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会長あいさつ

会長就任にあたって
【編集後記】

【委員会メンバー】

このたび岡山県老健協では、役員
交代があり新しく会長が選出され今
後の活躍が期待されています。
本紙では、介護報酬改定から１年
が経過し、会員施設における状況
がどのように変化したのか、アン
ケートで比較してみました。また「温
故知新」から新たなシリーズ「老
健の未 来 〜Ｔｈｅｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅｏ
ｆＲＯＫＥＮ
〜」が始まり、過去から未来へシ
フトチェンジしています。
長かった梅雨が明けると猛暑。表
紙の写真で、少しでもさわやかな
気分になっていただけたら幸いです。
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老健の未来
第1回
介護施設における
ICT・IoT・AIの活用

協 会だより①

会長あいさつ

令和元年度

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

会長就任にあたって
この度、岡山県老人保健施設協
会会長に就任した倉敷藤戸荘の秋
山です。中島会長に始まり、福嶋、
藤本元会長、そして江澤前会長と、
脈々と続く岡山県老人保健施設協
会の伝統を継承し、高齢者医療介
護分野での老人保健施設のさらな
る躍進を図るべく尽力する所存です。
特に次の四分野を重点的に取り組
みたいと考えています。

介護保険制度ができ早１９年の月
日が経ちました。目まぐるしく制度
変更がなされる中、速やかな情報
収集とその伝達は非常に重要な協
会の役目だと思います。前会長の
江澤先生は、介護担当の日本医師
会常任理事でありまた全国老人保
健施設協会の常務理事でもありま
す。江澤先生には引き続き岡山県
老人保健施設協会理事職に留まっ
ていただきました。今後も連絡を
密にし、中央での動きや情報を協
会としていち早く会員の皆様にお届
けするとともに、会員からの要望を

②在宅復帰施設としての取り組み

岡山県老人保健施設協会
会長

平成２９年６月の介護保険法改正
で、老健施設は在宅支援・在宅復
帰のための地域拠点となり、リハビ
リテーションを提供し機能維持・回
復の役割を担う施設であることが明
文化されました。また、それに伴い
老人保健施設は５類型に分類され
介護報酬にも差がつくようになりま
した。全ての会員施設が老人保健
施設としての役割を担い、一つで
も上位の分類の加算が取れ経営が
安定するように、会員施設と協力し
ていきます。

秋山 正史

（老人保健施設 倉敷藤戸荘）

の施設だけで取り組むには非常に
負担が重いものです。そこで協会
としても、各会員施設と協力して雇
用問題に対し積極的に取り組んで
いきます。
④医療介護分野でのリーダーシップ
の発揮

老健協ではこれまでも協会以外
の医療介護に関する組織・グルー
プと協調し、地域医療構想･地域包
括ケアを積極的に進めて参りました。
③人材確保問題に対する取り組み
今後もリーダーシップを発揮し、県
内での医療介護分野で先頭に立て
昨今の人手不足は甚だしいもの
があります。高 齢 者 の 雇 用 問 題、 るよう活動して参ります。
離職女性の再雇用問題、また外国
協会の活動に対し、どうぞ皆様
人雇用に関し各施設の皆様は既に
取り組みをされていることと存じま のご支援･ご協力を賜りますようよ
ろしくお願いいたします。
す。しかしながら雇用問題は各々

令和元年度 第１回 岡山県老人保健施設協会総会において会長に秋山正史氏が就任致しました。会長
交代に伴い、事務局が新会長施設 老人保健施設 倉敷藤戸荘に移転いたします。今後、当協会に関す
るお問い合わせなどは下記連絡先にお願いいたします。移転に際し、しばらくはみなさまにご迷惑をおかけ
することもあるかと存じますが、ご了承いただきますよう今後ともよろしくお願い申し上げます。
＜前事務局＞
〒712−8044 岡山県倉敷市東塚５丁目４番５０号
医療法人和香会 介護老人保健施設和光園
T E L：086−455−5112
FAX：086−450−3363
事務局長／狩山順一
事務局／狩山・的場・喜讀
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＜新事務局＞
〒710−0133 岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８０番地
医療法人 福寿会 老人保健施設 倉敷藤戸荘
T EL：086−420−2377
FAX：050−3588−1927
E-mail：oky-rouken@fukujyu.or.jp
事務局／守 一洋

令和元年５月１８日㈯１４時より、第一
セントラルビル大ホールにて、特別講
演会及び総会が開催されました。
はじめに、江澤会長の挨拶があり、
開会されました。総会では、
第１号議案、
平成３０年度事業報告、第２号議案、
平成３０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。
続いて、第３号議案、裁定委員が 選
任され、第４号議案の会長及び理事、
監事改選に伴う選挙が行われました。
選挙後、即時開票され、令和元・２
年度を任期とする新たな役員が決定い
たしました。（新役員は右記のとおりで
す）第５号議案の事務局移転及び定
款変更についても承認をいただきまし
た。また、事務局より１１月に大分県
大分市と別府市で開催される全国大
会について情報提供と参加の呼びか
けがありました。
特 別 講 演 は、岡山県 保 健 福 祉 部
中谷祐貴子部長に、「同時報酬改定を
経験して」と題してご講演いただきま
した。社会保障制度を取り巻く環境の
変化を基に中谷部長の視点から２０１８
年度同時改定の概要と今後の課題に
ついてお話していただきました。魅力
あるキャリアパス、サービスの標準化、
業務の効率化、サービス利用者への

教育・予防介入の評価など、自施設
の運営や人材育成にも共通し、今後
努めていかなければいけない課題を
提起していただきました。
最後に、お忙しい中、たくさんの会
員の皆さまにご出席いただきましたこと

岡山県老人保健施設協会 役員一覧

①中央行政との密な連絡体制の構築

直接中央に届け政策に反映出来る
よう努めます。

役

職

会

長

副会長

理

事

監

事

氏

名

秋山 正史
鍛本真一郎
藪野 信美
岩藤 知義
江澤 和彦
佐能 量雄
高越 秀和
津田 隆史
野上和加博
平木 章夫
福嶋 啓祐
藤本 宗平
渡辺清一郎
佐藤 林平
近藤 修六

を厚くお礼申し上げます。新しい体制
のもとに再出発となりますが、今まで
同様に当協会の運営にご理解ご協力
いただきますようよろしくお願い申し上
げます。

ブロック

倉敷
倉敷
岡山
岡山
倉敷
岡山
倉敷
岡山
倉敷
倉敷
備中
美 作
岡山
備中
倉敷

岡山県老人保健施設協会 事務局

施

設

名

倉敷藤戸荘
老健あかね
岡山リハビリテ−ションホ−ム
アルテピアせと
和光園
光生リハビリ苑
玉島中央老健施設秀明荘
古都の森
倉敷あいあいえん
サンライフ倉敷
いるかの家リハビリテ−ションセンター
虹
ゆめの里
サンパレス桃花
グリーンピース

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 ハートフルかがやき荘
岡山市北区楢津500-5

当施設は平成30年3月に医療法人社団 岡山純心会が法人内で2つ目の介護老人保健施設として開設した施設です。定員
80名、全室個室のユニット型老健で、通所リハビリ・定期巡回の事業所も併設しています。
当施設の一番の特徴は、認可保育園
が隣接し、園児と利用者様が日常的にふれあ
えることです。毎日、園児が施設に来て、昼食時
には歌と配膳のお手伝い、
「いただきます」
のご
挨拶を、午後の時間にはおやつを一緒に食べ、
体操をします。
また、保育園の園庭と施設の中
庭がつながっているため、散歩中の入所者様と
園児が優しくハイタッチを交わす姿も見られま
す。
このような交流を生かし、意欲的なリハビリ
の実施・認知症の軽減を目指し頑張っています。
老健おかやま
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協 会だより②

第30回
全国介護老人保健施設
記念大会について

介護報酬改定に関してのアンケート結果報告
（２０１９年６月／２０１８年６月）

平成３０年に改正された「介護報酬」に伴う実態調査にいて、昨年の夏号でもアンケート調査を実施しました。
１年が経過し、さらにどのような変化があったかを知るために今回アンケート実施しました。

今年度は全老健創立３０周年の記念の年となります。そ
こで、１１月に大分県で行われる全国大会は、
「第３０回記
念大会」として開催されます。
記念大会にふさわしいプログラムとして、各支部企画
の募集があり、京都支部、佐賀県支部と福岡県支部コラ
ボ企画、そしてわが岡山県支部からも参加することになり
ました。
大分では、趣向を凝らした支部企画を是非お楽しみく
ださい！

その集計結果を報告します。業務多忙の中、ご協力ありがとうございました。
【回答施設／全８０施設中４６施設／回答率５７.５％】

《通所リハビリテーションを実施されている施設について》
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。
2019
0.9%
32.2% 2018
0.4%
32.3%
64%
3.3%

▼ 岡山県支部企画
（アドバンス・ケア・プランニング）
「老健で行うＡＣＰ
〜会話ドラマと解説で人生会議のプロセスを学ぼう！〜」
１１月２１日㈭ １５：００〜１６：００
Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分 大ホール

2.6%

考察

■ リハマネⅠ
■ リハマネⅡ
■ リハマネⅢ
64.3% ■ リハマネⅣ

昨年同様、リハマネⅠが最も多く算定されていた。次は、リハビリⅢだった。
理由としては、リハマネⅡが算定されるまでいけば、医師に協力を仰ぎ、
リハマネⅢを算定する通所リハが多いのではないかと推測される。

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？
◆実際に活用されていますか？

京都府支部企画
「老健 PR 動画コンテスト」
１１月２２日㈮
１３：１５〜１４：００
ｉ
ｉ
ｃｈ
ｉ
ｋｏ総合文化センター
▲

佐賀県支部・福岡県支部
コラボ企画
「介護人材の育成と
海外人材の確保」
１１月２２日㈮
１０：４５〜１１：４５
Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分
大ホール

2019
6.5% 8.7%
2018
7%
93%

◆具体的にどのように活用されていますか？

テレビ会議
タブレット使用
スカイプＩＣＴを活用している
専任医師と関係スタッフで定期的に会議を実施しているため、
ＩＣＴは用いていない

●
●

■ はい
■ いいえ
■ 未記入

●
●

84.8%

◆「いいえ」と回答された８４.８％の方へ。今後導入していく予定はありますか？
2019
15.2% 10.9%
2018
3% 17%
5%
75%

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

73.9%

■ はい
■ いいえ
■ 検討中
■ 不明
■ 未記入

考察

Ｉ
ＣＴの活用は１０％ほどだった。導入していく予定については、制度開始直後は、
検討中としていた施設もあったが、
今回の調査では、導入するかしないかをはっきり決めている施設が多かった。

介護療養型老人保健施設 かもの郷
津山市加茂町中原61

かもの郷は、平成３０年４月に旧平井病院を転換して誕生した５０床の介護療養
型老人保健施設で、開設後やっと１年が経過いたしました。まだまだ試行錯誤中で
はありますが、入所者の方が、いつまでもお元気で楽しい生活を送っていただける
よう、食堂での摂取やレクリエーションに重点を置いたサービスの提供に努めてい
ます。寝たきりの利用者が大半を占める中でも、先日には満１００歳を迎えられた利
用者様のお祝いを行いました。津山市長からもお祝いをいただき、施設でお祝いの会を開きました。運動能力は衰えも見え
てまいりましたが、御家族からプレゼントのバースデーケーキも口にすることができました。まだまだ長生きしてほしいと思います。
施設の自慢は、入所者の平均年齢が実に９０歳を超す超高齢化施設であるということです。９５歳以上の利用者も大勢いらっ
しゃいます。これからも、この施設で多くの方が満１００歳を迎えられるようお手伝いをさせていただきたいと思います。
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老健おかやま

2019｜夏号

問3

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？
2019
6.5%
2018
26.1%
2%
24%
74%

考察

67.4%

■ 算定
■ 未算定
■ 算定予定
■ 未記入

算定されている施設が前回同様７割だった。入所の在宅復帰指標にリハビリ
職の配置割合があるためか、通所への人員の配置が難しかったと考える。

老健おかやま
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《介護保険施設サービスについて》
問4

◆指標（①〜⑩）を上げるために力を入れた箇所はありますか？

基本単位数の在宅復帰指標についてお聞きします。
施設としての算定項目はどのようになっていますか？

【在宅復帰・在宅療養支援等指標】①〜⑩
◆算定施設区分

①在宅復帰率

2019
4.3%
■ 超強化型
2018 34.8%
■ 在宅強化型
28.3% 22% 28%
■ 加算型
2%
■ 基本型
48%
■ その他型
4.3% ■ 未記入
28.3%

③入所前後訪問指導割合
2019
4.3%
15.2% 2018
6月
3月

■ 30%以上
28% 22%
■ 10%以上
2%
■ 10%未満
48%
19.6%
■ 未記入
60.9%

⑥リハ専門職の配置割合

2019
4.3%
21.7% 2018
37% 28%
35%

37% ■ 50%超
■ 30%超
■ 30%以下
■ 未記入

2019
4.3% 4.3%
2018
■ 10%以上
5%
■ 5%以上
45% 50% 50% ■ 5%未満
41.3%
■ 未記入

37%

④退所前後訪問指導割合

⑤居宅サービスの実施数

2019
8.7% 4.3%
2018
8.7%
13%
18%
69%

2019
2.2% 4.3%
2018 23.9%
21.7%
1% 18%
30%
51%

78.3%

■ 30%以上
■ 10%以上
■ 10%未満
■ 未記入

47.8%

⑦支援相談員の配置割合

2019
4.3%
2018

41.3% ■ 5以上
23.9%
■ 3以上
37% 37%
■ 3未満
26%
■ 未記入
30.4%

②ベッド回転率

2019
4.3%
2018 34.8%
32.6%

27%

46%

27%

■ 3以上
■ 2以上
■ 2未満
■ 未記入

28.3%

■ 3サービス
■ 2サービス
■ 1サービス
■ 0サービス
■ 未記入

2019
4.3%
2018 28.3%
41.3% 46%

27%
27%
26.1%

⑩経管栄養の実施割合

■ 10%以上
■ 5%以上
■ 5%未満
■ 未記入

2019
4.3%
2018 26.1%
■ 10%以上
34.8% 29%
■ 5%以上
39%
■ 5%未満
32%
■ 未記入
34.8%

考察

2019
6.5% 4.3%
2018 32.6%
■ 50%以上
10%
■ 35%以上
35%
■ 35%未満
55%
■ 未記入
56.5%

2019
2.2% 4.3%

100%
93.5%

06

老健おかやま

2019｜夏号

■ している
■ していない
■ 未記入

地域貢献活動

退所時指導等

2018
100%

2019
4.3%
2018

73%
78.3%

その他（６施設）

地域ボランティア（１２施設）

認知症カフェ（７施設）
健康教室（５施設）

・クリーン作戦

介護相談（８施設）

・地域行事への参加

・地域の小学校、中学校、保育園
との交流

・祭りのブース

・地域サロンでの講師

・チャレンジワークの受け入れ

・公民館サテライト など

・地域の会議（コミュニティ会議へ

・地域の防災訓練への参加

介護予防教室（７施設）

2019
4.3%

の参加）

季節行事を開放型として実施（５施設）
■ している
■ していない
■ 未記入

充実したリハ

27%

基本型から加算型以上への移行が進んでいることが明らかになった。
確実に点数が上がる取組としてリハビリ職と相談員の配置割合を上げることにより、安定した運営に繋がって
いると考えられる。
前回の調査より、超強化型を算定している施設の割合が増えていることも分かった。

考察

地域貢献活動については、施設の意識が上がっており、様々な取り組みをされていることが分かった。
施設内で行う健康教室だけでなく、防災訓練や町内清掃など地域に出ていく活動を行っている施設もみられた。
地域のニーズも多様なので、それぞれが特色を持った関わりをされている様子。

95.7%

2019
4.3%
17.4% 2018

2018

・訪問件数を増やした
・在宅復帰される方には、確実に訪
問をすることにした
⑤居宅サービスの実施数
・ショートステイを開始した
⑥リハ専門職の配置割合
・職員を増員した
・職員増員のために求人を行った
⑦支援相談員の配置割合
・職員を増員した
・職員増員のために求人を行った
⑧要介護４又は５の割合
・重度者の率先した受け入れを行っ
た

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？

問6
リハビリテーションマネージメント

・退所可能な利用者の見極めを行っ
た
・ベット調整を細かく行った
・医療機関や事業所等との連携をこ
まめに図ることに努めた
③入所前後訪問（１２施設）
・訪問の回数を増やした
・申し込みの時点で、訪問をするこ
とがあると説明をするようにした
・訪問を嫌がる方は、病院→施設
の間に訪問をするように工夫した
・積極的に訪問を行った
・割合をこまめに出し、相談員と共
有して要件をクリアするようにした
④退所前後訪問指導（６施設）
・入所時に３か月後にどこに退所する
のかをしっかり話をするようにした

⑧要介護４又は５の割合

【評価項目】
⑨喀痰吸引の実施割合

①在宅復帰率（１３施設）
・施設の方向性を説明した
・ケアマネとの連携を意識した
・在宅復帰の方の入所受け入れを
優先するようにした
・初回面接を工夫した（施設の機
能や目的の理解を伝える）
・入院者数を減らす努力をした
・冬季の在宅復帰率は下がるので、
通年維持できるように工夫してい
る
②ベッド回転率（８施設）
・相談員を増員した
・在宅復帰する方の割合を増やした
・月の途中で計算できるシステムを
利用し、常に予測し達成できるよ
うに調整した

■ している
■ していない
■ 未記入

41.3%
■ している
■ していない
58% 42%
54.3%
■ 未記入

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
2019
8.7% 2.2%
2018
21%
56% 23%
43.5%

◆褥瘡管理加算

45.7%

■ 算定
■ 未算定
■ 算定予定
■ 未記入

2019
4.3% 2.2%
2018

■ 算定
42% 28% 50% ■ 未算定
43.5%
■ 算定予定
30%
■ 未記入

考察

昨年の調査では、どちらの加算も３割以下
だったが、５割近くまで上昇した。
施設の方針も定まり、算定しない施設も増
加する結果となった。
計画書の作成等の事務的な業務の増加を
考慮し算定するに至らなかったと考える。
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委 員 会
だ よ り
学 術委員会
委員長／藪野 信美

平成30年度の活動報告と
令和元年度の活動予定
平成３０年度最後の活動として、平
成３１年２月２８日㈭ライフパーク倉敷 大
ホールにおきまして「第１７回 職員合
同研修会」を行いました。今回の合同
研修会は今４７施設・１０９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①
「楽しく学べる 感染対策の重
要ポイント」
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：浜松医療センター
副委員長
感染症内科長・臨床研修室長
矢野 邦夫 先生
講演②「介護支援専門員から見た岡
山県の災害」
座長②〜④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 先生
講演③
「災害への備え、行政からの
メッセージ」
講師：岡山県医療推進課長
則安 俊昭 先生
講演④「平成３１年７月豪雨を経験し
て」
講師：ライフタウンまび
施設長
桑原 一朗 先生
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
08
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今回の合同研修会の内容は、「感 ２６回岡山県老人保健施設大会」はラ
染対策」「平成３０年７月豪雨」につい
イフパーク倉敷にて令和元年１０月３１日
て上記の先生方にご講演いただきまし
㈭開催を予定しております。
た。
現在、内容につきましては未定です
「感染対策」の講演は、ＣＤＣガイド
が、例年通り演題発表とその時期にタ
ラインを監訳され、ご自身でも感染対
イムリーな研修を予定しております。
策に関しての本を何冊も出版されてい
詳細な内容が決まり次第、早急に皆
る、浜松医療センター 矢野邦夫先
様へはご連絡いたしますので、演題
生にご講演をお願いしました。
「感染
発表への多くの参加等、よろしくお願
対策」と聞くと、とても難しく捉えがち
いいたします。
ですが、実際講演をお聞きすると、時
今後とも、研修会への積極的な参
折ジョーダンを交え、ユーモアたっぷ
加と学術委員会へのご協力をどうぞよ
りにとても分かりやすくお話し下さいま
ろしくお願い申し上げます。
した。参加された方々のアンケートか
らも「とても楽しく聞けました。
」
「重要
なポイントを簡潔に教えてくださった。
」
「あっという間に講演が終わっていまし
た。
」等々、多くの方々がテーマ通り、
とても楽しく感染対策について学ぶこ
とができたようでした。
午 後からの「平 成３０年７月豪 雨」
では、まず堀部先生が介護支援専門
員は災害時に実際どのような動きをし
たのか？ 実際に動いてみて、何が重
要だったか？ 等、介護支援専門員とし
て災害にどう向き合うかを教えてくださ
いました。
次に行政から、災害時に気を付け
ておくことや、行政が可能な支援や行
政からのお願い等々、実際に災害を
経験して、改めて災害への備えをお
伝えくださいました。中でもハザード
マップのお話しには皆さん大変関心を
持たれ、ハザードマップの重要性や、
今後の活用について、多くの意見が
聞かれました。
最後に ライフタウンまび 施設長 桑
原 先 生が、実 際に経 験した災 害を、
分かりやすく状況等を交え、お教えく
ださいました。決して他人ごとではな
い、災害は誰にでも起こり、いつ起こ
るか分からないから、常に自分のこと
と捉え準備を怠らないことが大切だと
いうことを学びました。今回の研修を
終え、アンケートの結果からも、実際
に災害に対し、真摯に取り組もうとす
る姿勢を感じる内容が多く聞かれまし
た。
令和元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２６回岡山県老人保健施設
大会」と「第１８回職員合同研修会」
を行なう予定です。尚、今年度の「第

施設運営委員会
リスクマネジャー連絡会議
委員長／高越 秀和

令和元年度活動予定の
報告について
昨年（Ｈ３０年度）は、１１月に第４

見交換会の計画を検討する。
回研修会として「被災者の事業継続と
平 時 の 備 え〈ＢＣＰ
（事 業 継 続 計 画）
策定について〉」をテーマに全職員対 （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
象のセミナーを開催いたしました。
泉リハビリセンター
きのこ老人保健施設
今年度（令元年度）の活動予定に
老健あかね
付きましても、リスクマネジャー連絡会
ひだまり苑
議が 定めます〈主旨・目的〉を基本
にして進めてまいります。
（主旨・目的）
①会員施設のリスクマネジャー関係者
が集まり、リスクの情報を共有する
こと。又、最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も研究
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。
（具体的な活動予定）
1 担当施設（５施設）による今年度活
動計画の打ち合わせ会議を開催予
定
2 今年度の研修会を、秋頃に計画し、
「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

介護老人保健施設の在り方
等に関する検討会
委員長／福嶋 啓祐
平成３０年４月の介護報酬・診療報
酬同時改定から１年以上が経過しまし
た。今年は１０月に介護保険の一部改
正があり、消費税増税に伴う報酬単
価の変更、特定処遇改善加算の新設
が主なトピックスとなっております。そ
の他、外国人技能実習生や特定技能
制度など介護を取り巻く新たな制度が
新設されておるところでございます。
介護老人保健施設の在り方等に関
する検討会では以上のようなトピック
スを交えながら行政担当者を含む各委
員と意見交換・情報共有を行っていき
たいと思います。
■令和元年度 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３１年４月２４日㈬

19：00 〜 20：00
【場所】岡山県医師会館 ４階
４０２会議室
【講演】演題「介護政策の
最新動向について」
〈講師〉岡山県老人保健施設協会
江澤 和彦 先生
■今後の開催予定日■
令和元年
８月２１日㈬１９時〜
岡山県医師会館 ４０２会議室
１２月１８日㈬１９時〜
岡山県医師会館 ４０２会議室
令和２年
２月１９日㈬１９時〜
岡山県医師会館 ４０２会議室

施設運営委員会
事務長部会
部会長／福嶋 啓祐
昨年は皆さまのご協力のもと、第４
回岡山県老人保健施設協会フットサル
大会をケガ人も出さず、無事開催でき
ました。ありがとうございました。
今年度も１０月開催予定として第５回
岡山県老人保健施設協会フットサル大
会を企画しております。フットサルを
通じて各施設間の交流の場となればと
考えておりますので皆様のご参加をお

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 岡山リハビリテーションホーム
岡山北区谷万成1-6-5

当施設には、法人で保有している古民家があ
り定期的に様々な活動に利用しております。この
古民家は、築１００年以上の建築物で、古民家
ならではの良さを活用しながら、雰囲気を残し、
高齢者の方に懐かしさを感じて頂けるように改
修を行いました。広い敷地には日本庭園もあり
大きな池には鯉も放流しています。高齢者の方
や車椅子の方でも安全に鯉への餌やりが出来る
ようにウッドデッキも設置しています。母屋の広間のテーブルと椅子は、庭の鑑賞・高齢者の負担を軽減するため低床として、
ゆったりとした時間を過ごして頂けるように工夫しています。この古民家は「こだまの杜（もり）」と名づけられ、入院患者さ
まや入所者さまの憩いの場として利用して頂き、
ゆっくりと落ち着いたひとときを過ごして頂いています。先日は、
この古民家「こ
だまの杜（もり）」で、地域交流カフェを行いました。地域の方々をお招きし、施設のスタッフから老人保健施設の役割や、
在宅で利用できる介護サービス、通所リハビリテーションの利用についてなど、お茶を飲みながらゆっくりとした時間の中で
お話をさせて頂きました。当施設は、今後も古民家「こだまの杜（もり）」を入所者さまのやすらぎの場として、また地域と
の交流の場としても活用していきたいと思っています。
老健おかやま
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待ちしております。
また、幹事会数回、総会２回開催し
て今後の老人保健施設について対策
を話し合います。

情報・広報（PR）委員会
委員長／山下 佐知子
６月１８日㈫〜１９日㈬の２日間、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２０１９〉
が開催されました。
岡山県老人保健施設協会も出展し、
ブースを構え、広報委員会のメンバー
で運営を行いました。今年度より、会
場が大展示場となり、会場スペースが
広くゆったりとした中、老健ＰＲ動画を
壁面に映写し、会員施設のブロック別
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、広報誌などをテー
ブルに設置しました。２日間で来場者
が２，
５００人あり、テーブルに設置した
パンフレット等はほぼ配布することが
できました。
また、岡山県老人保健施設協会か
ら福嶋啓祐理事がプライマリ・ケア学
会の立場で「最後まで自分らしく〜ア
ドバンス・ケア・プランニング〜」と
題してメインステージでセミナーを行い

ました。学生の参加も多い中、わかり
人生の最終段階における
やすくお話しされ、話題のモシバナゲー
医療介護を考える会
ムを取り入れて、自分や家族の人生
委員長／藤本 宗平
最終段階における医療・ケア及び意
平成３０年度、人生の最終段階にお
思決定などについて学ぶ機会となりま
ける医療介護を考える会では、第２５回
した。
岡山県介護老人保健施設大会をはじ
広報委員会では、年２回の老健お
め、介護サービス博覧会マッチングプ
かやまの編集、ホームページの管理
ラザ２０１８・セミナー、岡山県介護支援
等行っております。広報誌にこんな記
専門員協会北部ステップアップ研修に
事を特集してほしい、ホームページに
おいて講演活動を行いました。
掲載してほしい情報やご意見等ござい
また、今年度は大分県で開催される
ましたら、ぜひ広報委員までご連絡く
「第３
０回全国介護老人保健施設大会
ださい。
別府 大分」において、岡山県支部企
画の講演に参加する予定です。
（詳細
は本紙Ｐ４参照）
ＡＣＰ・人生会議のしくみや具体的な
方法など、老健における人生の最終段
階の医療介護を会員施設のみなさまは
じめ地域のみなさまへの普及啓発に努
めていきたいと思います。

老健の未来
〜 The future of ROKEN 〜
第１回

介護施設におけるICT・IoT・AIの活用
〜 クラウド型バックアップシステム 〜
施設内のサーバーのみでデータを管理している場合サーバーが破損するとデータをな
くしてしまう可能性があります。特に介護ソフトを使用している又は、一部書類をパソコ
ンで作成している施設では被害も大きなものになります。災害からデータを守るために
は施設から遠い場所に定期的にバックアップを取ることが好ましいとされています。
そこで、登場するのがクラウドストレージサービスです。このサービスは月額使用料を
支払い、
インターネット上にある HDD（ハードディスク）
や SSD（ソリッドステートドライブ）
に、データを保存しておけるサービスのことです。コールドストレージサービスもあり、
過去のカルテなどの利用頻度が少ないデータを取り出すときに料金が発生する代わりに
低価格で長期間、大容量のデータ保管をすることができます。これにより施設が直接
被害を受けた場合でもデータを紛失することはありません。注意点としてはサーバーダ
ウンによるデータの取り出しができなくなる場合や何らかの原因でサービス提供会社が
データを紛失してしますことが挙げられます。ですが２社のクラウドストレージサービスを
利用する、施設のＨＤＤと社外のクラウドの２重で保存するなどの対策をとれば防ぐこと

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

ができます。災害が発生する前にデータ紛失のリスクを軽減させる対策を検討してみて
ください。

介護老人保健施設 福寿荘

（イメージ図）

岡山県倉敷市中島831

介護老人保健施設福寿荘では、週２回リハ
ビリ専門医によるリハビリ回診を行っています。
入所者の全身状態を診察し、病気や年齢に
おける総合的な診断のもとに、的確な運動量
や運動方法と血圧や脈拍による実施基準を明
確化し、より効果的なリハビリの実施を目的とし
ています。入所早期にリハビリ回診を導入する
ことで、退所先の選択肢が増えスムーズな移行
が行えるように取り組んでいます。
また、音楽療法士を配置し、集団や個別の
音楽療法を提供しています。
音楽には心、体、社会性に働きかける力があり、
音楽療法ではその音楽を意図的に計画的に用
いて心身機能の維持・改善、生活の質の向上
を目指します。入所者は楽しみながら様々な活
動に挑戦して下さっています。
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