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老健おかやま

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）
吉田 有加里（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）
数田 純一（白梅の丘）
横山 尚平（さとう記念病院）
𠮷澤 　徹・林 　研郎（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）

【委員会メンバー】【編集後記】
COVID-19感染症第5波の荒波に
翻弄されている。3月からワクチン
接種が本格化しているが、依然と
して市井では姿を変えるウイルス
の方に分があるようだ。
ワクチン接種した高齢者の感染は
少なくなっているとのこと。しかし
油断してはならない。再々度気を
引き締めよう。また優先的にワク
チン接種した意義と我々の役割を
再考してみよう。

政策広報委員会
広報担当理事
藤本 宗平（老人保健施設 虹）
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岡山県老人保健施設協会
会長   秋山 正史
（老人保健施設 倉敷藤戸荘）

全国老人保健施設連盟

委員長　福嶋 啓祐
（いるかの家リハビリテーションセンター）

コロナが日本に上陸しはや１年
と６ヶ月が経ちました。最初は全
くと言ってよいほど情報がなくた
だ恐れるのみでしたが、次第に
その性質が分かり三密の回避な
ど感染対策が徐々に明らかにな
りました。そして人類の英知は、
有効率95％という、新しい技術
を用いたｍRNAワクチンを作り
出すことに成功しました。イスラ
エルやアメリカなどの先進地域
では昨年末より接種が始まり、
日本でも２月から接種が始まって
います。幸いにも介護老人保健
施設のご入居者やスタッフは早
い段階での接種対象者となり、
岡山県下の施設ではほぼワクチ
ン接種が終了し、十分な免疫が
出来るところまできています。そ
の効果で、高齢者の感染者や重
症者は大きく減少し、最近では
施設でのクラスター発生の報告
も聞かなくなりました。少し安堵
しています。しかしながら、ここ
でコロナ禍が終わるわけではあり
ません。最近ではアルファ株とい
う感染力の強い新手も登場して
きました。油断することなく引き
続き感染予防に努めていきたい
と思います。
この間に社会は大きく変化しま

した。EC（エレクトリックコマー
ス）はより進化し、多くの人がネッ

ト上で買い物をするようになりま
した。会議や学会もZoom会議に
代表されるようなオンラインに多
くが移行しました。皆さんの行動
様式も大きく変わったのではない
でしょうか？ しかし、生活する上
での本質的なところは変わって
いません。生活の基本は“衣･食
･住”と言われますが、コロナに
なったからと言って服を着なくな
るわけではありません。服を買う
方法が変わっただけです。食事
も然り。外食は激減しましたが、
食べるものが変わったり３食が２
食に減ったりはしていません。
家で食べるようになっただけで
す。旅行は自粛が続いています
が、代わりにネットで映画を見た
りゲームをしたりしていますよね。
コロナ終息後、生活の方法は、
“元へ戻るもの”、“戻らないもの”、
様々だとは思いますが、本質的
なところは変わらないのではない
でしょうか。
翻って私たちの仕事の本質は

「人としての本来あるべき生活・
無理のない自然な生活を支える」
ことにあると思います。今回のコ
ロナ禍がいつ終息するかはわか
りません。しかし、たとえそれが
いつになろうとも、私たちがする
べきことはおのずと決まっていま
す。人生の最後の段階でもその

人がその人らしく生活できるよう
に、またご本人だけではなくご
家族、そして提供する側の私た
ちも納得できるサービスを、これ
からも変わらずに続けていくとい
う根本的な部分は変わらないで
しょう。
まだまだ暑い日々が続いてお

りますが、会員の皆様のご健康
をお祈り申し上げますとともに、
引き続き感染予防対策に努めて
頂くようお願い申し上げます。

令和2年2月に全老健の東憲太郎

会長から指名され、全国老人保健

施設連盟（以下、老健連盟）の委

員長を拝命しました。全老健は公

益社団法人なので、政治的な活動

に多くの制限を受けています。そこ

で我々老健連盟が、全老健に代

わって老健施設に関わる政治的課

題に取り組む、という役割を担って

います。そして、現在は主に自民

党国会議員約170名が所属する「地

域包括ケアシステム・介護推進議

員連盟」（麻生太郎会長、橋本岳

事務局長）にご支援いただきなが

ら活動をしています。具体的には、

新型コロナウイルス感染症対策に

ついて、昨年5月に地域包括ケア

システム・介護推進議員連盟あて

に感染者受け入れや感染症予防の

ための費用支援の要望書を提出。

その後も関係国会議員に面会する

等して、介護施設への新型コロナ

ウイルス感染症対策支援の要望活

動を続けてきました。また、令和3

年度介護報酬改定に際しては、8

月下旬から各方面に要望活動を

行ってきましたが、令和2年12月1

日に開催された地域包括ケアシス

テム・介護推進議員連盟の総会で

は、当連盟の呼びかけで集まった

介護関係24団体により、介護報酬

プラス改定の要望書を麻生太郎会

長に手交することができました。今

回の介護報酬改定については、当

初、コロナ禍ということもあって「プ

ラスにはならない」と言われていま

したが、12月に入って流れが変わり、

最終的に0.70％のプラス改定となっ

たもので、これは政治的な動きが

大きく関与した結果だと言えるで

しょう。当連盟の存在意義は、ここ

にあるのです。さて、当連盟の運

営資金はすべて連盟会員からの年

会費で賄われています。会員はＰ

会員（老健施設開設者、管理者。

年会費1口10万円）、Ａ会員（老健施

設管理職。年会費1口1万円）、Ｂ会

員（老健施設職員、関係者。年会

費1口500円）の3種別ありますが、

今もっとも力を入れて皆さんにお願

いしているのはＢ会員の拡大です。

入会は申込書の郵送の他、ホーム

ページからの申込みも可能です。

岡山県内での会員数がある程度ま

とまれば、老健連盟の支部として

活動することができます。支部に

は老健連盟から活動費の補助も出

ることになっていますので、将来的

にはぜひとも支部設立を目標にし

ていきたいと考えています。

施設職員の方々におかれまして

は、介護の現場で政治に接する機

会は少ないとは思いますが、より良

い介護を提供するための制度を維

持する予算も、介護職員の処遇改

善のための財源も、すべて国会で

決まることです。そこに対して働き

かけていく老健連盟の活動は、ま

さに現場の人たちのための活動な

のです。そして、当連盟の会員数

が多ければ多いほど「現場の声」と

しての力は強く大きくなります。「数

は力」です。老健施設のため「戦う

老健連盟」に、皆様の力をお貸しく

ださい。

会長あいさつ 全国老人保健施設連盟委員長からのメッセージ

     

加藤官房長官を表敬訪問（R2.10.9）

菅首相を表敬訪問
（R2.10.9）

麻生大臣を訪問（R3.1.7）
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特集1

ぼくらとコロナの25日間の戦い
～あの頃 空を見上げることもできなかった・・・～

老 人保健施設やすらぎにおけるクラスターを経験して
老人保健施設やすらぎ　副施設長　田原 邦洋

〈コロナウイルス集団感染発生体験報告〉

岡山県老人保健施設職員相互派遣事業〈支え合い〉システム フォローアップセミナーより

【施設紹介】
法人母体は医療法人であり病院併設型の老健で
ある。母体である佐藤病院は新型コロナウイルスに
対し、昨年度より発熱外来を整備。またワクチン接
種の実施など地域に根ざした医療を提供している。
当施設は平成2年に開所し入所定員50名、通所
定員20名。老健施設の主たる役割である在宅復帰
支援に積極的に取り組み、平成25年4月より在宅
復帰強化型施設基準を取得し現在に至る。また在
宅への復帰だけでなく、その後の在宅療養支援、
ターミナルケアの実施など多職種協働し利用者支援
を行っている。
【コロナ感染発生の経緯と対応】
5月12日㈬職員2名のコロナウイルス感染陽性の
判明から行政による接触者健診の結果、5月15日

㈯入所者2名の陽性が判明しました。その後、接触
者健診を繰り返し、合計入所者5名、職員4名の感
染となりました。
岡山市内37例目のクラスターと認定を受け、県
のクラスター対策班と保健所による、感染対策、収
束に向けた取り組みの助言と指導をいただきまし
た。
5月27日㈭4度目の接触者健診の結果、対象者
全員の陰性を確認。最終判明した陽性者との接触
者の健康観察期間を6月4日で終了し、6月5日㈯収
束となりました。
陽性となった利用者様5名の容態は幸い重症化
することなく、感染隔離終了し通常の生活に戻るこ
とができました。職員4名も陽性判明後、自宅療養
を経て概ね10日後に仕事復帰となりました。

【コロナウイルス集団感染を経験して感じたこと】
医療機関への転院が困難であったこと
5月15日当時、岡山県内コロナ感染第4波のピー

クであり、病床使用率は80％を超えていました。陽
性となった利用者様の内1名はSPO2の低下、呼吸
器症状も見られ酸素投与の実施を行う状況であっ
たため、保健所を通じ医療機関への転院を要請。
しかしながら医療機関への受入れは困難との返事で
した。陽性者の対応を施設内で行うこととなり、発
症から1週間は看護師2名を専従配置し懸命な健康
管理を24時間体制で行い対応。その他、利用者
については幸い重症化すること無く経過しました。
治療が必要な利用者がいたとしても医療機関への
入院ができないことは、想定外であり強い不安を抱
きました。
目に見えないウイルスとの戦いによる不安
陽性となった職員のうち3名は、陽性判明時まっ
たくの無症状でした。感染経路が見えない利用者
の陽性判明もあり、潜伏期間が長く静かに感染を
広げている印象でした。それにより、「次は自分が感
染してしまうのでは」と不安を募らせる職員もいまし
た。県のクラスター対策班（OCIT）の方からの指導
の中、ウイルスが皮膚から浸食して感染することは
ない、目・鼻・口の粘膜にウイルスが付着すること
で感染する、そのため手指消毒の徹底と目鼻口を
ガードする、コロナウイルスを過度に恐れるだけで
無く正しい知識と正しい情報をもとに冷静に対応し

ていくことが必要である、と感じました。
局地的に発生している災害
コロナウイルス感染が発生しクラスターとなると、
そこはまるで災害の被災地の様子、日常が一変し、
老健入所療養棟は職員以外の行き来は閉鎖され、
入所者は皆、部屋から出られず、入浴も出来ない日々
が続きました。新たな陽性者の報告がある度、先
が見えなく、途中まで進みかけた「すごろく」が振り
出しに戻るような状況。しかし、一歩外に出れば、
何事もない日常を過ごしている人々がいる（外食、
家族で買い物等…）。一方的に疎外感を感じてしま
うほど、精神的に病んでしまう時期もありました。
そんな中、併設病院看護部長からやすらぎ職員
へ伝えてくださった言葉、
「必ず終わりが来るから…医療、福祉に携わる者
の使命と思ってがんばりましょう」
その言葉を受け、利用者さまの生活を支えなくて
は、どうなる。投げ出したり、逃げ出したりしている
場合じゃない。人の生活を支える誇り高い重要な役
割を担っていることを再認識いたしました。
現実を受け止め、今ここにいる利用者様の安全と
生活を支援していくこと、それが我 の々使命…
【まとめ】
今日現在（7月28日）、新規感染者数が増加傾向
にあり第5波を向かえようとしている。何気ない日常
は、かけがいのないものです。当施設の体験報告
が何か参考になればと思います。

岡山県玉野市築港5-16-25

岡山赤十字 老人保健施設 玉野マリンホーム

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

当施設では、数年前から行事やお祝い事の際にウクレレの音が響くようになりま
した。担当しているスタッフは4名。楽器経験はほとんどなく、齢40を前にしての
挑戦でした。はじめは半年ほど前から練習を積み披露していましたが、今では1カ月
ほど（一番下手な私は…）で披露できるほどに腕前が上がってきています。ただし、
楽器の音より歌の声が大きいとの噂もあります。年々、音楽の輪も広がり、ウクレレ
だけで始まった会も昨年は『ウクレレ』『キーボード』
『エレキギター』『ベース』『チェロ』『バイオリン』に
『大正琴』と様 な々楽器が音を奏でています。この
ままだと「マリンバンド」が結成されるのも近いかと。
あっ、伝えたかったのはマリンバンドではなく、
マリンホームには新しいことにも挑戦していくス
タッフがそろっていることです。これからも新しい
老健の形を目指し進んでいきます。皆さん、玉
野マリンホームを宜しくお願いします。
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特集2-1

A氏の状況 院内における対応 保健所からの
指示時　間

入院当日

入院2日目

　　　入院3日目

　　　入院5日目

　　　入院6日目

　　　入院12日目

　　　入院13日目

多床室に入院

隔離病室（個室）に
移室

濃厚接触者

及び接触者

の調査

PCR検査

実施計画

PCR検査実施

陽性が判明

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

紹介元の施設より当院夜勤看護師に
電話で「入所者から新型コロナウイル
ス陽性者があった」と連絡を受ける

看護師は、紹介元の施設にＡ氏の陽性
者との接触状況を電話で確認後、法人
COVID-19対策本部長に緊急電話
して指示を仰ぐ

A氏に経緯を説明し隔離病室（個室）
に移室の同意を得る

感染患者対応（管理）に準じPPE装着
し看護、介護を開始

保健所へ連絡

調査結果を保健所へ報告
濃厚接触者…なし
接触者…他の患者7名
　　　　職員30名

法人内における情報共有

安全となる期間までの入退院の停止を決定

他の患者の家族に経緯等を電話で報告

ホームページのコンテンツを作成

外部関係事業所（居宅介護事業所、病
院等）に電話で報告することを決定

接触者とされた他の患者7名と職員30
名のPCR検査実施

他の患者、職員全員陰性との結果

接触者とされた患者7名のみ再度検査

他の患者全員陰性との結果

隔
離
体
制
を
維
持

クラスターが発生することはなかった

良かった点 反省点
●

●

●

●

●

●

●

●

紹介元施設からの情報が速く患者隔離等
が入院当日にできたこと
陽性判明直後にゾーニング、病棟閉鎖、
保健所への報告ができたこと
指示での検査計画、家族への通知、ホーム
ページへの発信など24時間以内にできたこと
職員の健康チェック、手指消毒、PPE等の
徹底ができたこと

入院時、抗原/PCR検査を行って
いなかったこと
いったん多床室に入院したこと
多床室での患者を転棟させたこと
コロナ禍であったにもかかわらず
患者4名を密の状態で食事介助
していたこと

岡山県老人保健施設職員相互派遣事業〈支え合い〉システム フォローアップセミナーより
特集2-2

岡山県老人保健施設職員相互派遣事業〈支え合い〉システム フォローアップセミナーより

ＣＯＶＩＤ‐１９ 院内感染を防ぎ
クラスター回避ができた事態を振り返って

わたしたちのＣＯＶＩＤ‐１９
ワクチン接種事業

ワクチン接種記録システム（VRS）からのデータより、わが国のワクチン接種状況（7月27日時点）は、
総人口のうち2回接種は26 . 3％、65歳以上2回接種は70 . 0％と報告されています。
VRSに未入力も多く、それ以上接種済みと推測されます。第5波に入っていますが、

高齢者の感染例や医療介護施設のクラスターは減少傾向にあり、これはワクチン接種の効果ではないかと考えます。

病院のクラスター回避の経験とわたしたちのワクチン接種事業

入退院や外来業務は通常通り行われいつもと変わらない日々であったが、その日は突然訪れた。
それは、入院した患者が入所していた施設からの「コロナウイルス陽性者が出た」という連絡だった・・・

わたしたちの経験から得られた今後の課題
わたしたちの病院では、本年3月11日から7月27日現
在まで5,061回のワクチン接種を行ってまいりました。そ
の経験から得られた集団接種、個別接種、巡回接種、
職域集団接種における今後の課題を示します。
①感染対策
②ワクチンの安定的供給
③ワクチンの適正な管理
④接種チームの育成とマネージメント
⑤緻密な接種スケジュールを立てる
⑥待機時間での安全な接種者管理
　（特に若年者の血管迷走神経反射）

⑦アナフィラキシー・ショック対策　
⑧副反応対策（24時間電話相談）
⑨市町の集団接種への協力（チーム派遣）
⑩地域住民への啓発活動

ワクチン接種後の若年者の血管迷走神経反射について
今後は、ワクチン接種者の年齢層が下がって来ます。

そこで「ワクチン接種後の若年者の血管迷走神経反射」
を理解する必要があります。

注意すべき対象：女性の報告が多いが、男性も少なくは
ない。10歳以上、注射への恐怖心が強い人、起立性
調節障害（体位性頻脈症候群も含む）を有する人。

主な症状：顔面蒼白、全身の冷感、血圧低下と徐脈、
失禁、失神または意識消失。

鑑別：アナフィラキシー（循環器症状のみではアナフィラキ
シーとならない）。
好発時間：長時間立位を持続した時。特に暑い時期。海
外の報告では、接種後5分以内が52.2%、15分以内が
69.6%とされる。

機序：痛み、恐怖、興奮などに引き続く血管迷走神経反射。
処置：下肢を軽く挙上し安静臥床させる。必要に応じて輸
液や酸素投与を行う。

予防：米国ACIP（予防接種諮問委員会）は、接種後15
分は椅子に腰掛けるか、体を横たえる。また、接種に際し、
出来る限り不安の除去や疼痛対策を行うよう勧告してい
る。失神をおこす恐れがある場合には、あらかじめベッド
に臥床の上で接種する方法がある。接種後30分は座っ
て体調の変化を観察してから、帰宅することが望ましい
と考える。
＜日本小児科学会予防接種感染対策委員会 声明からの引用＞

英国、米国からの報告で初回接種時に血管迷走神
経反射などの非アレルギー性反応を示した者について
も、２回目の接種を受けることができると報告されていま
す。よって、1回目のワクチン接種の際、本症状を経験
した人には、2回目を忌避しないよう説明と理解の上、
対策を講じることにより予定通り接種できるということで
す。

ワクチン接種後の若年者の血管迷走神経反射への対策
①若年の接種者に事前の本症に関する情報の提供
②接種前後の待機中の環境の整備
　（空調、換気、リラクゼーションのためのBGM、動画の投影等）

③接種後待機時間での背もたれ付き椅子の配置（間隔）
を考慮
④プライバシーに配慮した救護エリアに臥床可能な
ベッド、ソファーを準備
⑤移乗に力が必要であることもあり人員の確保
⑥毛布、タオルケットの用意　
⑦下肢の挙上のため足枕の用意　
⑧血圧計、輸液、吸入用酸素　
⑨アナフィラキシー対応救急セット（エピペン等）

⑩インカムの活用
　（1対複数人でタイムリーに音声でやり取りが可能）

老人保健施設に勤務する医師、看護師は地域貢献
のため、積極的にワクチン接種チームに参加していただ
きたいと考えます。

一般財団法人共愛会 理事長 ／ 老人保健施設虹 施設長 ／ 医師　藤本 宗平

接触者対策

他の患者7名
A氏と同室の患者3名は同室を
レッドゾーンとして隔離
管理する医療者はチームを作
り、PPEを装着する
食事を共にした患者4名は、
同フロアーの多床室（4人部
屋）をレッドゾーンとして隔離

●

●

●

職員30名
全員がフェイスシールドを装着
頻回な手指消毒
行動範囲を制限
フロアー間の移動制限
個食
他人に感染させるかもしれない
行動の自粛等を徹底

●

●

●

●

●

患者（A氏）概要

DATA

POINT

入院時の抗原/PCR検査施行
迅速な情報共有
密の回避
感染防止対策の徹底

80歳代
認知症あり、施設に入居。
腰痛、股関節痛を主訴で来院。
骨折は否定的で、疼痛治療目的
で入院となる。
多床室（4床）へ入院。
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第1波後に実施した昨年のアンケートと同じ問い（問1～問7）と第3波、第4波を経験したことによる老健施設での変化に
ついてアンケートを実施しました。昨年と比較してどのような感染対策が強化されたのか？ 第3波、第4波をどのような対策で

乗り越えたのか。第5波への感染対策は？ ぜひ、ご一読ください。
【 回答施設：全79施設中37施設 ／ 回答率：47％ ／ 期間：令和3年6月24日～7月7日 】

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」に関するアンケート

問1　休業や短縮、利用中止をした事業はありますか？ また、その事業の種別と期間を教えてください。

問2　施設運営において、新型コロナウイルス感染症の影響があった事項はどれですか？ （複数回答可）
問8　コロナウイルス感染症の流行前後でサービス内容にどのような変化がありましたか？

感染症対策用品の不足および支出増
利用者の減少

在宅復帰率の低下
風評被害があった
職員確保が困難

その他

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」に関するアンケート

していない
1週間程度
2週間程度
3週間程度
1ヶ月程度
合　計

入 所

100%
0%
0%
0%
0%

97%
0%
0%
0%
3%

短期入所

96%
0%
2%
0%
2%

82%
3%
6%
3%
6%

通所リハ（予防通所）

94%
6%
0%
0%
0%

94%
0%
3%
0%
3%

訪問リハ
2020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021

37施設 35施設 33施設 19施設

100%
0%
0%
0%
0%

100%
0%
0%
0%
0%

完璧に行えた
概ね行えた
やや不十分
不十分

問3 職員の健康管理

34%
64%
2%
0%

32%
68%
0%
0%

問4 職員の感染予防策 問5 利用者の健康管理

16%
82%
2%
0%

27%
73%
0%
0%

16%
82%
2%
0%

22%
78%
0%
0%

問6 利用者の感染予防策 問7 施設の感染予防策
2020 2020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021 2021

9%
61%
25%
5%

11%
77%
13%
0%

11%
59%
30%
0%

24%
73%
3%
0%

■していない
■1週間程度
■2週間程度
■3週間程度
■1ヶ月程度

■感染症対策用品の不足
　および支出増
■利用者の減少
■在宅復帰率の低下
■風評被害があった
■職員確保が困難
■その他

前回のアンケートでは、多数の施設で利用制限の措置を行ってないことが分かったが、今回の結
果から、入所制限をかけている施設が増加していた。前回よりコロナの感染率が上がってきたた
めだと思われるが、大きな増加ではない事から各施設の感染症対策が結果に出てきているのでは
ないだろうか。

考 察

前回と割合的にはほぼ一緒の結果となった。7割の施設が完璧に感染対策を行えていないとわかっ
たが、概ね行えた割合が少々減少し、完璧に行えた回答は少々増加している。前回よりは感染症対
策ができている施設が増えた結果となった。コロナ感染症が長期化するにつれて感染対策も最適化
されていき割合がもっと増えてくると予想していたが、実際に際立った数字にはならなかった。長期
化することによって、ストレスにより緩和を望む声が多いのも影響があるのではないだろうか。

考 察

問3　職員の健康管理について、出勤時の体温測定などに関しての対策はどうでしたか？

問4　職員の手指消毒、手洗い等の接触感染予防に関しての対策はどうでしたか？

問5　利用者の健康管理について、毎日の検温、発熱者のモニタリング（表などで見える化等）
　　  感染の早期発見のための情報共有等に関しての対応はどうでしたか？

問6　利用者のマスク着用、手指消毒、手洗い等の飛沫、接触感染予防に関しての対策はどうでしたか？

2021

2020

97%

3%

100%

2021

2020

94%

3%3%

94%

6%

2021

2020 100%

100%

2021

82%

6%
6%
3%

3% 2020

96%

2%2%

入所 短期入所 通所リハ（予防通所） 訪問リハ

45%
32%
15%
3%
3%
3%

35%
33%
19%
5%
8%
0%

2020 2021 2021

2020
35%

33%

19%

5% 8%

45%
32%

15%3%

問7　手すり、家具等共有物の消毒、換気、3密防止等の環境管理に関しての対策はどうでしたか？

2021

2020 32%

68%

34%
64%

2%

2021

2020 27%

73%

16%
82%

2%

2021

22%

78%

16%

82%

2020
2%

2021

59%

11%
30%

9%

61%
25%
5%
2020

2021

73%

24%
3%
2020
11%13%

77%

■完璧に行えた
■概ね行えた
■やや不十分
■不十分

問3 職員の健康管理 問4 職員の感染予防策 問5 利用者の健康管理 問6 利用者の感染予防策 問7 施設の感染予防策

美作市江見280

作東老人保健施設

作東老人保健施設には名物があります。お花見や敬老会などの施設内行事や地域のお祭りに出
没する老健名物、それは“栗まんじゅう”です。きっかけは利用者さんに何か楽しいことを、という職
員の思いからでした。試行錯誤を繰り返しながらスタッフもグングン腕を上げ、今では名物になるまで
になりました。栗まんじゅうを焼く日は、屋台の準備から始まります。栗型の鉄板を用意しガスをつけて
温める。生地を流せば甘いにおいが周囲に漂い、屋台の周りにも利用者の姿がちらほら。「美味しそ
うじゃなぁ」、「上手じゃなぁ」など、褒められればますます腕が上がります。餡も粒あん、白あん、カスター
ドなどその時 で々変わります。最近はコロナの影響もあり出番がないですが、名物“栗まんじゅう”復活
の日を楽しみにしています。機会があれば皆さんもぜひ食べてみてくださいね。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

●

●
●
●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●
●

入所時、SS利用時に、５日間の個室隔離と抗原検査を必須とした
感染対策が徹底できたので発熱等の利用者様の数が減り受診件
数が減った
利用者のご家族とのコミュニケーションの低下があった。
集団での体操やカラオケをやめた。代わりに映画鑑賞会を増やした。
集団的な活動の頻度が著しく減った。
利用者の減少及び感染への不安より、積極的な在宅復帰支援に
躊躇するようになった。
施設行事や地域貢献活動の自粛、新規利用者（県外）の制限、
感染リスクに備えるため通常業務以外の業務負担や精神的ストレ
スが生じる。　
感染対策に職員の仕事量が増えた
利用者に対するサービス提供には特に変わりがないが、面会中止
が長期化しており、ご家族に対する情報伝達に配慮している。
サービス内容の変更は行わなかったが、利用者間の間隔は確保す
るようにした。
オンライン面会の実施
リハビリを行う場所の制限。昨年度一時的に新規入所者の制限を
実施。
感染対策を徹底して行った。密を避けるため集団での行事は控えた。
利用者と家族との時間が少なくなった。
外部との接触が少なくなり、交流が無くなりました。
レクリエーション、食事等で三密にならない様に対策を取った。
感染予防のための利用者に対する対策、啓発。
ご利用者はもちろん、職員、職員の家族、訪問者などの健康管理
にも配慮した。

●
●
●

●

●
●
●

●

●

●
●

●

●
●

●

家族との面会制限、外出の制限、地域行事ができない
集団で行うレクリエーションが、縮小・中止となった。
サービス内容に大きな変化はないが、ご家族様との交流が全くで
きなかった
感染対策の為一方向での着席等の為レクリエーション等の内容を
変更
屋外リハビリテーションの実施の減少（屋外歩行の減少）
面会制限のため、リモート面会の導入をした。
利用者と家族の面会の禁止や施設内の行事等の中止があいつい
だ。
家族面会の制限。各階の利用者交流機会の減少。ボランティア
受け入れの制限。
入所中の方の面会を制限したり、外出、外泊を制限したりと家族
との関わりができなくなった。また、外部の方を招いての行事もで
きなくなり、ご利用者の楽しみの場が減った。
家族面会、外出等の制限が続いている
面会制限をかけた事で利用者の活気が低下した。それに伴い、レ
クなど工夫して行い気分転換できるように努めた。
外出行事・イベントの中止、ボランティアによるレクリエーション（趣
味活動）活動の中止
外出行事やボランティア等の受入がなくなった。
通リハに関して、1日の利用人数の制限（ソーシャルディスタンス確
保のため）
特に変化なし

利用者様の活動（レクリエーション、行事等）や家族との交流が制限又は禁止にしたという内容が最
も多かった。利用者の安全を優先しているように見られる。感染症対策をしていく中で、いかに利用
者の活気を低下させないようにしていく工夫を見つけていくことが求められているのではないだろうか。

考 察
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「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」に関するアンケート 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」に関するアンケート

4年前より、リハビリテーション科専門医師が週1回勤務しています。入退所
前後訪問は他職種でほぼ毎日のように自宅訪問をしていますが、リハ医の先生
が時には同行され「暮らし」の視点から評価・指導をされます。「暮らし」での
課題を明らかにし、入所中のリハビリやケアに活かして退所時のゴールに繋い
でいます。また、装具の作成・調整も可能となり、リハ医の先生による家族
面談も説得力が加わることで、在宅復帰支援の大きな力となっています。在
宅復帰率は60％以上を維持し、3か月後にまた、「リハビリ合宿」（全老健　東
会長のことばを引用）と言われる再入所への期待も大きくなりました。その推
進力・貢献度は計り知れません。いつもパワフルで優しい先生、老健あかね
の自慢です。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

問10　コロナ禍でどのような手段を使って人材確保を行いましたか？

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

ウェブ面接の実施
現在はほぼ充足しているので、ハローワーク求人のみを掲載してい
る。
同法人内の他部署より人材の確保を行った。
知人などの紹介
退職者の補充はできなかった。
コロナ禍に拘らず人材紹介が強い。
ハローワーク・ホームページ
既存職員の勤務時間を調整（時間外）
法人内での人事異動及び応援
紹介会社

●
●

●
●
●
●
●
●
●

人材確保できていない
直接、求職の為の見学などができにくくなったが、感染状況を見
た上で感染対策を講じてできるだけ希望者には応じた。
紹介会社の利用や派遣職員採用により、増員。
職員、職員家族の体調管理の徹底を依頼して予定外休暇の削減。
人材紹介会社を通じた人材確保を行った。
業者とハローワーク
ホームページ、ハローワークへの案内の充実
大きな人材不足はなかったが、法人内で調整した。
特になし。従前と変わらず、ハローワーク、職員紹介、紹介会社
等による

問9　コロナウイルス感染症の流行前後で実績にどのような変化がありましたか？

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●

●

特にないが、５日間の個室利用条件により、SSをキャンセルされる
事例はあった
通所リハビリでは前年比1割減程度の影響があった。
ショートステイ、通所リハビリの利用者が1割程度減少した。
大きく変化はないが、利用者の減少は多少みられる
感染対策用品等の不足や購入に際しての支出が増加し、さらには
お客様が地域の状況や情報により利用を控えることが頻回となり実
績の著しい減少がみられた。
施設の稼働率の低下
通所系利用者数減少
緊急事態宣言発令地域在住者と利用者の濃厚接触による利用控
え（利用者側からの利用控え）
入所利用者減。
流行後の方が大幅に減少した。
通所の稼働率は低下しました。
入所・短期入所ともに、入退所がスムーズに行かなくなった為、
減収・在宅復帰率・回転率が低下した。
入所の入退所が鈍くなった。（在宅に帰れない。新規入所者の減
少。）通所の利用低下（感染時期の利用控え。新規通所者の減少。）
稼働率の低下

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●

●
●

通所リハビリの利用者が減少している。
デイケア利用者の減少
在宅復帰率とベット回転率が減少した
収入減少
近い地域での発生数が多くなるとこちらから明確な制限はしないが、
注意喚起した結果で利用控えが発生し、通所・短期入所共に利
用者数が減少した。入所者についても制限はしていないが、様子
観察等で入所日が遅れるなどの影響があり数としては減少した。
利用者数の減少に伴い、収益も減った。
通所リハビリでの利用者の減少や利用中止に伴う減収。
実績は、少し落ちている。
入所、短期入所の休業による利用者減と減収。通所は利用者側
から感染を懸念して欠席される方がありました。
短期入所は、予定していた利用を中止しなければならない期間が
あり、実績が落ち込んだ。
休まれる方は比較的少ないが、新規利用の動きが少ない
入所については特に影響はないが、通所で若干稼働が低下した。
下がっている。
主に通所利用者の利用中止による収入減少
利用実績には特に影響や変化はない。

入退所がスムーズにいかなくなった、通所利用の低下と回答が多かった。一方で変わってないと
回答も複数あった。介護老人保健施設は地域の中間的な役割の施設のため、多くの関係者と関
わることが多くなる。連絡手段や対応が感染症対策によって変わったためスムーズな連携が取れず、
実績が下がった一つの要因ではないだろうか。

考 察

従前と変わらないといった回答が多かった。また、ハローワークを利用されているところも多かった。
感染症対策をしっかり行えば、大きなリスクなく人材確保はできるのではないだろうか。

考 察

問11　利用者、施設従事者のコロナウイルスワクチン接種後と接種前とを比べて、面会の規制緩和をどこまで考えられていますか？

タブレットやスマートフォン等を使った間接的な面会
パーテーションやガラス越しでの対面による面会

面会の禁止
制限の全面解除

その他

18
14
5
0
8

制限の全面解除については回答した施設では一つもなかった。また、コロナワクチン接種後も5
件面会禁止としている施設があることや直接の面会と答えた施設がないことから、ワクチン接種後
の動きとしてはまだ対応を大きく変えていない施設が殆どのように見て取れる。今後、ワクチンの
接種率が上がった際にどうなっていくのか見ていきたい。

考 察

18
14
5
0
8

0 10 20施設数

問12　利用者、施設従事者のコロナウイルスワクチン接種後と接種前とを比べて、外泊・外出の規制緩和をどこまで考えられていますか？

引き続きどちらも禁止
外出のみ可

制限の全面解除
外泊のみ可
その他

26
4
1
0
7

引き続き外出も外泊も禁止の回答が多数だったが、個別検討や緩和を考えている施設も少なくな
い様子が見られた。問9と同じになるが、ワクチンの接種率が上がった際に実際にどうなっていく
のか見ていきたい。

考 察

26
4
1
0
7

0 10 20 30施設数

問13　各種サービス利用にあたって、どのタイミングで、PCR及び抗原検査を実施しましたか？

利用開始時
利用中定期的に

何らかの症状があった時
医師の判断により適時

しなかった
その他

6
0
13
20
12
0

利用者に感染したかすぐに気づくことによって、迅速に対応することができるため、定期的にPCR
検査を受けられる環境になっていくことが必要なのではないだろうか。しかし、何らかの症状があっ
た時と医師の判断によりという回答が多数であった。入所時や定期的に行っていく施設は少ない
ことも分かった。現状、PCR検査を複数回受ける体制や制度が整っていないことが見受けられた。

考 察

6
0
13
20
12
0

0 10 20 30施設数入　所

利用開始時
利用中定期的に

何らかの症状があった時
医師の判断により適時

しなかった
その他・通所サービスは実施していない

3
0
12
12
15
3

3
0
12
12
15
3

0 10 20施設数通　所

倉敷市水島東千鳥町1-60

老人保健施設 老健あかね
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令和3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

事務局だより

岡山県老人保健施設協会　委員会活動について

令和2年3月23日開催の総会にて、岡山県老人保健
施設協会の新組織図が議題として提出され、会員施設
の皆様に承認をいただき、令和2年4月1日より現体制
がスタートしております。
具体的には、老健としての5つの使命に会長をはじめ

とし全ての会員はその目的達成のために献身的に活動
を行なうことを岡山県老人保健施設協会の理念として
改めて掲げるとともに、これまで6あった委員会が「学
術委員会」「危機管理員会」「政策広報委員会」の3委
員会にまとめるとともに、「会長直轄事業」を「特別委員
会」として再編し、近年の介護人材不足に対応するた
めの「施設における人材確保・育成に関する検討会」、
新型コロナウイルス感染症等の感染症対策に迅速に対
応するために「感染症対策本部」が新たに設置されてお

ります。
令和2年度の活動においては、当面は再編前の各委
員会活動を行ないながら1年間を移行期間とする予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、残
念ながら各委員会活動が行えない状況となりました。
今後は新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、
組織図に基づいた活動を進めてまいりたいと思います。
また、会員施設の皆様から、委員会名簿の更新や担
当委員会の変更・再編成、担当期間の創設等について
さまざまなご意見をお聞きしております。協会としてもこ
れらの貴重なご意見を今後のより良い委員会運営に生
かしていきたいと考えておりますので、引き続き、ご意見・
ご要望等がございましたら、事務局までご連絡ください
ます様よろしくお願い致します。

令和3年5月22日㈯14時より、令和3年5月16日 岡
山県の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受
け、会場を岡山県国際交流センターから岡山県医師会
館三木記念ホールに変更して、特別講演会及び総会が
ハイブリッド方式にて開催されました。
はじめに、秋山会長の挨拶があり、開会となりました。
次に来賓挨拶として、岡山県医師会　松山正春会長に
ご挨拶をしていただきました。
 特別講演は、江澤和彦理事より、「新型コロナウイル
ス感染症対策の進化と科学的介護の推進の動向」と題
してご講演をいただきました。新型コロナウイルス感染
症と今後の科学的介護の推進について最新情報を大変
わかりやすくお話して頂き、知見を深めることができま
した。
引き続き、総会が出席52名（書面表決、委任状を含
む）にて開催されました。
第1号議案、令和2年度事業報告、第2号議案、令

和2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、新規加入社員（介護老人保健
施設　はるか）の承認、第4号議案である裁定委員3名
の選任がなされ、第5号議案である令和3・4年度を任
期とする会長及び理事、監事の改選について宮本選挙
管理委員長より報告がなされ、すべての議案は異議な
く原案通り承認可決されました。
総会終了後、新役員による臨時理事会が開催され、
互選の結果、副会長に鍛本理事、薮野理事が引き続
き選任されました。
最後になりますが、コロナ禍において、たくさんの会
員の皆さまのご協力により、ハイブリッド方式による令
和3年度第1回総会が無事終了できましたことを厚く御
礼申し上げます。新しい体制とコロナ禍での船出となり
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。

岡山市東区吉原247-1

介護老人保健施設 日立養力センター

日立養力センターでは、例年７月第４土曜日に老健施設及び運営法人の
岡山西大寺病院、岡山西大寺病院付属中野分院の３事業所合同の夏祭り
を「西大寺ふれあい夏祭り」と称して、当施設で盛大に開催しています。過
去には俳優・歌手の杉良太郎様や歌手の八代亜紀様・新沼謙治様などもボ
ランティアとしてお越しいただき、当施設の利用者様やご家族などはもとより、
西大寺地区にお住まいの方 か々らも毎年期待をされているイベントになっています。
一昨年は、西大寺地域の「会陽太鼓」の皆様や岡山学芸館高校の合唱部の学生
様など西大寺地域で活躍さてれている多くのアマチュア音楽サークルなど多数の
参加をいただき盛大に開催いたしましたが、昨年より蔓延している、新型コロナ
感染症の影響で、今年も開催を中止することとなり、利用者様や地域の皆様から
のご期待に添えない状況となり、一刻も早く新型コロナ感染が終息し、来年こそ
は皆様のご期待にお応えしたいと職員一同願っています。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

① コロナに物申す　
② 好きなこと（もの）を教えます！　
③ 2021年〇〇な年にします！！

アンケート項目

アンケートモ～ゥ
コロナは

たくさんっ！
正しく恐れてコロナ

を退治！

2021年
こそ、

ウッシッ
シと

笑える
年に…！

☁備中荘
匿名希望
［女／昭和48年生］
③休みの日には外出してウィンドウ
ショッピングを行っていましたが、今で
はできるだけ外出を控えてSNSで情報
を得て楽しんでいます。自宅時間が長く
なっているので、2021年は充実した時
間を過ごす為に断捨離にチャレンジし
ます！
匿名希望
［女／昭和48年生］
②大切な友人達と美味しいものを食べ
て、美味しいお酒を飲みながら共通の
話を尽きるまで（尽くことはあまりありま
せんが）話をしてストレス発散することで
す。そして年に1度は、私の癒しの街、鎌
倉へ娘と旅行に行きパワーをもらってく
ることです（今年はコロナで行けません
でしたが）。
T.K
［男／昭和60年生］
②私は幼少時から読書が好きです。読
む本は小説が主でしたが、三島由紀夫
の『古典文学読本』を読んで以降は古
典を読んでいます。古典は読むことが難

しいと思いますが、新潮日本古典集成
のように現代語訳があれば読むことが
できます。今まで読んだ古典は『新古今
和歌集』や『枕草子』等を読んできまし
た。今読んでいる本は『源氏物語』です。
日本文学の最高傑作と言われていて、
とても面白い本です。皆さんも是非読ん
でみてください。
匿名希望
［男／昭和24年生］
②河口付近に生まれた私は、幼い頃か
ら魚釣りに興味を持ちハゼ釣りから始
まり、渓流釣り、鮎釣りからチヌ釣りにと
春夏秋冬ターゲットを代え一年中釣れ
る魚を追い求めています。
　最近では瀬戸内海、日本海の船釣り
に移行して楽しんでいます。魚釣りは忍
耐を必要としますが、その日の潮、風、
仕掛け、餌や運によって釣果が大きく
左右されます。
　「たかが魚釣り、されど魚釣り！」
魚釣りは奥が深い遊びですよ！釣った
獲物は、もちろん私が捌き近所へおす
そ分け！！これからも私の身体が元気で
ある限り魚釣りと云う趣味を楽しみ続け
たいと思います。

来年こそは！！

〈お知らせ〉

第42回
全国デイ・ケア
研究大会 2020～2021
in 倉敷
【会 期】
2021年9月3日㈮・4日㈯
【会 場】
倉敷市芸文館
【開催方式】
ハイブリッド方式・オンデマンド方式
〈公式HP〉
https://42daycare-kurashiki.com

大会事務局

医療法人福嶋医院
介護老人老人保健施設いるかの家
リハビリテーションセンター内

＊お詫び＊
老健おかやま2021冬号に一部漏れがあったため、夏号に掲載させていただきました。
謹んでお詫び申し上げます。
みなさん2021年も半分経ちましたがウッシッシと笑える年をお過ごしでしょうか？
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老健の未来
～ The future of ROKEN ～

科学的介護情報システム LIFE

第5回

これまでCHACEやVISITを運用していましたが、この度の介護報酬改定にてLIFEと呼
ばれるこれらの情報を一体的に運用していくシステムが構築されました。LIFEは基本とな
る「科学的介護推進体制加算」だけでなく、各種加算にLIFEの活用が要件として含まれ、
該当する情報を算定翌月の10日までに情報を提出すること、LIFEからのケアの改善に関
するフィードバックを受けてPDCAサイクルを回すことが挙げられています。
LIFEは現状データの提出方法が2パターンあり、①紙カルテで運用している、介護記録

ソフトがLIFEに対応していない場合、厚生労働省のLIFEのサイトで直接入力する方法②
介護記録ソフトにて作成したデータをCSVファイルとして出力し、LIFEのサイトにアップ
ロードする方法があります。①の場合であればLIFEのサイトから入力したデータを計画書
の様式で印刷できる機能があります。②であれば普段の記録からデータが作成できるため、
作成の手間を考えると介護記録システムを活用するほうが良いと思います。ですが、介
護記録システムによっては全くLIFE関連の情報を出力できないものや、利用者情報と、
一部加算様式のみ出力できるもの、すべてのLIFE項目に対応しているものと製品により差
が出ています。
パソコンさえあればどのような事業所でもLIFEのデータ提出を行うことができますが、
記録時間が増え残業時間が発生したり、LIFE管理のための時間が必要になったり、業
務内容を見直す必要があり、算定に対するハードルが高い印象があります。特に利用者
ごとの情報提出のタイミングを最初は揃えていても徐 に々ずれていくかと思います。異なっ
た月に情報を提出するための管理や、毎月情報を提出する手続きがあること等、負担が
大きくかかる要因になります。チェック表や介護記録ソフトを活用し施設全体で加算を算
定していくといった必要があります。また、うっかり情報提出ができていなかった利用者が
いた場合など、全体の算定に影響するためチェック表や介護記録ソフトを活用するなど
事業所全体でのエラー防止の取り組みが必須になります。
初回提出をされた事業所は最初の利用者登録から各加算の様式提出を手入力で行わ

れた事業所が多いかと思います。私の勤めている事業所においてもシステムの対応が遅
れており、介護記録システムの一部しかLIFEに対応しておらず、残りの加算様式の対応
を待っている状態です。その際、各職員の記録に遅延が発生しないよう、パソコン台数
の確保、タブレット端末の整備等、法人内のインフラを拡充しています。
詳しい要綱は出ていませんが、岡山県では今年度もICT導入補助金を予定されており、

パソコンやタブレットの設備投資、介護記録システムの導入費等に対して補助を受ける
ことができる制度もありますので、ぜひ導入を検討してみてください。また、経過措置や
解釈通知が出されていますので随時確認するようにし、LIFE関連の加算を漏れなく算定
できるようにしましょう。

Facebook友達と
定期的にしている手料理
持ち寄り飲み会を
再開したい。

施設の垣根を越えて
老健緑陰100人規模で
集まってホテルを借りて
立食パーティをしたい！

県をまたぐ移動を
しちゃいます！ 大阪で吉本
新喜劇をみて大爆笑。串カツを
食べて夜はオカマバーで
2年分くらい遊びつくします。

どーんと国をまたいじゃ
います！ ハワイでマリン
スポーツと買い物三昧。
もしかして芸能人に会えたり

しちゃうかも！？

飲み派 旅行派
番外編 ◎実家に帰って墓参りと仏壇に手をあわせて来たい。

◎利用者全員、家族と面会や外出、外泊をしてもらえるよう段取りをしたい。

【ケアガーデン津山】
Q1：旅行
鳥取の大山や海、島根の出雲や松江に
遠慮なく家族旅行をしたい。毎年の恒
例行事だったので待ち遠しいです。
Q2：外食ができないので、家での食事
を少しだけ豪華にしてみたり、豪華では
ないけれど家族皆が楽しめる（楽もでき
る）料理が増えた。
【さくら苑①】
Q1：旅行・その他
県外に行きたいです。温泉めぐり、ご当
地グルメ食べたいです。道後温泉か香
川のうどんめぐり、レオマワールドへ行く。
実家に帰省したいです。お墓参りや子
どもを祖父母に会わせたいです。
Q2：自宅でできるだけあそぶ（子どもと
クッキング、庭で草むしり、虫さがしなど）、
読書。
【さくら苑②】
Q1：その他
とにもかくにもマスクを外して仕事、マス
クを外して外出したい。
Q2：自宅で料理をし始め、その様子を
Youtubeで投稿している。
【さくら苑③】
Q1：飲み会（会食）
毎日のように時間を気にせず大勢で飲
み会をしたい。
Q2：特になし。
【さとう記念病院①】
Q1：旅行
何年かごとに海外旅行に行くことを励み
に頑張っていましたが今は楽しみがなく
て困っています。
Q2：ゲーム
【さとう記念病院②】
Q1：その他
アウトドアにでかけたい。
Q2：鉄工、木工、DIY、基礎から作る
作業場つくり。
【虹①】
Q1：旅行
県をまたぐ移動をもちろんします。千葉
に妹夫婦がいるので、妹夫婦の自宅を

拠点にディズニーランドで1日遊び、次
の日は新大久保で韓国グルメ、ショッピ
ングを楽しみ、その次の日は妹とあちこ
ち買い物をしてまわります。もちろん、家
族4人での旅行プランです。
Q2：自宅でバーベキュー。ただのバー
ベキューではなく、チーズフォンデュや
変わりだねでたのしんでいます。娘と一
緒にサイクリング（やっとこまなしの自転
車にのれるようになったので）あちこち2
人でいっています。
【虹②】
Q1：飲み会（会食）・旅行
仲間内で月一回行っていた麻雀会をし
たい。ライフワークで全国のお城巡りを
しています。都市部のお城に行きたいで
す。
Q2：元々好きだった読書に時間を使え
た。
【勝央苑①】
Q1：飲み会（会食）
遠方に住んでいる友人と食事や飲み会
をして、会っていない期間の出来事を
共有したい。
Q2：滝に行ったりホタルを見たり、自然
を楽しむ。ウクレレを弾く。
【勝央苑②】
Q1：旅行
子どもたちと一緒に県外へ旅行に行きた
い。この夏もできそうにない、海水浴を
して、防波堤で魚つり。温泉に入って、
おいしい物を食べたいです。
Q2：子どもと一緒に居られる時間が増え、
いろんな話をしたり、プランターで野菜
を作ったり、休日を濃く過ごすことができ
ました。
【白梅の丘①】
Q1：その他
母一人暮らしなので、実家に帰り身の回
りの片付けや、プチ旅行、美味しいもの
を食べに連れて行ってあげたい。
Q2：楽しみではありませんが、家の中
の粗大ごみ、着ない服や読まない本、
雑誌などなど断捨離することができました。
【白梅の丘②】

Q1：旅行
四国でキャンプ、県外に家族旅行、バ
イクでロングツーリング。
Q2：子どもにバドミントンやキャッチボー
ルを教え、上手になっていく様子を見る
こと。
【白梅の丘③】
Q1：旅行
音楽アーティストのライブを見に行き、
ついでにその県の観光地を回り、1泊2
日で遊びたいと思います。
Q2：映画鑑賞、友人との通話。
【作東老人保健施設】
Q1：旅行
家族でUSJに行ってテーマパークを満喫
したい。
Q2：色 な々所のテイクアウトを楽しんで
いる。色んな所のお弁当を食べることが
増えた。
【のぞみ苑①】
Q1：飲み会
昨年4月と今年4月に相談員の新規採用
を各1名、それに伴う退職・異動が各1
名ありましたがコロナの感染予防対策で
歓送迎会ができていません。お世話に
なった○○さん、新たな仲間の○○さん
たちと居酒屋でワイワイ盛り上がりたいで
す。
【のぞみ苑②】
Q1：旅行
私の趣味は美術館と仏像巡りです。年
寄りくさいと言われますが、本物を見ると
心が洗われます。しかし、見たい作品
は東京・大阪・京都・奈良に集中し、
昨年から我慢を強いられています。皆さ
んがワクチン接種を終えたら規制が緩和
される？楽しみに待っています。
【のぞみ苑③】
Q1：その他
私の趣味はバレーボールです。身体を
動かすことが好きですが、昨年春以降、
練習や試合が中止になっています。コロ
ナが落ち着いたら以前のように再開され
るかなぁ。チームのみんなと心地よい汗
をかき、盛り上がりたいです。

Q1

Q2

あなたはコロナが落ち着いたら飲み会（会食）もしくは旅行どちらをしたいですか？

コロナ禍で見つけた楽しみは何かありますか？
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