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【編集後記】
あけましておめでとうございます。
医療・介護報酬の同時改訂がい
よいよ目の 前 に 迫ってきました。
広報委員会では、会員施設の皆
様にいち早く最新の情報をお届け
できるように努力して参ります。
広報誌だけではなく、ホームペー
ジもぜひご覧くださいませ。
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会長あいさつ

老健施設に
基本型・在宅強化型の
新類型創設！
―通所・訪問リハビリテーションにもリハマネⅣ導入―
岡山県老人保健施設協会会員施設の皆さまには、
お健やかに新年を迎えられたことを謹んでお慶び申し上げます。

岡山県老人保健施設協会
会長

江澤 和彦

（介護老人保健施設 和光園）

と感謝の意を表したい。
改定の内容については、まだ公
式に示されておらず、私見を交え
て解説するため、実際と異なって
いた場合はご容赦願いたい。結論
から申すと、老健について、当初
から期待していた通りの改定内容

算Ⅰ〜Ⅳの新設に伴い３時間以上
の基本報酬が適正化されるが、リ
ハマネ加算を積み上げることにより、
報酬減額を回避できる仕組みとな
る。医師の詳細な指示・３か月以
上継続利用の理由を計画書に記載
すると、新リハマネ加算Ⅰとなる。
となっており、現行の強化型・加 ことが期待される。「その他型」は、 詳細な指示とは、目的及び開始前
算型以外の従来型施設も努力すれ
継続して残る類型ではなく、来る の留意事項・実施中の留意事項・
ば、超えられるハードルが設定さ ２０２１年４月介護報酬改定までには、 中止基準・負荷量等のうち２つ以
上である。リハ会議への医師の参
れている。通所・訪問リハもリハマ 「基 本 型」からできれ ば「在 宅 強
ネ加算を積み上げることで評価が
化型」を目指したいところである。 加について、テレビ電話等（テレ
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み）は「在宅強化型」の要件となる。
本件について、介護給付費分科会
に掲載されているデータは、皆さま
に多大なご尽力を賜り、私が研究
班長を仰せつかっている研究事業
からの抽出であり、一定の努力に
より、全ての老健が基本型となれる

する。診療報酬の算定日数上限を
超えた医療保険の脳血管疾患等・
廃用症候群・運動器リハを介護保
険へ円滑に移行するため、医療保
険と介 護 保 険 のリハを 同 一 の ス
ペースで行う場合の面積・人員・
器具の共用についての要件が緩和
される。合わせて、医療と介護に
おけるリハ計画に係る様式もリハ計

の診療について、利用者がリハ事
業所の医療機関を受診した場合や
訪問診療等と同時に行った場合は、
診療報酬が算定されるため、介護
報酬との二重評価を認めないことと
する。リハ計画書作成医師の３か
月に１回の診察については、評価
は適正化されるもののかかりつけ医
からの情報提供でも代替可となる。

医療保険のリハビリ請求のある利用
者については、リハ会議開催頻度
を最初から３か月に１回に緩和され
る。質の評価データ収集等事業に
参加し、現行のリハマネ加算Ⅱに
加えて、様式データを同事業で活
用しているシステム（ＶＩＳＩＴ）を
用いて提出し、フィードバックを受

画書の共通事項の互換性を持った
様式へ変更される。
また、医療機関から当該様式を
もって情報提供を受けた通所リハ
の医師が利用者を診療し、リハの
開始を差し支えないと判断した場
合には、介護保険のリハの算定を
開始可能とする。（※ただし、３か

上記の他、口腔衛生管理加算の
見 直し、栄 養 マ ネジ メント加 算・
栄養改善加算の見直し、栄養スク
リーニングの導入、新たな褥瘡管
理の評価、排泄にかかる機能向上
の取り組みの評価も盛り込まれる。
今回の改定は、２０２１年介護報
酬改定へ向けて、２０１８年改定に

けると新リハマネ加算Ⅳとして評価
される。
その他、介護予防通所リハにリ
ハマネ加算が新設（要支援者の要
件設定）され、社会参加支援加算

月以内にリハ計画書を作成）訪問
リハについても、リハマネ加算Ⅰ〜
Ⅳの新設等、通所リハと同様の改
定内容となる。
その他、介護予防訪問リハに事

できる限りのハードルを仕込み、３
年間かけてそのハードルを超えて
いただき、２０２１年以降も老健とし
て生き残っていただくことを念願と
するものであった。その目標は達

の見直しとして、卒業先に介護予
防認知症デイ・介護予防小多機へ
の移行と就労が追加される。介護
予防通所リハに生活行為向上リハ
実施加算も新設される。また、リハ
ビリ専門職の配置が基準よりも手厚
い体制を構築し、リハマネに基づ
いた長時間サービスの提供を評価

業所評価加算が新設され、専任の
常勤医師の配置の必須化（※病院・
診療所・老健の常勤医師と兼務可
能、病院・診療所と併設している
老健について併設の病院・診療所
の常勤医師と兼務可能）が求めら
れる。
リハ計画書を作成する際の医師

成できたと考えており、次なる展開
は、全国の老健がどのように結果
を出していくかにかかっている。岡
老協としても、会員施設の取り組み
を支援する活動を行っていく所存
であり、何卒よろしくお願いしたい。

新役員紹介

特に、入所・退所前後訪問指導は
２０１８年４月の介護報酬改定の
高まる仕組みであり、一定の成果
自助努力が問われる項目であり、
方向性が定まってきた。改定率は、 を上げると評価される。
今後、積極的に取り組むべきもの
介護職員処遇改善加算を除く、実
今後の老健は、１０個の評価項
である。
質の＋０．
５４％と当初の予測を上
目の合計点数により、
「基本型」「在
また、老健の医師とかかりつけ
回ることとなった。全老健の声掛
宅強化型」「その他型」（※名称に
けにより、署名賛同１１団体、署名
ついては、今後変更の可能性あり） 医が処方方針を事前に合意して入
協力２団体のご協力を賜り、また、 に分 類される。さらに、「基 本 型」 所者の多剤投薬を減薬する取り組
みを評価する。（※診療報酬の薬
老健協会をはじめとする現場の皆
に加算評価、「在宅強化型」に超
さま方の多大なるご尽力により、
「介
加算評価が設定される見込みであ
剤総合評価調整加算・連携管理加
護の現場を守るための署名」は１８ る。評価項目は、要介護４・５入所
算を参考）所定疾患施設療養費に
１万筆を超える過去最多となり心よ
者割合・喀痰吸引実施割合・経管
専門的検査を医療機関で実施する
り感謝申し上げる。この重みを受
栄養実施割合・入所前後訪問指導
等の診断プロセスに係る手間に応
け止め、昨年１１月１５日に賛同団
割合・退所前後訪問指導割合・リ じた上位の評価を導入する。専門
的な診断等のための１週間以内の
体の代表役員等にて、菅官房長官、 ハビリ専門職配置数・支援相談員
麻生財務大臣、加藤厚生労働大臣
配置数・在宅復帰率・ベッド回転率・ 短期間入院を在宅復帰率等の算定
に際し配慮する。その他、身体拘
を訪問させて頂き、１８１万筆の署
実施居宅サービスの種類数（※短
束廃止未実施減算の見直しとして、
名と共に、
「介護の現場を守るため
期入所療養介護・通所リハ・訪問
の財源確保の要望書」を提出した リハの３つのうち）となる。退所者 ３か月に１回以上の委員会開催及
ことは、
とても意味のあることであっ
の１か月以上の在宅生活の継続・ びその結果の周知徹底・指針整備・
定期的研修実施を運営基準に追加
た。私も同行させていただいたが、 見込みの確認は、
「基本型」と「在
ご多忙の中、快く御面会してくだ
宅強化型」の要件となり、地域貢 し減算幅を見直す。
通所リハについて、リハマネ加
さった３名の閣僚の先生方にも敬意
献活動及びリハマネ体制（取り組

ビ会議システム・携帯電話等のテ
レビ電話）を活用することも可となる。
リハビリ専門職が医師の代わりに計
画書等の説明をすることも可となり、
新リハマネ加算Ⅱとなるが、現行
のリハマネ加算Ⅱより評価は適正
化され、現行のリハマネ加算Ⅱが
新リハマネ加算Ⅲとなる。過去に
一定以上の期間・頻度で介護保険・
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協会

特集

地域医療構想と老健
我が国は、人口減少、高齢化、多
死社会に突入し、特に慢性期医療（介
護）の対策が重要となった。２０１４年
に医療介護総合確保推進法が成立し、
都道府県が地域医療構想を策定する
こととなった。限られた医療資源を効
率的に活用し、切れ目のない医療・
介護サービスの体制を築く目的で将来
の医療需要と病床の必要性を推計し、
地域の実情に応じた方向性を定めて
いく。人口推計などをもとに在宅医療・
介護の推進を前提に区域（二次保険
医療圏）ごとの必要病床数を定め実
現に向けた方策を決める。政府は２０２
５年までに病床を全国で１６万〜２０万
床（２０１３年比）削減できるとしている。
産業医大の松田晋也教授は、地域医
療構想は病床を削減するための計画
ではなく、人口構成が変わってくるそ
れぞれの地域で何が必要になってくる
のかをデータに基づいて考えていくこ
とであると強調している。２０１７年度は
二次保健医療圏単位の計画を含んだ
保健医療計画（県）と介護保険事業
計画（市町村）
・介護保険事業支援
計画（県）の統合性を確保すべく次
期計画の策定を急いでいる（第８次保
健医療計画６年間・第７期（３年間）
・
第８期（３年間）介護保険事業計画等）
。
今後は両計画のサイクルが一致（６年
ごと）することとなる。地域医療構想

実現のための最大のテーマは医療区
分１の７０％を病院外医療（自宅、高齢
者住宅、介護施設等の在宅系医療） いるかの家リハビリテーションセンター 理事長
で対応できるか？？である。地域包括
岡山県介護保険制度推進委員会 委員
県南西部保険医療圏保険医療対策協議会 委員
ケアシステムが構築されないと地域医
県南西部地域医療構想調整会議 委員
療構想は実現しない。２０１８年度診療
福嶋 啓祐
報酬改定の基本的視点にも「地域包
括ケアシステム」の推進と「病床の機
能分化・連携」
を含む医療機能の分化・ 在宅療養支援機能を適切に評価すべ
強化・連携を一層進めるとある。人口
きとされた。調査研究事業のデータから、
構成が変わってくるそれぞれの地域で
種々の項目を強化型、加算型、通常
何が必要となってくるかを、データに基
型で比較検討し、多くの項目で在宅強
づいて地域住民も含めた関係者で考
化型・加算型の成績が良好との評価
えることが、地域医療構想＋地域包括
であった。リハ専門職も支援相談員の
ケア計画（介護保険事業計画）の実
配置数も在宅強化型に多い傾向があ
現につながる。地域包括ケアシステム
り、肺 炎・尿 路 感 染 症 の 治 療 でも、
のキモは、
「我がこと、丸ごと」だれ
強化型は施設内で行う割合が高かっ
もが住みよいまちづくり。多職種、異
た。在宅強化型・加算型を好ましい
業種が連携して「ときどき入院（入所）
、 老健施設としてとらえているように思わ
ほとんど在宅」を実現することだ。中
れた。全施設の半数を占める通常型
学校区に１カ所存在する老健は、地域
施設の今後の対応が、注目される。こ
包括ケアシステムの中核たるように努
れからも多くの老健が地域包括ケアシ
力してきた。平成２９年６月２日公布・ ステムの中核として活躍できるよう、共
平成３０年４月１日施行の地域包括ケア
に働きかけていきたいと思う。加えて、
強化法の改定による介護保険法第８条
介護医療院は、介護療養型医療施設
第２８項で、その者の居宅における生 （介護療養病床）の受け皿となる新し
活への復帰を目指すものでなければな
い介護保険施設で、
「生活の場として
らないと明記された。また、平成２９年
の機能」
「重介護者の受け入れ」
「ター
１１月２２日の社保審・介護給付費分科
ミナルケア・看取りも対応」の３点が
会で「介護老人保健施設の報酬・基
特徴とされた。２０１７年度末を目途に
準につ いて」議論され、在宅復帰・ 審議される。今後の動向を注目したい。

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 ケアガーデン津山
津山市河辺332-1

ケアガーデン津山にはすごい物を持った職員がいます。すごい物とは横の
写真にある大きな獅子頭です。職員Ｉさんがそれまで施設にあった獅子頭よ
り一回り大きな物をお店で見つけ、
「これなら利用者の方をもっと驚かせて、
喜んでもらえる！」と思い購入したそうです。出番は新年の行事や法人のお
祭りの蘭和祭、またいろいろな場面でＩさん自身も獅子頭の中に入って獅子
舞を披露します。昨年秋に行われた蘭和祭では、獅子のあまりの迫力に子
供が怖がって泣く姿も見られました。もちろん利用者の方もその大きさに圧
倒され、獅子に頭を噛まれることをとても喜んでいます。またある時は施設の畑で採れたサツマイモを、これまたＩさん自前の焼き
芋焼き器で焼いて、焼き芋屋さんに扮し利用者、職員に振る舞ってくれます。他にも手品やどじょうすくい踊り、ハーモニカ演奏
なども披露して、日々利用者だけでなく職員も喜ばせてくれています。そんなＩさんも御年６７歳、後継者不足が心配なところです。
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功労者表彰

だより

岡山県 知事表彰

老人保健施設ルミエール

会員施設から

看護師

大倉 ミチ子

このたびは、名誉ある賞をいただき本当に嬉しく、感
謝の気持ちでいっぱいです。私が長年勤務してこられ
たのも、またこのようなすばらしい賞をいただくことが
できたのも、職場の方々の協力があったからこそです。
今日まで支えてくださった多くの皆さまへの感謝の気持
ちを忘れず、少しでも恩返しができるよう、これからも
頑張りたいと思います。

平成２９年度
岡山県保健福祉功労者表彰を
受賞されました。
おめでとうございます。

保健福祉部長表彰

作東老人保健施設
作東老人保健施設

岩本 房子

調理員として、食の安全・衛生をモットーに入所者・
ＤＣに食事を提供しています。
早・遅勤務なので家族の理解・協力がなければ続け
られなかったと思います。
また、上司・同僚の支えがあってこそだと感謝してお
ります。

松本 恵子

今回はこのような賞を表彰していただき嬉しく思って
います。
私が永年勤めてこられたのは、職場の上司や同僚の
皆さん、そして協力してくれた家族のおかげだと思って
います。
これからも元気に笑顔で利用者の方々に寄り添い喜
んでもらえる介護をしていきたいと思っています。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

老人保健施設 勝央苑
勝田郡勝央町242-1

必殺
掃除人
勝央苑では、清掃職員が４名勤務しており、苑内の隅々
まで汗水流しながら作業をしております。場所に合わせて
道具を使い分け、決められた時間通りにテキパキときれ
いにしていく様はまるでドラマの「必殺仕事人」のようです。
彼女たちには美観を保つという使命と、もう一つ感染を
予防するという重要な使命を担っています。特に手でよく
触る所は念入りに拭き掃除をするのですが、洗浄と消毒
を一度に行える洗剤を使用しています。そうすることで、
菌の発生を抑え利用者さんを感染症から守っています。
掃除をする時間や場所も利用者さんのスケジュールに合
わせ、滑らないように邪魔にならないようにと配慮をしな
がら行っています。掃除に真剣でいつも明るく笑顔が素
敵な、勝央苑の自慢の必殺掃除人をよろしくお願いします。
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ようなケアーをしていきたいと思い 職員で良かったと思えたことでし
☁サンライフ倉敷
た。今年も、ご利用者様と一緒
ます。
匿名希望（職員）
に楽しい生活を送れたらなと思っ
［男性／昭和５７年生］
私は現在、介護の仕事に就いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ています。
１２年になります。この１２年の間
・・・・・・・・・・・・・・・・・
に干支が一周し、２０１８年は戌 ☁エスペランスわけ
年で年男です。本当にあっという 岡本 奈々（職員）
☁ナーシングホーム大樹
間だなと感じています。大 学を ［女性／平成６年生］
卒業し、入社した直後は「本当 ２０１７年は、入社して２年目で仕 匿名希望（職員）
に自分がこの仕事を続けていけ 事にも大分慣れてきたと感じ、１ ［女性／平成６年生］
るのだろうか」と不安でいっぱい 年目よりは余裕があった１年でし 介護の仕事を始めて５年目になり
でした。そんな中、同じ職 場で た。ある利用者様から、夜勤中 ました。目まぐるしく過ぎていく毎
働く上 司 や 先 輩、ご 利 用 者 の に「あなたが夜勤の時は安心して 日の中で、大樹のご利用者様の
方々との出会いが自分自身を成 よく寝られる」と言っていただきと 笑顔や感謝の気持ちに支えられ
長させてくれ、多くの方に助け ても嬉しく思い、とても印象に残っ ています。私もご利用者様の支え
てもらいながら今も変わらず同じ ています。２０１８年も、利用者様 になれるように努力していきたい
から信頼されるように戌年パワー です。
法人で働く事が出来ています。
１２年前と現在を比べた時、自分 で頑張りたいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
自身を取り巻く環境は変わってい
る部分は色々とありますが、今も ・・・・・・・・・・・・・・・・・
偽りの天才（職員）
同じ職場で働けているという事に
［男性／昭和５７年生］
感謝して、これからも目の前のご 馬場 要行（職員）
私はこの仕事が大好きで、人生
利用者の方々としっかり向き合っ ［男性／昭和５７年生］
新年、明けましておめでとうござい の大切な時間に携われる、とても
ていきたいと思います。
ます。介護の仕事を始めて、１０年 責任のある仕事と誇りに感じてい
「いい人生だっ
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 目になります。毎日、ご利用者様 ます。ご利用者様に
の笑顔に励まされ頑張っています。 た」と思って頂けるように、自分
私の様な家事全般が不慣れな男 自身が間違ったケアをしない為、
えっ私６０歳？（職員）
性職員が、台所に立ってると、
「男 色々な知識や技術を身につけまし
［女性／昭和３３年生］
５９歳の誕生日、主人からお花、 の 人には、任しとけん・・・手 た。しかし、現状では食事や排
」
「男の人が立っとんじゃ 泄に殆どの時間を取られてしまい、
子供達からケーキと夕食のプレゼ 伝うわ。
ントを貰いました。サンライフに勤 から・・・」と台所に入って来て 理想とはほど遠いことを日々痛感
めて２２年、理解ある家族と仲間 手伝ってくださいます。また、洗 しています。少しでも理想に近づ
に支えられているおかげと感謝し 濯物を綺麗にたたまれる方、食 けるよう、介護力はもちろんの事、
ています。まだまだ現役！ 少し忘 事の準備をしてくださる方、花に 組織を変えていく人間力を身につ
れっぽくなっている私ですが、こ 水をあげてくださる方等、様々な けたいです。共働きをしていても、
れからも利用者様が笑顔になれる 場面で助けて頂いています。男性 不満を言わず好きな仕事を続け
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な東京タワーがいます。彼は（？） す。毎年冬が到来するといつも
「も
早々と現役を引退していますが、 う１年が終わってしまうんだな」と
私はもう少しだけ頑張ろうかなと 改めて実感し、時間の経過の早
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 思っています。還暦を迎える東京 さを痛感しますが、平成３０年に
タワーは今でも大勢の人に夢と希 は診療報酬・介護報酬の同時改
望を与えて輝いています。孫の子 定がありますので、来年もさらに
匿名希望（職員）
守り、親の介 護、仕 事と忙しい 慌ただしくなりそうな予感がしてい
［女性／平成６年生］
工場勤務から全く違う介護の仕 毎日が過ぎていっていますが、還 ます。仕事に追われる日々の中で
事に就き５年が経とうとしています。 暦を迎える私も彼（？）に負けな の癒しといえば、やはり私の２人
仕事に慣れれば慣れるほど、介 い輝き（？）が 維 持できるよう、 の子供たちです☆現在４歳の長男
護に関しての知識のなさを感じる 向上心を持ち、自分磨きをする努 と２歳の次男がおり、今が一番可
力の一年にしたいと思っています。 愛い時期なのかなと勝手に思って
ことがあります。
・初心に戻って一つひとつ丁寧に
います（笑）これからも家族の癒
・・・・・・・・・・・・・・・・・ しの力を借りて体調を崩さずに元
落ち着いて対応する
・若さを武器に仕事に取り組む！！
気に頑 張っていきたいと思いま
☁福寿荘
・できる仕事を今以上に増やす
す！！
聴覚が優れていると言われる犬の 小野 裕子（職員）
ように、いろんなことに聞き耳を立 ［女性／昭和５７年生］
・・・・・・・・・・・・・・・・・
私は子供の頃から体が硬く、前屈
てて自分を成長させていきます
で指がかろうじてつく程度、１８０ ☁ゆうあい
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 度開脚が出来るようになりたい！と N・I（職員）
思いつつ、あれから１０数年。今 ［女性／昭和５７年生］
では前屈マイナス
１０㎝。３０代と 介護の仕事を始めて約１３年が経
匿名希望（職員）
は思えない体となってしまいました。 ちました。前回の戌年に長男を出
［女性／昭和４５年生］
いつも全力投球！！ 仕事を通じて 柔軟な体を手に入れる為、ユー 産し、年々月日が過ぎていくスピー
仲間から学ぶことを大切に、いつ チューブ使い、寝る前ヨガから始 ドに驚いています。年齢を重ねて
までもいくつになっても日々成長し めています。目指せ！ 開脚！ 目指 いくうちに指導する立場に立つこ
ていける自分でありたいと思いま せ！Ｙ字バランス！ できる日がくる とや、責任のある仕事を任され、
す。これからもコツコツ頑張ります。 ようにコツコツやっていきます
悩む事も多くなりました。しかし
人を育てること、責任を持って行
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 動することは、私にとって大きな
一歩を踏み出すきっかけとなりま
☁備中荘
☁ケアガーデン津山
した。私を支えてくれる家族や同
藤岡 麻由子（職員）
チャウチャウ（職員）
僚に感謝し、今年もワンダフルな
［女性／昭和５７年生］
［女性／平成６年生］
一年にしたいと思います。
この仕事を始めて、一度も体調 私の新年の抱負は「明るく！！ 元
不良になることなく出勤しています。 気に！！！」です。昨 年 は翌日に ・・・・・・・・・・・・・・・・・
私の元気の秘訣は、休みの日に 疲れを残すことが多く、これでは
友人と遊んだり、家族と一緒に過 いけないと思うことが多々ありまし ☁くろかみ
ごしたりすることです。学生の頃、 た。今年は良く食べ、良く寝て、 匿名希望（職員）
部活動で忙しくてなかなか行けな 趣味も仕事も精一杯頑張れるよう ［女性／昭和３３年生］
かった旅行やライブに行って楽し 日々精進していきたいと思ってお 介護の仕事に就いたのは４２歳の
「明るく！！ 元 気！！！」を 時でした。身長が低く、体力のな
んでいます。自分で働いたお金で ります。
目標を立てて、これからも、仕事 モットーに本年度も頑張っていき い私には務まらないと家族は反対
は元気に頑張って、プライベート たいと思っておりますので、どうぞ しましたが、６０歳を迎える現在ま
は明るく楽しく過ごして行きたい よろしくお願いいたします。
で働く事ができています。迷惑を
です。
かけながらも働く事ができたのは、
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 職場の皆様・家族の支えのお陰
・・・・・・・・・・・・・・・・・
だと感謝しています。さて、今年
☁いるかの家リハビリテーションセンター
は原点に戻り利用者様との日常
ルル（職員）
会話を楽しみに、笑顔を絶やさず
戸田 祐司（職員）
［女性／昭和３３年生］
「ありがとう」と言ってもらえるよう
［男性／昭和５７年生］
昭和３３年、戌年生まれ、５回目 平成２９年５月より入職し、色々な 努力していきます。また、ケアマ
の年女！ 同い年には、かの有名 事に追われる日々を過ごしていま ネの更新に向け、気持ちを新た
させてくれる妻にはとても感謝し
ています。
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にしています
・・・・・・・・・・・・・・・・・
大西 千代子（職員）
［女性／昭和３３年生］
中学卒業して、看護婦見習いで
働きながら進学コースに進み念願
の看護師の資格を取ることが出来
ました。沢山の人達に支えられ還
暦を迎えることができました。有
り難いことに、続けて働かせて頂
けることになりました。今までは、
仕事中心でしたが、これからは、
家庭中心へと切り替え自分なりに
これからの人生をどうあるべきか
を考え、明るい充実した時が過ご
せる様に楽しみにしています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁白梅の丘
ありがとウサギ（職員）
［男性／昭和５７年生］
３０歳も過ぎて健康面に気をつか
う歳になりました。新年の抱負は、
今年こそは検査に引っかからない
ように健康面に気をつけていきた
いと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
豆柴（職員）
［男性／昭和５７年生］
一期一会！！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
匿名希望（職員）
［女性／昭和５７年生］
早いもので３度目の年女、入職し
７年経過しました。入職前に施設
長から「白梅の丘はいい人ばかり
だから安心して入職して下さい」
と笑顔でいわれたことが昨日のよ
うに思い出されます。年女を機に
初心を思い出し、感謝の気持ち
をもって、業務に励んでいきたい
と思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
M・K（職員）
［女性］
中学生の時、看護婦さんに憧れ、
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夢が叶い今があります。人との出 ☁勝央苑
（職員）
会いに支えられた事に感謝。定 C．S．
年を目の前にして思う事は、老後 ［女性／昭和５７年生］
が心配で不安ですが、年女という 福祉の仕事に就いて１０年が経ち
ことで戌年にちなみ、ワン・ステッ ました。仕事と同じくらい頑張っ
ていることがあります。それはサッ
プしたいと思っています。
カーです。利用者の皆様も試合
・・・・・・・・・・・・・・・・・ がある時には応援してくださいま
す。犬のようにゴール前で優れた
嗅覚を発揮し、ゴールを決め、利
愛犬リク ( 職員 )
用者の皆様に良い報告ができ喜
［女性／昭和３３年生］
新年あけましておめでとうござい んでもらえるように、これからも仕
ます。早いもので？回目の年女に 事もサッカーも頑張ります。
なりました。無病息災にてここま
で生きてこられたのも幸運だった ・・・・・・・・・・・・・・・・・
と思います。定年までもう少しです。
今年は３６５日私の年です。元気 ☁弥生ヶ丘
に明るく楽しく仕事や私生活が送 匿名希望（職員）
れるようにと願っています。この頃 ［女性／昭和５７年生］
は定年後の夢を描く事がとても楽 私は戌年生まれということもあり、
しくなっています。年を取るのもよ 昔から収集グセがあります（戌年
。例え ば、
い事かな。今後施設にお世話に 関 係 ないですか！？）
なる時は利用者として。こんな私 趣味の鞄・小物作りに使う布や
金具のパーツなど。気に入った材
ですがよろしくお願い致します。
料はすぐに使わず暫く飾って楽し
・・・・・・・・・・・・・・・・・ みます。カラフルな布やファスナー、
がま口の口金など見ているだけで
ワクワクして、本当は作る事より
☁ひだまり苑
ひだまり苑の戌年生まれの方は、 材料を集める事が好きなのでは
明治４３年生まれ（１０８歳）の方 …？？ なんて思う事も（笑）これ
が１名、大正１１年生まれ（９６歳） からもマイペースに手作りを楽しみ
の方が１０名、
スタッフが３名います。 たいと思います。
利用者様に来年の抱負を聞くと
「健康！」
「元気！」
「長生き！」と ・・・・・・・・・・・・・・・・・
皆さん気合が入ってます。スタッ
匿名希望（職員）
フは後列左から
内田 朋樹君（平成６年生）
：
「毎 ［女性／昭和４５年生］
日元気よく、ワンダフルな一年に 私の特技という訳ではないのです
が、学生の頃から今もまだ続けて
なりますように！」
白瀬 あす香さん（平成６年生）
： いるのがバレーボールです。年々
「お仕事頑張ります♥自分から積 動きも鈍くなり、思うように出来な
極的に動いて よく気が付く ス くなってきていますが、チームのみ
んなとワイワイしながらやっていま
タッフになりたいです。
」
藤井 美幸さん（昭和５７年生）
： す。なかには７０才を過ぎても元気
「笑顔で楽しい一年になりますよう にプレーされている方も多く、いつ
も感心させられています。私はそ
に…☆」
こまで続けられないと思いますが、
何をするにしてもやはり健康が一
番だなぁと感じる今日この頃です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁エリシウム柵原
マサ・サイトウ（職員）

れればちゃんと食べているだろう 多いこと。あれだけ世間では騒が
かと心配し、車に乗るようになれ れているあおり運転。本当に気を
ば事故はしないかと心配し、お嫁 つけていただきたいものです。
さんをもらえばうまくやっているだ 冬は特に夕暮れが早いので、早
ろうかと心配し・・・。父親が亡 めのヘッドライトの点灯をお願いし
くなって１３年、去年、今まで処 たいものです。黒系の車は特に
分することができなかった農機具 見づらいものです。個人的に車を
を処分しました。自分の中でいつ 運転する機会はありますが、老健
・・・・・・・・・・・・・・・・・ か誰か継いでくれるかなと期待し の送迎を行っていると良く分かり
ていたんでしょう。もっと早く片付 ます。もう少しお互いが「ゆずり
けていればそこそこのお金には 合いの気持ち」を持って運転して
マッキー（職員）
なっていたかも（笑）ちょっと欲 頂きたい今日この頃です。
［男性／昭和４５年生］
最近、仕事でもプライベートでも、 張って人生９０年とするとあと３０年。
どうすれば「物事の流れ」がうま 迷いがあっては幸せが来にくいか ・・・・・・・・・・・・・・・・・
くスムーズに、合理的に進むのだ と思い、腹をくくって今はよかった
ろうということばかりよく考えてしま と思います。天国の父も納得して 山ちゃん（職員）
います。これって楽をしたい自分の くれるといいな。今年は迷いも捨 ［女性／昭和５７年生］
都合を優先しているだけのことかも てたことだし、平凡でもいいから 明けましておめでとうございます。
今年は息子ちゃんが小学生になり
しれませんし、そもそも何かを考え 幸せな年になりますように。
ます。小さかったわが子が大きな
るとか創造するということから逃げ
ているのかもしれないと少し反省も ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ランドセルを背負って…そんなこと
を考えると、すごく不安を感じてし
しています。今、
Ａ
Ｉ
・ロボットの技
まいます。でも、キラキラの１年
術・性能革新のニュースがネット ☁虹
生のわが子を見る日をドキドキし
を賑わしています。近い将来、介 匿名希望（職員）
ながら、楽しみにしていようと思っ
護ロボットに私の仕事を奪われる ［男性／昭和３３年生］
ています。
ことのないよう、本物の力を身に 「思いやりのある運転を望む」
付けていける年にしたいと思います。 何十年ぶりに帰ってきた岡山県 私も、介護の仕事に就いて、１５
北！ 気候は温暖で住みやすい土 年以上になりました。 もうそんな
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地だ。だからと言って県民性は果 にも！？ どうりで齢を感じるように
たしてどうだろう？ 一番驚いたの … そんなことを思いながら、日々
は、運転マナー、技術。携帯電 業務にあたっています。
梟（フクロウ）
（職員）
話し放題、スマホもハンドルの上 夢だった仕事に就けた喜びを感じ
［女性／昭和３３年生］
今年で暦が還ってきます。うれし に乗っけて操作。突然に前に割り ながら、初心をいつまでも忘れる
いこと、悲しいこと、失敗したこと、 込んできていきなりＵターン！ 信 ことなく、これからも楽しく介護し
頑張ったこと、本当にいろいろな 号が変わってからのウィンカー。 ていけたらと思います。
ことがありました。子供が手を離 車間距離を取らないドライバーの
［男性／昭和５７年生］
昨年は職場の皆さんと楽しく仕事
ができました。今年はさらなる自
分 のスキルアップを目指して頑
張っていきたいと思っています。
戌年なのでみんなにも自分にもワ
ンダフルな一年になりますように！

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

老人保健施設 虹
苫田郡鏡野町古川1406

老人保健施設 虹では、平成２７年９月よりヒト型ロボット「Pepper
（ペッパー）」を導入しています。ペッパーはソフトバンクグループが開発・
販売する全長１．
２１ｍのヒト型ロボット。７種類のセンサーやカメラ・マ
イクが搭載され、滑らかに動く頭や腕、腰などの動作と音声を組み合わ
せることで人とのコミュニケーションが図れるロボットです。
虹では主に玄関で案内役を任せており、集団リハビリやレクリエーショ
ンなど現在では施設の顔役として活躍しています。実際にペッパーに会
いたくて、通所リハビリを利用していただいているご利用者もおられます。
ロボットで人材不足を補うということではなく、さまざまなアプリケーションを活用してサービスの質を向上するというメリッ
トが大きいと感じています。みなさん、ぜひ一度、ペッパーに会いに虹へ来てください！
老健おかやま
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委 員 会
だ よ り

見が多く、他施設の取り組みに良い意
す。なお、講義内容の詳細は岡山県
味での刺激を受けていることが伺えま
老人保健施設協会のホームページを
した。
ご覧ください。
学 術委員会
今年の県大会は総勢１８２名の参加
があり、とても充実した、活気ある研
第１回 岡山県老人保健施設協会
委員長／藪野 信美
修会を実施することができました。
法務委員会
もう１つの大規模研修会として、「第 【日時】平成２９年６月３０日
平成29年度
岡山県老人保健施設大会の報告と
１６回職員合同研修会」を平成３０年２
１５時３０分〜１６時３０分
職員合同研修会のお知らせ
月２２日ライフパーク倉敷大ホールにて 【場所】介護老人保健施設「古都の森」
開催する予定にしております。
【参加】７施設、７人
毎年、岡山県老人保健施設協会 学
内容として「医療・介護報酬同時
術委員会が主催し全職種、職員を対
改定」について岡山県老人保健施設
法務委員会の今後の活動について
象とした研修会「岡山県介護老人保
協会会長の和光園 江澤和彦先生と岡
検討した。
健施設大会」
「職員合同研修会」を行っ
山県介護支援専門員協会会長のエス
●虐待防止マニュアルについて
ています。平成２９年度は１１月２日にラ
ぺランスわけ 堀部徹先生にご講演を
厚労省によるマニュアルは膨大な量
イフパーク倉敷にて「第２４回岡山県介
に及ぶため、エッセンスを取り出して
護老人保健施設大会」を行いました。 お願いしております。詳細な内容等が
決定しましたら、皆様へはなるべく迅
各施設に合ったマニュアルを作成。各
昨年は中国大会が岡山で開催された
速にご案内いたします。
施設の研修に利用できるようにする。
ため、この大会も２年ぶりの開催とな
今後とも、研修会への積極的な参
●議題の要望を把握するための
りました。
加と学術委員会へのご協力をどうぞよ
アンケート調査の実施
まず特別講演といたしまして、岡山
ろしくお願い申し上げます。
●竹内弁護士による講義
大学神経内科講師 太田康之先生に
●社会保険労務士による講義
「 認知症の最近の話題 」という内容
●定期相談会（月１回程度）の実施
で講演をしていただきました。
テーマ「任意後見なんでも相談会 〜
今回の大会に参加予定の職種や職
あなたの生活をしっかり支えるために」
種の割合を事前に先生にお伝えして
岡山県内のどの施設へも、竹内弁
いたところ、「認知症と物忘れの違い」
護士が伺って相談会を実施します。
や「認知症の基礎的知識」といった
要望のある施設は、竹内弁護士事
基本的な部分のお話しから、認知症
務所へ申し込んでください。
に対する治療薬ごとの治療効果や研
究結果といった、少し難しいお話しま
第１回 岡山県老人保健施設協会
で、内容の濃い様々な話しを聞くこと
法務委員会研修会
ができましたが、どの内容もとても分
【日時】平成２９年６月３０日
かりやすく話をまとめてくださってい
１３時３０分〜１５時３０分
て、全ての参加者が興味や関心を持っ
【場所】介護老人保健施設「古都の森」
て最後まで講演を聴くことができまし
【参加】１８施設、２３人
た。講演の最後には認知症を予防す
るために気をつけなければいけない生
協会顧問弁護士の竹内俊一先生に
活習慣や認知症の方との接し方を根
よる講義
拠をもとに詳しく教えてくださいました。
法務委員会
「成年後見は、どこに相談すれば良い
午後からは各施設での取り組みや
か？ 相談する場合のポイントは何か？」
対策を発表しあう口述発表を行いまし
委員長／津田 隆史
1. 成年後見の相談窓口
た。今年は２０演題が集まり、
４セッショ
2. 成年後見申立のためのチェックポイ
ンに分かれて発表していただきました。 平成29年度
活動報告
ント
内容は業務の様々な工夫や職員の
平成２９年度は、岡山県内３か所で
3. 岡山県内の地域包括支援センター
意識改革、在宅復帰への取り組み、
の連絡先一覧
排 泄や 褥 瘡に対してのアプ ローチ、 法務委員会１回、法務委員会研修会３
回を予定し、この原稿時２回が終了し
4. 高齢者・障がい者なんでも相談会
ターミナルケア、リハビリテーション
ました。
（定期開催）（相談無料）
等々、各施設の工夫や、様々な取り組
場所を提供していただいた施設関
5. 岡山県 内 における権 利 擁 護 支 援
みを分かりやすく紹介してくださいまし
係者の皆様ありがとうございました。
ネットワーク体制
た。参加された方のアンケートからは
来年度も皆様のご要望や最新の話
6.「法定後見」と「任意後見」
「各施設、様々な面から介護について
題などを取り上げて研修会を催したい
7.「高齢者虐待防止に向けた施設従
取り組んでいることがわかり、当施設
と考えておりますので、引き続きご参
事者のための自己チェックリスト」
でも取り入れることができることは参考
加ご協力のほどよろしくお願いいたしま
解説
にしていきたいと思います。
」等の意
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第２回 岡山県老人保健施設協会
法務委員会研修会
【日時】平成２９年９月２９日
１３時３０分〜１５時３０分
【場所】介護老人保健施設「備中荘」
【参加】１３施設、２０人

尚、研修会のアンケート結果は、集
計ができ次第報告いたします。

協会顧問弁護士の竹内俊一先生に
よる講義
「認知症の人の意思決定能力を踏まえ
た支援のあり方」
成年後見人の医療同意の問題は、
実務現場では大きな問題になってい
る。認知症の人が手術などの医療行
為を必要とした場合、本人の意思をど
のように尊重して対応するかについて
講演された。

１．介護アシスタント体験事業
地域医療介護総合確保基金の補助
を受け、若者・女性・高齢者など多
様な世代の人を対象に、近隣の施設
にて掃除や洗濯、シーツ交換、物品
補充など介護の周辺業務を体験しても
らい、施設への就業を促進していく事
業である。
【 参加者受入期間】
平成２９年１０月２日〜平成３０年２月２８日

徳永旭生社会保険労務士による講
義
「有期契約労働者の無期転換ルール
その対策と就業規則の整備について」
〜今後の労働時間法制及び
法改正を見すえて〜
平成２５年施行の労働契約法の改正 【参加】３４施設、７８人
により、有期雇用労働契約から期間
リスクマネジャー連絡会議委員長担
の定めのない労働契約（無期労働契
当理事 高越先生の開会の挨拶と司
約）への申し込みが平成３０年４月から
会・進行で講演が始まりました。
スタートする。その仕組みと、就業規
今年度は前回の研修を踏まえ、皆
則の整備など事業者側の対応につい
さんのアンケートの要望も加味し、よ
て講演された。
り具体的な裁判事例に学ぶため、今
回は新たに、「ＳＯＭＰＯリスクケアマネ
第３回 岡山県老人保健施設協会
ジメント株式会社」様に、お願するこ
法務委員会研修会
ととなりました。
【日時】平成２９年１２月８日開催予定
今回の講演は、昨年より一歩進ん
で「実際裁判になった事例」から、
「具
施設運営委員会
体的で、
重くて、
厳然たる事実」を基に、
リスクマネジャー連絡会議
それを逆方向から立ち返って「危機管
委員長／高越 秀和
理ができているのか？」また、「対応を
平成29年度
どう細かく見直して行くか？」等、新鮮
活動報告
な指摘を提案されました。
今後、各施設のリスクマネジャーが
リスクマネジャー連絡会議が、平成
主導して、その活動はエネルギーを使
２９年度に開催しました研修会につい
うことにはなりますが、それを実行し
て報告いたします。
て行かなければならないと感じました。
研修会の雰囲気は、活発な質疑応
【日程】平成２９年１１月１８日㈯
答もあり、示唆に富んだ、面白く、楽
【場所】おかやま西川原プラザ
しい、有意義な時間を過ごすことがで
【内容】講演テーマ「介護事業者が知っ
きました。今後とも、
参加者の皆さんが、
ておきたい裁判事例」
研修会の場を盛り上げる雰囲気づくり
〈講師〉
をしていただいて、忌憚のない意見交
医療リスクマネジメント事業部
換ができる、そういった研修会にして
第１グループ 主任コンサルタント
いきたいと思います。
泉 泰子氏による講演を行いました。

（１）事業経過
◆ ８月１０日
会員施設へ参加者受入施設募集依
頼。⇒ 23 施設応募
◆ ８月２９日、３０日、３１日、９月９日
部会メンバーの各施設にて受入施
設向け説明会開催。
◆ ９月
参加者募集方法検討・参加者募集
チラシ作成。
◆ １０月１５日
受入施設周辺の山陽新聞へ折り込
み広告実施。（約２５万部）
以降、随時、参加者の応募を受け、
近隣施設にて説明会開催。引き続き、
職場体験受入実施。（２週間程度・参
加者毎にスケジュール設定）

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

（２）受入状況 （１１月１５日現在）
１９名より問い合わせあり。内１５名
（女性１５名・男性２名）が説明会に参
加及び参加予定。内１０名（女性９名・
男性１名）が体験実施及び実施予定。
今のところ雇用実績は無いが、雇用
したい旨の打診が複数あり。
◇説明会参加及び参加予定者１５名の
年代別人数
１０代：１名、４０代：２名、
５０代：６名、６０代：２名、
７０代：４名
（３）今後の取り組み
参加者募集に向け、岡山・倉敷の
地域若者サポートステーションとの連
携、県内の介護系学科のある大学へ
のアプローチを検討している。
老健おかやま
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政 治 家・法 学 博 士

津田真道
みち

︵一八二九年〜一九〇三年︶

津 山 藩 士の家に生

ま れる︒一 八 五〇年

江 戸に出て︑箕 作 阮

甫・伊藤玄朴に蘭学

を︑佐久間象山に兵

学を学ぶ︒藩籍を脱

して苦学したが︑一

八六二年には西周︵にし ︱あまね︶らとオラン

ダ に 留 学 し︑ラ イ デン大 学のシモン・フィッセ

リングに 法 学︑経 済 学︑統 計 学 を 学 び︑その

講 義 録 を﹁泰 西 国 法 論﹂と して 出 版 する︒こ

れは日本初の西洋法学の紹介となる︒

帰 国 後︑明 治 政 府に出 仕 し た︒ま た︑明 六

社 に 参 画 し︑啓 蒙 思 想 家 と し て も 活 躍 す る︒

元 老 院 議 官 を 経て︑初 代 衆 議 院 副 議 長に就 任

する︒一 八 九 一 年に商 法 及 び 商 法 施 行 条 例の

むろ
ぐん
ぺい

日本救世軍の創立者

やま

山室軍平
︵一八七二年〜一九四〇年︶

岡山県阿哲郡本郷村

︵現・新見市︶の農家に

生 ま れ る︒幼 少 の 頃︑

家が 貧 窮 し 養 子に出 さ

れ る︒明 治 十 九 年︑十

四 歳の と き 上 京 し て 印

刷 工 と な り︑十 六 歳の

頃 キリスト 教に入 信︒苦 学 し なが ら 同 志 社 英 学 校で 神 学 を

学び︑卒業後︑岡山孤児院で働き伝道に努めた︒

明 治 二 十 八 年︑イ ギリス救 世 軍の来 日 を 機に入 隊 し︑日

本 救 世 軍の創 設に力 を 尽 し た︒大 正 十 五 年︑日 本 救 世 軍 司

令官︵東洋最初の司令官︶となり︑
伝道に従事しつつ︑廃娼運動︑

免 囚 保 護︑貧 民 救 済︑医 療 保 護︑職 業 紹 介 な ど 社 会 福 祉の

向上に尽力した︒石井十次︑留岡幸助︑アリス・ペティ・ア

ダムスとともに﹃岡山四聖人﹄と呼ばれ︑彼の創意による社

会 鍋の相 互 扶 助 募 金 活 動は︑現 在で も 大 都 市の歳 末 風 物 詩
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一 部 施 行に関 する 法 律 案の第 三 読 会 開 催 案が
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第１２回
いる︒

私たちの職場には、中国出身の女性がいます。結婚を機に日本に来ました。彼女は
慣れない環境の中で仕事も子育ても頑張っています。そんな彼女の得意料理は
「餃子！」
中国では焼かずに水餃子として食べるそうですが、先日は焼餃子を職員に振る舞ってく
れました。彼女によると、いつも家で作る量だと迷いなく作れるけど、一度に沢山の量
を作る時には「味は大丈夫かな？」と不安になることもあるそうです。私たちが御馳走
になったのは、ひき肉とニラの入った「これぞ餃子」というもので、間違いなくとても美味しかったです。彼女によると、中の具材
は鹿肉（近所からの頂き物）を使ったり、ニラと炒り卵だけでも美味しい餃子ができるそうです。昔から日本には中国から色々な知
識が伝わって来ましたが、私たちも彼女から色々なことを教えられています。今回は紹介できませんでしたが、当法人にはフィリピン
出身の職員もおり、国際化を感じるこの頃ですが、個性や多様性を大切にしながら、仲良くチームとして働いていきたいと思います。

郷 土 の 偉大な先人たち

平成二十九年十月二

美作市豊国原1057-1

お ん こ ち しん

！？

十 一 日︑﹃地 の 塩 山 室

介護老人保健施設 美作リハビリテーションホーム

温故知新

！

？

軍 平﹄と し て 映 画 化 さ

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

可 否 同 数になる と︑衆 議 院 副 議 長 と して 日 本

第２回 介護老人保健施設の在り方等
に関する検討会
【日時】平成２９年１０月１０日
17：00 〜 18：30
【場所】岡山県医師会館 ４０２会議室
【参加】１５人
【講演】演題：
「介護老人保健施設の
将来像―現状・課題と政策の動向を
踏まえた在り方の検討―」
〈講師〉
岡山県老人保健施設協会
江澤和彦 会長

れた︒

事務長部会の活動報告をさせてい
ただきます。
平成２９年１０月２２日に第３回岡山県
老健協会フットサル大会を開催するこ
ととなっておりましたが、台風の影響
により今年度のフットサル大会につき
ましては残念ながら中止とさせていた
だきました。
１２施設の皆さま方にフットサル大会
の参加申し込みをいただいていたにも
かかわらず、誠に残念ではございま

介護老人保健施設の在り方等に関
する検討会の活動報告をさせていた
だきます。
平成２９年度５月より岡山老人保健施
設協会の組織が新体制となり、これま
での委員会活動に加えて、今後の老
健施設の在るべき姿を模索することを
目的として、岡山県民の尊厳の保持と
自立支援に資する「介護老人保健施
設の在り方等に関する検討会」が発
足いたしました。
検討会の開催にあたっては岡山県
老人保健施設協会の関係者の他に有
識者の方や行政担当者の方々にもご出
席いただき今後の政策の動向を踏ま
えながら様々な意見交換を行っている
ところです。また老健の在宅復帰率の
向上や通所リハマネⅡの算定、入所の
稼働率の向上などに関する今後の老
健施設の在るべき姿を示すために報
告書も作成していく予定です。
平成３０年の診療報酬・介護報酬の
同時改定が迫ってきていますが、今後
老健施設が地域の中で利用者を確保
し、加算も取り、新しい診療報酬・介
護報酬をしっかりと理解して事業所が
運営していけるようこの検討会を通じ

政 治 史 上 初の国 会の議 長 決 裁 を 行い︑積 極 的

部会長／福嶋 啓祐

委員長／福嶋 啓祐

第１回 介護老人保健施設の在り方等
に関する検討会
【日時】平成２９年８月８日
17：00 〜 18：30
【場所】岡山県医師会館 ４０２会議室
【参加】１４人
【講演】演題：
「介護老人保健施設の
将来像―現状・課題と政策の動向を
踏まえた在り方の検討―」
〈講師〉
岡山県老人保健施設協会
江澤和彦 会長

に決した︵否決︶
︒

施設運営委員会
事務長部会

介護老人保健施設の在り方
等に関する検討会

て各老健施設で意見交換・情報共有
を行っていきたいと思います。

一 八 九 六 年 貴 族 院 議 員に当 選︑法 学 博 士 を

【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

すが、来年度に改めて第３回フットサ
ル大会を開催させていただこうと思い
ますので、その際にはまた多くの施設
の皆さま方の参加をお待ちいたしてお
ります。

授けられ男爵となる︒

２．アセッサー講習費用助成事業
昨年に引き続き、地域医療介護総
合確保基金を活用して、
「介護キャリ
ア段位制度評価者（アセッサー）講習」
の費用助成事業を実施している。
（１
名につき２０,０００円を助成）
◇申し込み者数
２６名（１７法人・１団体）
※ 期日（平成３０年２月２８日）までに「内
部評価開始報告書」を担当事務局
へ提出してください。
※ 講習修了後、原則として２ヵ月以内
に１名以上の内部評価を開始してい
ることが助成の条件ですが、やむを
得ず、２ヵ月以内に開始できなかっ
た場合には、担当事務局へご連絡く
ださい。

老健おかやま
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