
事例発表及び事例検討会の計画を
検討する。
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）での意
見交換会の計画を検討する。
（リスクマネジャー連絡会議の担当施設）
○玉島中央老健施設 秀明荘
○泉リハビリセンター
○きのこ老人保健施設
○老健あかね
○ひだまり苑

施設運営委員会
リスクマネジャー連絡会議

学 術 委員会

委員長／高越 秀和

委員長／藪野 信美

昨年（平成２９年度）は、１１月に第
３回研修会として「介護事業者が知っ
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平成29年度の活動報告と
平成30年度の活動予定

平成２９年度最後の活動として、平
成３０年２月２２日㈭ライフパーク倉敷大
ホールにおきまして「第１６回 職員合
同研修会」を行いました。今回の合同
研修会は今年度が介護保険制度改正
の年であったこともあり、昨年の倍近
い参加人数の６７施設・２５４名の方々
がご参加くださいました。
■プログラム
開会挨拶
岡山県老人保健施設協会
学術委員会 委員長 藪野 信美
講演：「医療介護同時改定の話題」
〜テーマは「連携」
「看取り」「アウトプット」〜
座長：岡山県老人保健施設協会
学術委員会 副委員長
秋山 正史
講師：岡山県介護支援専門員協会
会長 堀部 徹 氏
講演：「２０１８年介護報酬改定の
概要」
〜老健・通所・訪問リハ・
短期入所の方向性〜
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：岡山県老人保健施設協会
会長 江澤 和彦 氏
閉会挨拶
岡山県老人保健施設協会
学術委員会 副委員長 秋山 正史
今回の合同研修会の内容は、
「介
護報酬改定」について上記２名の先
生にご講演いただきました。介護保険
制度改正の際には必ず、江澤先生、
堀部先生にはご講演をお願いしていま
す。毎回とても分かりやすくお話しして
下さり、参加された方々も大変満足さ
れています。堀部先生は岡山に特化し
た細かいデータを元に、地域ではどう
取り組んでいけば良いのか？等、実際
に我々が行動しやすいような内容に講
演をまとめて下さっています。一方、
江澤先生は国の政策という大きな話や
介護保険制度改正に至った経緯など、
今後どういう方向性で、どう取り組ん
でいけば良いのか等、介護保険制度
の全体的な流れを分かりやすくお話し

下さいました。
平成３０年度も学術委員会としては
各部会、ブロックの研修会に加え昨
年度同様「第２５回岡山県老人保健施
設大会」と「第１７回職員合同研修会」
を行なう予定です。尚、今年度の「第
２５回岡山県老人保健施設大会」はラ
イフパーク倉敷にて平成３０年１１月１日
㈭開催を予定しております。「アドバン
ス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の話
し合いの実際（仮題）
」という内容で
老人保健施設 虹 理事長 藤本宗平先
生にご講演いただき、午後からは例
年通り、演題発表を予定しております。
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。

施設運営委員会
施設マネジメント部会
部会長／渡辺 清一郎

平成30年度 事業計画
介護職員等の人材確保・離職防止に
向けた対策を検討及び実践する
冒頭挨拶のあと、まずはポリ袋にお米を入れて湯煎の
準備。沸騰しても破裂しない工夫も指導。

もう一つの湯煎、秋刀魚の卵とじの仕込み。

災害対策委員会
委員長／鍛本 真一郎

職能団体ネットワークから
システムの構築を
ー老健の災害実地訓練レポートー
岡山県老健協は県内拠点施設に非
常食の備蓄をしています。その中で井
笠地区は例年、災害発生時の食事支
援訓練が行われています。中心となる
のは「災害時等食事相互支援ネット
ワーク老人保健施設部会」の皆さまで
す。
今年は想定被災地をこうのしま介護
老人保健施設（笠岡市神島）とし備中
保健所井笠支所からも担当官３名に参
加していただきました。連携施設が物
資を搬入したところで非常食の調理実
習です。この日のメニューはご飯、お
粥、秋刀魚の卵とじです。被災すれ
ばライフラインは止まり、鍋釜・食器
は洗って再利用ができません。どこに
でもあるポリ袋と折り込みチラシが活
躍します。ゴミを出さない備蓄といえ
ます。皆さんが作ったできたての食事
は既製品の保存食がかなうはずもな
く、栄養士さんが事前に作ったホット
ケーキミックスもなかなかの味でした。
まとめでは現場のコミュニケーション
の問題など現場からの気付きや、行
政側からノウハウの引継ぎなどの提案
がありました。行政は俯瞰でき指導が
できる。けれどリーダーや統括を担う
のは現場の相互支援。その土台が井
笠地区はでき上がっていると感じまし
た。

出来上がりが楽しみ。

待つ間に「食器？」作り。折り込みチラシで舟形を
折るのが結構難しい。

舟形にポリ袋を敷いてお皿のできあがり。

(1)『介護アシスタント育成事業』の
実施
地域医療介護総合確保基金補助事
業として、若者・女性・高齢者など多
様な世代の人を対象に、掃除や洗濯、
ベッドメイキング、物品補充等、利用
者の体に直接係わる身体介助以外の
業務（以下「介護の周辺業務」という）
に従事してもらう職員（以下「介護ア
シスタント」という）を育成・雇用して
いく。介護アシスタントを配置すること
で、現任の介護職員の負担軽減や専
門職化に繋がり、職員の定着率の向
上に繋がると期待される。また、介護
アシスタントとして雇用されたとしても、
その本人の能力を見て、可能であれ
ばより介護に近い業務を任せるなど、
適材適所で仕事を与えるようにすれば
介護人材の確保にも繋がると考える。
本事業は、県内の老健施設において、
若者・女性・高齢者など多様な世代
の人を３ヵ月間有期雇用し、
ＯＪＴを通じ
て介護アシスタントとして育成。期間
終了後も継続雇用を促進していくもの
である。
(2) アセッサー講習受講支援事業
地域医療介護総合確保基金補助事
業として、昨年度に引き続き実施する。
介護職員の資質向上とＯＪＴの推進を
図るため、「介護プロフェッショナル
キャリア段位制度」における評価者（ア
セッサー）講習受講に係る経費を助成
する。
（一人 20,000 円）
(3) 外国人労働者受け入れ検討
ＥＰＡや技能実習生、留学生の受け
入れなど外国人労働者を受け入れるシ
ステムについて学習し、そのメリット・
デメリットなどを整理・検討する。
【部会メンバー（５０音順）】
くじば苑、ハートフルきらめき荘、や
すらぎ、ゆめの里、ライフタウンまび

法務委員会
みなさんで試食。これは美味しい！

［

平成３０年７月豪雨発生前に
寄稿されました。

］

委員長／津田 隆史

平成30年度 活動報告
平成３０年度も岡山県内３か所で法
老健おかやま
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︵一八五九年〜一九四〇年︶

初 代ハンセン病 療 養 所 外 島 保 養 院 長

いま

今田虎次郎
岡山県邑久郡に生まれ

る︒大 阪に出て︑警 察 官に

な り︑数か 所の警 察 署 長 を

勤務した後︑一九〇九年外

島 保 養 院の所 長になる︒当

時︑ハンセン病 療 養 所 で は︑

浮浪患者が多く︑警察署長

が都合がよかった︒今田は恰幅もよかったし︑貫禄もあった︒

一 九〇九 年 今 田の発 議で﹁患 者 慰 籍 会﹂を 発 足 させ︑患

者の精神状態の向上を期した︒患者騒動もあったが︑医師で

ない今 田が 長 期 間ハンセン病 療 養 所 長 を 務 めて き たのは 異 例

である︒行政的にも手腕を発揮して患者にも慕われた︒

今田の退職後の一九三四年室戸台風の直撃により外島保養

院は壊滅︑復興の目処はたたず各地の療養所へ患者を委託す

る 窮 余の策が 講 じ ら れる︒一 九 三 八 年 邑 久 郡 長 島に府 県 立

療 養 所 光 明 園 と して 再 興︑一 九 四 一 年 国 立 療 養 所 邑 久 光 明

園となる︒

今年五月国立ハンセン病療養所の邑久光明園︑長島愛生園

が あ る 長 島 と 本 土 を 結 ぶ 邑 久 長 島 大 橋が 開 通 三 十 年 を 迎 え

温故知新

！

？

お ん こ ち しん

！？

郷 土 の 偉大な先人たち

第１３回

だ
がわ
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︵一七九八年〜一八四六年︶

江戸時代後期の津山藩の

藩医で蘭学者︒

元服前の十四歳の時︑江

戸詰めの大垣藩医の家から

師匠筋で蘭学の名門として

知られる津山藩の宇田川家

へ養 子に出 さ れ︑津 山 藩 医

となり蘭学に志をたてる︒

老健おかやま

好奇心旺盛な江戸時代最高の科学者

う

宇田川榕菴
津山洋学資料館 ブロンズ像

それまで日本に概念が無

かった植物学︑化学等の書物を翻訳し︑日本に存在しなかっ

た﹃酸 素﹄
﹃水 素﹄﹃元 素﹄
﹃細 胞﹄といった 学 術 用 語 を 新 し

く造語し生み出した︒Coffeeの日本語表記である﹃珈

琲﹄も 榕 菴が 考 案 し 蘭 和 対 訳 辞 典で 使 用 し たのが 最 初で あ

るといわれている︒

父子の逸話として︑慕っていた養父・玄真の養生のために

津山近辺の温泉の効能を調べており︑これが日本で初めて行

われた温泉の泉質調査であったともいわれている︒津山藩医

のかたわら幕府天文台の訳官にも登用され︑蘭医シーボルト

とも交友をもった︒

日 本 近 代 科 学の生みの親 と 称 さ れ︑弘 化 三 年 四 十 八 歳で

年頭に岡山県国民医療を守るため
の総決起大会を開催し、そののち医
療介護同時改定が施行され、数か月
が経過しましたが、各施設にとって満
足できるものだったでしょうか。他の
高齢者向け住宅の増加や介護医療院
の新設、介護人材不足にて老健を取
り巻く環境は益々厳しくなりました。病
院と同様に老健も空床化が進行してい
ますが、老健施設は満床であるとの
思い込みが却って紹介の減少、空床
化の一因になっています。老健施設
は在宅支援・在宅復帰のための地域
拠点となる施設であり、リハビリテー
ションを提供して機能維持・回復を担
う役割が明示されましたが、この実態
が病院やかかりつけ医、行政の担当
者等に充分理解されていません。そ
のため老健施設が地域包括ケアシス
テムのシェーマから漏れている例があ
ります。加えて、老健は地域貢献を
積極的に行うことが課せられている重
要な施設です。理解を促進し、地域
貢献のためには、老健施設の得意分
野をアピールして他の入所施設との違
いを明確にすることです。特に認知症
に対しては、病院の回復期リハビリや
入院看護に比べて老健施設の通所・
訪問リハビリや入所介護の方が認知
症の対応に慣れており効果も期待でき
ます。それが老健施設の役割であり
利用を促して行かねばなりません。老
健施設は医師、看護師、介護士、栄
養士、理学療法士、言語聴覚士、作
業療法士、介護支援専門員、支援相
談員等、多職種の集団であり、老健
施設の窓口で気軽に相談を受け付け

た︒式 典 参 加 者によ り 隔 離か らの開 放 を 象 徴 する﹁人 間 回
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部会長／岩藤 知義

江戸に没す︒墓所は津山市の泰安寺︒

老健おかやま

施設運営委員会
政策提言部会

ることもでき、緊急時の対応も可能で
す。この事を周知させるべく折に触れ
て啓発活動をする必要があります。
先般の「介護の現場を守るための
署名」では１か月足らずで１８１万人を
超える署名が集まり地域包括ケアシス
テム・介護推進議員連盟（麻生太郎
会長）に全国老人保健施設協会は積
極的な要望活動を行いました。その
結果が今回の医療介護報酬の同時改
定に反映されました。１０月の衆議院
総選挙では比例東京ブロックで、医
療、介護施設の経営する連盟内候補
の安藤高夫副委員長が当選を果たし、
現在は厚生労働委員会の委員として活
躍中です。岡山県は加藤勝信厚生労
働大臣と橋本岳政務調査会厚生労働
部会長（前厚生労働副大臣、地域包
括ケアシステム・介護推進議員連盟
事務局長）の重鎮の膝元であると全
国から注目されています。ついては岡
山県から全老健連盟の新規入会者を
さらに募り、会員増強を図りたいと思
います。事業所の経営者（Ｐ会員）、
事務長等管理職（Ａ会員）のみなら
ず現場職員（Ｂ会員）も含めた介護・
医療に携わる全ての従業員が一丸と
なって声をあげていかねばなりませ
ん。特にＢ会員の皆様の活躍を期待し
ています。
また、しばらく休眠していた岡山県
老健連盟は１０年ぶりに復活を果たし
ました。現在、２５施設の皆様に加盟
していただいていますが、まだ十分と
は言えません。正会員（年会費１万円）
準 会員（無 料）の 新 規 入 会を募り、
ここ岡山県から情報を発信して行きた
いと思います。先ずは県会議員団との
懇話会を再開し、国会議員との懇談
会を次々に計画していきますので各施
設でお困りの案件やお気付きの点が
ありましたら、どしどしとご意見をお寄
せください。情報収集により現状を把
握して議題に取り上げて一つ一つ解
決を図りたいと思います。たくさんの
ご意見をお待ちしています。今年度も
ご協力よろしくお願いします。

復の橋﹂の歩みを振り返り︑人権侵害の歴史が二度と繰り返
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2. 今後の研修会の開催予定
第２回 平成３０年８月３１日㈮
第３回 平成３０年１１月１６日㈮
研修内容、場所と時間については
決定次第各施設に連絡しますので、
多数のご参加をお待ちしています。今
年度も皆様のご要望や最新の話題な
どを取り上げて研修会を催したいと考
えておりますので、引き続きご参加、
ご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。なお、講義内容の詳細は岡山県
老人保健施設協会のホームページを
ご覧ください。

されぬよう力を合わせていくことが改めて誓われた︒

務委員会、法務委員会研修会を予定
しています。平成３０年５月１８日に第１
回を開催いたしましたので報告します。
平成３０年度 第１回 岡山県老人保健施
設協会 法務委員会研修会
日時：平成３０年５月１８日
１３：３０〜 15：30
場所：介護老人保健施設「古都の森」
参加：１７施設、２２人
協会顧問弁護士の竹内 俊一先生によ
る講義
テーマ１：「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」
平成３０年３月に厚生労働省から発
表されたガイドラインでは、それまで
使われていた「終末期医療」から「人
生の最終段階における医療」への名
称変更が行われた。このガイドライン
を元に竹内先生が作られた簡素化さ
れたプリントを使って分かりやすく解
説された。
テーマ２：「認知症の人の日常生活・
社会生活における意思決定支援ガイド
ライン（案）
」
意思決定支援チームのメンバーを中
心として開かれる話し合いを「意思決
定支援会議」として、チームとして情
報を共有し、共同して考え、本人の意
思決定支援の方法について考える。
厚生労働省から案として発表されたガ
イドラインについて、事例を交えなが
ら解説された。
質疑応答
平成３０年度 第１回 岡山県老人保健施
設協会 法務委員会
日時：平成３０年５月１８日
１５：３０〜 1６：０0
場所：介護老人保健施設「古都の森」
参加：５施設、７人
1. 法務委員会の今後の活動について
各 施 設 の 支 援 相 談 員、ケ アマネ
ジャーの方々の日頃の疑問、心配なこ
とを持ち寄って、個別の事例に対して
竹内弁護士に直接相談する機会を設
ける案が提出され、今後の活動の一
つとした。また、
アンケートの中の
「様々
な手続き、助成申請等の情報を知りた
い」とのご意見に対して、成年後見
の具体的な申立方法について、実際
にどのような書類が必要なのか、実物
を用意して解説する。また助成金の種
類、申請方法については社会保険労
務士から解説することとした。
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