ROKEN OKAYAMA
岡山県 老 人 保 健 施 設 協 会 広 報 誌「 老 健おかやま」

事務局／医療法人 福寿会 老人保健施設 倉敷藤戸荘
〒710-0133 岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８０番地
TEL 086-420-2377 FAX 050-3588-1927
発行／一般社団法人 岡山県老人保健施設協会
印刷／有限会社 弘文社
〒７０８-０８４１ 岡山県津山市川崎１６８
TEL 0868-26-1080 FAX 0868-26-1575
t-kobunsha@vega.ocn.ne.jp

P02

会長あいさつ

令和２年の
岡山県老人保健施設の取り組み
P03

2021

岡山県保健福祉部長
新任の御挨拶

01

-WINTER-

P04

委員会だより
P04

功労者表彰
P10

年男・年女アンケート
コロナはモ〜ウたくさんっ！

ROKEN

P12
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老健の未来 第4回
リモートワーク

冬の森を抜けた先には…

今回もコロナ特集。最大限の感染
防御でクラスター回避を！
厳冬期の換気をおろそかにしない
で。感染者が出ても、それ以上に
増やさない。こうして伝えるのは広
報委員会の役目。夏号は、はたし
てコロナ特集は没になるか⁉
編集者一同の願いです。
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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健やかな2021年を期待して…

会長あいさつ

新型コロナウイルスと老健 Ⅱ
明けましておめでとうございま

をしましょう。残念ながらコロナ

していると思います。その証とし

集団感染がおこった北海道の施

日をかけて派遣職員研修会を実

す。会員施設の皆様におかれま

など無かったような生活にはなり

て、県内２か所の老健で患者が

設では１００人の入居者に対して

施しました。このシステムが実

しては、健やかに新年をお迎え

ませんでした。８月半ばは第２波

発生しましたが、共に孤発で収

看護介護スタッフが３人！という

際には稼働しないことを祈ります

になられたこととお慶び申し上げ

が過ぎて少し感染が収まった状

まっています。これも皆さん一人

信じられない事態が起こってい

が、不測の事態には備えておき

ます。

態でした。その後は１０月後半か

一人の対策の賜物と感謝いたし

ました。このような介護崩壊を防

たいと思います。

「皆さん、新型コロナウイルス

ら第３波が来ています。１１月２８

ます。

ぐため、事前に対応方法を策定

今現在は新たな感染症と対峙

感染症対策お疲れ様です。私

日の全国の感染者数は２６７８人

【老人保健施設協会における課題】 しておくことが現在の最重要課

して不安な日々を過ごしています

はこの文章を６月１日早朝に書

で過去最高です。感染者増加に

前 述しましたように、全 施 設

題です。先の北海道の事例では

が、終息しない感染症はありま

いています。この挨拶文が皆

比例し重傷者も増えてきて、全

真摯に感染予防対策に取り組ん

全国老人保健施設協会より救援

せん。歴史に学べば、ペストや

でいますが、施設での感染を必

スタッフを派遣することにより急

スペイン風邪の事例でも３年で終

ず防げるものではありません。実

場をしのぎました。この例に倣い、 息しています。科学の力を持つ

会長

秋山 正史

（老人保健施設 倉敷藤戸荘）

さんの目に留まるのは８月半ば

国的に医療にひっ迫感が出てい

ですから、今この挨拶を読ん

ます。岡山県でも市中感染が日

でくれている方は私が２ヶ月半

常 的に起こってい て、医 療･介

対応をしていると思います。しか

際に全国では多くの老健でクラ

岡山県老人保健施設協会でも集

現代では終息はもっと早いでしょ

前 に 書 い た 文 章 を読ん でも

護分野でも残念ながらいくつかの

しながら、サービス対象者が重

スターが発生してしまいました。 団感染発生時に派遣するスタッ

う。私はワクチン接種が来年半

らっていることになります。正

施設でクラスターが発生してい

症化リスクの高い高齢者である

クラスター発生時の課題の一つ

フを募集する「老人保健施設職

ばには一般化して感染は急速に

直に言いますと、たった２ヶ月

ることは皆さんご承知の通りです。 ことから特に対策の徹底に注意

は、職員不足が起こり介護崩壊

員相互派遣事業〈支え合い〉シ

下火になると想定しています。
「冬

と言われる状態になることです。 ステム」を県よりの委託事業とし

来りなば春遠からじ」です。私た

後のことですが、私たちを取り

当初はこの未知のウイルスに

巻く環境が８月にどのよう な状

対し我々は何の知見ももたずた

先に挙げた特徴から、密閉･

集団感染がおこり職員にまで波

て立ち上げました。８月初めに、 ちにとってこの冬が正念場です。

況になっているのか全くわかり

だ恐怖するだけでしたが、この１

密集･密接の３密といわれる状態

及すると隔離の必要性があること

岡山県老人保健施設協会が独自

ご利用者やご家族、そして社会

ません。今年に入ってたった

０か月の間に多くのことが分かっ

を避ける、そのために換気をする、

や、不安になり離職するスタッフ

に行っている感染エキスパート

の私たちに対する期待を胸に会

数ヶ月で世界が変わってしまっ

てきました。飛沫感染と接触感

ソーシャルディスタンスをとる、

が出てくることなどから、たちま

講習合格者を対象に３０名の有

員施設一致団結し、本年も引き

たように、今 度 は逆に、コロ

染を主体とすること、クラスター

マスクをつける、手指消毒を徹

ち人員不足になります。実際に

志を募集し、８月１７日には丸一

続き職務を全うしていきましょう。

ナなど無かったように生活して

というスーパースプレッダーが存

底することで感染しにくくする。

いるのか、あるいは第２波と呼

在し、感染者のうち他人に感染

さらには感染流行地へ行くことの

ばれる感染の波が到来してい

させる人は２割以下であること、 自粛や集団での会食禁止など。

るのか、はたまた５月末のよう

マスクなしの会話や多人数での

また、多くの発症者は発熱･咳の

な小康状態（今は１週間前に全

会食などで感染リスクが高まるこ

症状を伴うが１０日程で感染性が

国で緊急事態宣言が解除され、 と、特定の抗ウイルス薬やステ

消失することから、体調不良者

岡山では３週間新規感染者が

ロイド薬が治療効果を持つことな

はできるだけ休むなどの対策が

無く、人や車が 街に戻りつつ

どです。また、それに基づいた

打ち出されています。老人保健

ある状態です。）が継続してい

数々の対策や治療がなされるよ

施設としての何か特別な対策が

るのか、正解を知っている皆さ

うになり、一定の成果を上げて

あるわけではなく、一般的な医

んにこっそり耳打ちして欲しい

いるように見られます。

療機関や高齢者施設が行ってい

気持ちです。本当に想像がつ 【老人保健施設における対策】
きません。」
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岡山県老人保健施設協会

して行っています。

るもの、もっと言えば普通の方が

老人保健施設における対策も、 行っている対策と基本的に変わ

上記は前号に書いた私のあい

一般的な医療機関や高齢者施設

るところはありません。ただ各々

さつ冒頭部分です。答え合わせ

が行っているものと基本的に同じ

の対策に対する取り組みが徹底

老健おかやま
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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 のぞみ苑
津山市川崎５５４-５

当苑は、病院併設型老健の強みを活かし、施設・居宅サービスを
提供しています。
当苑の自慢ですが、現役住職が職員として勤務しています。お寺で
手にする数珠と木魚バチを職場ではマイクとギターに持ち替え奮闘する
イケメン？ 職員です。コロナ禍に行われた先日の「説法」ならぬ「勉強会」
をご紹介します。勉強会では「三密」について、
「仏教では、身密（しん
みつ＝身体の教え）
・口密（くみつ＝発言の教え）
・意密（いみつ＝考えの
教え）を云う。日常生活の中で、行動（日々の行動を見直す）
・言葉（コミュ
ニケーションに大切な言葉に気を付ける）
・心（惑わされない）に意識を
向け、整えていくことが三密の実践である。自分の心と向き合いながら、
真心を込めた行動や発言を心がけましょう。」と説き、利用者は感銘を受けておられました。コロナに負けないよう！これ
からも油断をせず…そして優しく、強い心を持ちながら、頑張っていきたいと思います。
老健おかやま
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委員会
だより

岡山県保健福祉部長新任の御挨拶
令和元年８月１日付けで岡山

取り組んでまいりたいと考えて

県保健福祉部長に就任しました

おりますので、引き続きご協力

西嶋です。どうぞよろしくお願い

をお願い申し上げます。

いたします。

画し、各専門分野で活躍されてお
られる著名な先生方のご講演を、
拝聴しておりました。どの先生方も、
委員長／藪野 信美
難しい内容をとても分かりやすく説
明してくださいまして、専門的な知
令和2年度
識を深める、とても良い機会になっ
岡山県老人保健施設協会
ていました。午後からは演題発表
学術委員会の活動報告
を 企 画し、毎 年15題 から20題 の
及びお知らせ
発表があり、各施設の様々な取り
組みや、業務内で工夫しているこ
通常であれ ば、5月に学術委員
会の役員総会を開催し、新旧役員 となどを発表しあっていました。他
施設での取り組みや工夫している
の紹介、及び活動内容の引き継ぎ
等を行い、今年度の活動をスター ことを聞き、自施設に持ち帰り、多
トさせていたはずですが、新型コ くのことを参考に業務改善に役立
ロナウイルス感染症の影響により、 てていました。多職種が一同に会
すべての活動を見送らざるを得な し、様々な情報を共有する貴重な
研修会であっただけに、開催でき
い状況が続いています。
なかったことがとても残念です。来
先月、10月22日㈭には「第27回
年3月には、もう一つの大きな研修
岡山県介護老人保健施設大会」の
会「職員合同研 修 会」を企 画して
開催を予定していましたが、今年
います。この「職員合同研修会」は、
度は中止しました。この老健大会
来年が介護報酬改定の年にあたる
では毎年、午前中に特別講演を企

学 術 委員会

また、本年度は、第８期岡山

一般社団法人岡山県老人保

県 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画・介 護

健施設協会及び介護老人保健

保険事業支援計画の策定年でも

施 設 関 係 者 の 皆 様 には、日 頃

ございます。２０２５年にはいわ

から本県の保健福祉行政の推進

ゆる団塊の世代全てが後期高齢

に格段の御理解と御協力をいた

者となり、さらには２０４０年を見

だいており、心から感謝申し上

据えますと、後期高齢者がさら

いながら暮らしていくことのでき

げます。とりわけ、当面の最大

に増加するとともに現役世代が

る地域共生社会の実現を目指し

の課題となっております新型コ

急減していきますが、このよう

て、取 組を 進め てまいります。

ロナウイルス感染症への対応に

な中 でも、しっかりと高 齢 者を

県 では、高 齢 者 の 方 々 が 要 介

つきましては、感染防止に十分

支える介護サービスを提供する

護状態等になっても、尊厳を保

留意しつつ、介護サービスを必

必要があります。このため、２０

持し、住み慣れた地域でその有

要とする方々のため、サービス

２５年に向けて地域包括ケアシ

する能力に応じて自立した日常

を継続していただいております

ステムの推進や介護人材不足な

生活を営むことができることを目

こと、さらには、介護保険施設

どの足下の課題に対応するとと

指しており、在宅復帰施設であり、

等でのクラスターの発生に備え

もに、介護サービス需要が一層

在宅療養支援施設でもある介護

た職員応援派遣のシステムを構

増加・多様化し、現役世代の減

老人保健施設の皆様には、大き

築していただいていることにつ

少 が 進む２０４０年を見 据え て、 な期 待を寄 せ ております の で、

きまして、深く敬意を表しますと

さらには、高齢者をはじめ地域

今後も、引き続き、御支援・御

ともに、心からお礼を申し上げ

住 民 が、制 度 等 の 枠 や、
「支え

協力をお願い申し上げます。

ます。県とい たしまし ても、皆

る側」、
「支えられる側」という従

最後になりましたが、皆様の御

様方と緊密に連携して、新型コ

来の関係を超えて、人と人、人

健勝と貴協会のますますの御発

ロナウイルス感染症の感染防止

と社会がつながり、一人ひとり

展を心からお祈りいたしまして、

対策の徹底や研修の実施などに

生きがいや役割を持ち、助け合

新任の挨拶とさせていただきます。

岡山県保健福祉部長

西嶋 康浩

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

岡 山 県 知 事 表 彰［ 施 設 従 事 者 ］
備前市介護老人保健施設 備前さつき苑
看護副主任

老健おかやま
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吉村 和男

この度は、このような素敵な賞をいただきまして、大変う
れしく思います。ひとえに入苑者様、そのご家族様をはじめ、
同僚、家族の支えがあってこそだと思います。今回の受賞
を励みに保健福祉事業の発展に貢献したいと思います。

備前市介護老人保健施設 備前さつき苑
療養部長

松本 順子

この度は、光栄なる賞をいただきありがとうござい
ました。開所当時から関わらせていただいたことに感
謝するとともに、地域の方々に信頼される施設であるよ
う精進努力してまいります。

岡 山 県 保 健 福 祉 部 長 表 彰［ 施 設 従 事 者 ］

備前市木谷217-1
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会員施設から、
令和2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。

功労者表彰

介護老人保健施設 備前閑谷苑
私達の施設は、備前市が実施する総合事業のうち、
「生き粋はつらつ教室（通所型サービ
スＡ）
」の事業者指定と「筋力アップチャレンジ（通所型サービスＣ）
」の業務委託を受け、高
齢者の方々が地域において自立した日常生活を送れるよう、サービス提供しています。他にも、
岡山市内の大学と連携して、療法士を目指す学生さんと共同で介護予防教室を開
催し、体力測定やリハビリ体操など、地域の皆さんとワイ
ワイ楽しく過ごしています。きっと、これらの活動で、皆さ
んが要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅らせる）事
が出来ているのだろうと、勝手に自負しています。今年は残
念ながらコロナウイルス感染症の影響で、介護予防教室は
中止となりましたが、早く再開できることを願っています。

ため、是が非でも開催したいと思
い、現在準備を進めています。現
時点での準備の進捗状況をお知ら
せしますと、令和3年3月上旬、岡
山県医師会館 三木記念ホールに
て開催を予定しています。講師は
日本医師会常務理事 江澤和彦先
生、岡山県介護支援専門員協会会
長 堀部徹先生にお願いしておりま
す。新型コロナウイルス感染症の
流行状況をみながら、準備を進め
ていくことになりますが、 ＷＥＢセミ
ナーを取り入れて開催に向け準備
していきたいと思います。研修内
容等、詳細が 決定しましたら、で
きる限り早く会員の皆様へお知らせ
いたしたいと存じます。尚、現 地
参 加に関しましては、ソーシャル
ディスタンスの確保等、感染対策
の観点から人数を制限させていた
だく可能性もありますので、ご了承
ください。

老人保健施設 白梅の丘
介護課長

阿部 一恵

この 度 は、岡山県 保 健 福
祉 部長表 彰をいただき、あり
がとうございます。私にとってこの22年を
振り返るよい機会となりました。白梅の丘
に勤務し、多くの方と出会い、多くのこと
を教わり、様々な経験をさせていただきま
した。これからも人との絆、新しい出会い
を大切に頑張っていきたいと思います。

老人保健施設 勝央苑
介護福祉士

介護老人保健施設 藤崎苑
介護福祉士

松川 眞理子

この度は、岡山県保健福祉
高務 千恵
部長表彰を頂き、大変嬉しく
思っております。私が長年勤務
この度、受賞させて
いただき、心より感謝しております。 できたのも職場の上司の御指導や、同僚の
支えがあったからこそ、このような賞を頂く
４人の子育てをしながら、働きや
ことができたと感謝しております。これからも
すい環境を作って下さった職場に
働きやすい職場づくりを目指し又、質の高い
も感謝しながら今後も、利用者様
介護サービスの提供ができるように日々努力
の想いを大事にするという気持ち
していきます。ありがとうございました。
を心掛けていきます。
老健おかやま
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡がりのなかで
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世界史に残る2020年 −2021年

岡山 県 老 健 協のコロナ禍でのアクション

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡がりのなかで

特集

1

岡山県老健協のコロナ禍でのアクション
感染症発生時における職員の
応援派遣に関する覚書締結式
令和2年11月27日㈮、岡山県庁3階第1
会議室において、
「感染症発生時におけ
る職員の応援派遣に関する覚書締結式」
が開催され、岡山県と一般社団法人 岡
山県老人保健施設協会による覚書の締結
が行われました。

覚書への署名、記念撮影等が滞りなく行
われました。
老健協のあいさつでは、秋山会長より、
「横断的な連携が図られたことを大変うれ
しく思っています。これからも岡山県の医
療・介護を支える一員として頑張ってい
きたい。」と抱負が述べられた。
岡山県老人保健施設協会
事務局 ／ 柳 博和

岡山県老人保健施設協会では、会員
施設内で集団感染等が発生し、介護職
員の不足によってサービス提供の継続が
困難となる場合に備え、新型コロナウイ
ルス感染症クラスター発生施設派遣職員
研修会の開催や老人保健施設職員相互
派遣事業〈支え合い〉システムの構築及
びコーディネート機能確保事業等につい

老人保健施設職員相互派遣事業
〈支え合い〉システムの活動
令和2年8月17日㈪、おかやま西川原プ
ラザにて、
「新型コロナウイルス感染症ク

2021｜冬号

岡山県
派遣要請

関係団体

【県の助成内容（応援に係る経費負担）】
・派遣された職員の交通費
・人員確保のための職業紹介料、割増賃金・手当
・派遣された職員のPCR検査費用
・損害賠償保険の加入費用

〈主要3団体〉
■ 老人福祉施設協議会
■ 老人保健施設協会
■ 障害福祉施設等協議会

ー
クラスタ
発生！！

福祉施設
介護職員の欠員が発生！

派遣要請

応 援 職 員の 派 遣

老健おかやま

の 感 染 防 御 活 動を続けながら、要 請 が
あった際に備え、会員施設が一丸となっ
てこのコロナ禍を乗り切っていきましょう。
岡山県老人保健施設協会
〈支え合い〉システムコーディネーター
植木 潤

介 護 職 員の相 互 応 援 派 遣に係る覚 書 締 結について

ラスター発生施設支援職員研修会」を開
催しました。秋山会長、藪野副会長、藤
本理事、川崎医科大学の吉岡先生、６名
の感染管理認定看護師の方に、講師・ファ
シリテーター・コーディネーターとして研
修を進めていただき、会員施設から34名
の参加者が、1日かけて、感染予防策や
クラスター発生時の対応などを学びまし
た。換気のため空調があまり効かない、

06

人内での対応が可能であるとのことで〈支
え合い〉システムへの支援要請はありま
せんでした。
この度、
「感染症発生時における職員の
応援派遣に関する覚書」が締結されたこ

覚書締結予定

て岡山県と協議、準備を進めて参りました。
締 結 式には、県 知 事、岡 山 県 老人 保
健施設協会、岡山県介護保険関連団体
協 議 会、岡 山 県 老 人 福 祉 施 設 協 議 会、
岡 山 県 障 害 福 祉 施 設 協 議 会 が 出 席し、
県知事あいさつ、各団体代表あいさつ、

とても暑い環境のなか、みなさんとても熱
心に受講されました。今回この研修を修
了したメンバーは、今後懸念されるクラ
スター発生の際に派遣職員として活躍し
ていただく予定です。
また、12月1日現在までに県内3つの会
員施設において、新型コロナウイルス感
染症の陽性者の報告がありましたが、ク
ラスター発生には至らず自施設及び自法

とにより、関係団体の枠を超えた職員応
援派遣体制が構築されました。これにより、
県内の介護保険施設等で感染症が発生
し、クラスター等による職員の応援要請
があった場合には岡山県老健協〈支え合
い〉システムへも県より派遣依頼が発出さ
れます。
まだまだ予断を許さない状況です。派
遣登録職員が中心となり自施設や地域で

※関係団体ごとに『派遣職員名簿』を保有

福祉施設
福祉施設
福祉施設
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健やかな2 021年を期待して…

特集

健やかな2 0 2 1 年を期 待して…

介 護 職：明日にでもクラスターになるかもという切羽詰まった状況は今でも変わら
ず。より実際的で、役に立つ情報がいただきたいですね。ところで老

2

健などの高齢者施設での検査体制は完成しているのでしょうか？

健やかな2021年を期待して…

医

師：県内の医療機関の発熱外来の設置はできています。併設あるいは協力
医療機関でPCR、抗原検査が行われるようになりました。しかし1回の
検査で100％確定ではないからね。入所する際はその後の観察が必要

PCR検査

だから対策が必要でしょう。また陽性であれば医療機関と保健所と対応
看 護 職：2020年は、新型コロナウイルスという感染症が流行して、人生にあるか
無いかのきっと一生忘れられない年になると思います。
医

を協議しましょう。
リ ハ 職：おかしいと感じたら躊躇なく抗原、PCR検査をしなくてはウイルスがす

師：そうだね。世界史に残る年だね…。始まりの年でもあるし、これからどう

るりと侵入してしまうでしょう。もしも陽性と診断されたら、感染者となっ
たご利用者に関わるケアマネジャーにすぐに連絡して、その日から在宅

なるのかな。
介 護 職：緊張の連続で、ご利用者の皆さんもストレスが溜まっています。介護す
る僕らも業務をする時には、マスクの装着はもちろん、手指消毒もケア
の度に行ってきました。
リ ハ 職：そうですね、不織布マスクをしていないと濃厚接触になる仕事ですから。
事 務 職：みんな、よく頑張っていますね。

全国新規感染者数（SmartNewsより）

ところで、第３波は、10月の初めに県北から感染者が増え、県南も全国
の都市部の増加に合わせて増えてきたね。その後は、全国民が緊張感

面会で何とかご家族とのコミュニケーションを取っていますが、なんだ
か後ろめたい気持ちです。
『認知症が進むのでは』とか、
『大事な話が出

岡山県新規感染者数（SmartNewsより）

医からの調査も始まっていると聞いています。
看 護 職：以前から取り組んでいたACP人生会議もそろそろ再開したいと思いま
す。8月 に日 本 老 年 医 学 会 が 発 表した『新 型コロナウイル ス感 染 症
(COVID-19) 流行期において高齢者が最善の医療およびケアを受け

う。
『職員が一丸となる』
『ケアに経験をもとに工夫をしていく』
『老健の使
医

命を発揮するチャンス』など、いっぱいありますよね。
師：そうだね。今すべき大切なことのひとつは、私たちの行動、努力をご利用者、

るための日本老年医学会からの提言― ACP 実施のタイミングを考え
る―』に目を通しました。先日NHKでも取り上げられていましたよ。コ

ご家族へアピールすることじゃないかな。知らせることは、安心安全の提

ロナは高齢感染者で高い致死率が示され、それも短時間で意思疎通が

供になります。例えば、換気と環境消毒の全館放送を行っていること、そ
の他感染対策について職員の意識を高めていることなど、ホームページ

難しくなると聞きます。早い時期に意向を聴いておくことがあらためて
重要だと感じました。
師：重症患者の治療現場でも苦慮されていることと想像します。患者本人の

を活用して私たちが行っている対策や大切に思っていることを伝えること
が重要なんじゃないかな。それに老健施設は高齢者とその家族にとって、
日常生活での感染防御の方法を知っていただく啓発拠点でもありますから。
リ ハ 職：この1年のコロナ第1波から３波までの経験から来年は様々な検証が始ま

医
環境消毒

一般社団法人 日本老年医学会 倫理委員会
「エンドオブライフ小委員会」
新型コロナウイルス対策チームより

意向が聞けていない状態で、高齢かつ重症な患者さんに対して高度医
療を行うことが、
「本当に本人の意向を尊重しているのか」というジレン
マが医療者の精神的なところへ影響しているかもしれないと危惧してい
ます。また軽症から中等症患者の管理面で認知症患者への対応はとて

るでしょう。まだまだ地域の情報が少ないような気がします。それに、

NHKクローズアップ現代
新型コロナウイルス“第三波”
迫られる“命の選択”

も大変だと思われます。われわれ老人保健施設での経験が役立つ場面

医療介護関係団体のアクションが少ないように思いますが…。
看 護 職：やはり国・県主導の対策マターのためでしょうか。県はクラスター対策

があると思いますよ。
事 務 職：世界史に残る2020年も暮れようとしています。今年生まれた赤ちゃんや、

班を発生施設に投入して、感染防御対策の内容をチェックしているは
ずです。同様の施設、病院などにリアルタイムにその情報を伝えて、注
意喚起をしてほしいのですが…感染拡大を防ぐので精一杯？それともそ
の情報で施設が風評被害を受けることが心配なのかしら？

オンライン面会

来ないんじゃないか』とか。かけがいの無い家族団らんの時間を奪っ
ているような気持ちです。
リ ハ 職：そうですね。面会制限の影響も調べないといけませんね。認知症専門

をもって感染機会を避ける行動変容に努力するはずだから、年末年始
は少し落ち着くと思いますが…。
介 護 職：どうでしょうか。僕は悲観的です。
看 護 職：楽観的にとは言いませんが、
こういう時こそ少しでも良いことを考えましょ

ケアサービスの拠点などを急ぎ整備しなければいけませんね…。
医 師：その通り。バタバタしない様に訓練が必要ですよ。
看 護 職：今年は、長期間にわたり面会制限を余儀なくされています。オンライン

結婚したカップルにとってあんな年もあったねと言える未来が来るので
全館放送

しょう。そしてお年寄りの命と生活を守る皆さんにとって健やかな2021
年が訪れることを願います。

事 務 職：ルールに縛られているのかな？ では、こういう非常時の老健協の役割

医

は何でしょう。情報共有を目的にした情報交換会の開催を企画すべき
と思いますがいかがでしょうか。
師：そのように提案してみましょう。県北地域では第３波に先行して10月19日

この文章は2020年12月、ある老健における「架空の」対談です
文責

一時はフェイズ４のレベルに達し、大半の病院が感染者の入院管理を経

的にしたネットシステムがオープンするみたいだよ。とても期待しています。

（2020年11月25日時点で死亡が確認された者の数）

致死率（%）※

から11月中頃まで、複数のクラスターと多数の感染者の対応を行いました。
験しました。その後も全県的に感染者は増え続けています。そういえば、
岡山大学をはじめとした感染専門医グループが医師向けの情報共有を目

年齢階級別死亡数※

藤本宗平

10歳未満
ゾーニング

計
男
女

0.0
0.0
0.0

10代
0.0
0.0
0.0

20代
0.0
0.0
0.0

30代
0.0
0.0
0.0

40代
0.1
0.1
0.1

50代
0.4
0.5
0.1

60代
1.7
2.4
0.8

70代
5.7
7.7
3.4

80代以上 年齢階級計

14.0
19.3
10.8

1.4
1.6
1.3

※
「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
診療の手引き 第4版」より引用
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コロナ
は

モ〜ゥ
たくさんっ
！

操作するということが私の心のモヤモヤ
がすぅ〜と消えていく感じがするのです。
嫌なことがあっても車に乗ればリセット
できるそんな車が大好きです。
☁介護老人保健施設 サンライフ倉敷
匿名希望
［女／平成9年生］
①『コロナのバカ野郎』と何度思っただ
ろう。
日本でもコロナが流行し、
日常生活
に様々な変化があった。遠出の予定が消
アンケート項目
え、
友人との約束が消えていった。
休みの
① コロナに物申す
日には家に引きこもる日々が今も続いて
② 好きなこと
（もの）
を教えます！
いる。最近はストレスも溜まってきて何か
③ 2021年〇〇な年にします！！
したいなと思うようになってきた。今まで
趣味という趣味がなかった。
その為2021
☁老人保健施設 白梅の丘
リンピックがあります？世界中からオリ
年は、
夢中になれるものを探す年にしたい
阿部 一恵
ンピックのための多くの観光客の訪日
と思います。
［女／昭和48年生］
は期待が希薄ですが、
それなりの3密対
匿名希望
③今年で4回目の年女になります。
自分
策での開催は期待しています。コロナ ［女／昭和48年生］
の体のことも気にしていかなければいけ
禍を契機に在宅勤務、
インターネットを
③介護の仕事をはじめ、はや15年・・・。
ません。牛は普段おっとりしているイメー
駆使したネット会議など多くの情報が
いい事や辛い事もたくさん経験しました。
ジがありますが、実際に目標があればす
人の移動無しで行われるようになってき
介護の仕事は奥が深く学ぶ事もたくさん
ごく速く動きます。家では、のんびりして
ました。
コロナの生んだ産業革命です。 あります。
さらに新しい事にも挑戦し、
いろ
いる事も多い私ですが、用事を早く終わ
ところで介護の現場ではどうでしょう
んな事に関心を持ち続けて、今の仕事を
らせ、子供と過ごす時間を今以上に増
か？ 在宅勤務などとても無理なようで
長く続けていけるよう頑張ろうと思います。
やしていきたいです。
すが、考えられるのが体温などのバイタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
おはまちゃん
ルチェック、移動、介護記録などは近い
☁介護老人保健施設 いこい苑
［女／昭和48年生］
将来携帯などのようなもので管理はで
kussy
②私が好きなことは陶器を見ることです。 きるでしょう。
しかし一番大変な排泄、 ［女／昭和36年生］
備前焼、信楽焼（狸には興味ありませ
食事、入浴などの管理がAIを駆使した
①「寒くても 5分の換気が 命綱」
ん！）、萩焼など。綺麗な絵付けがされた
ロボットで出来れば介護が、ずーっと楽
「度々の うがい手洗い 皆笑顔」
ものではなく、
素朴な風合いやサッと刷毛
になるのですが…
・・・・・・・・・・・・・・・・・
目が描かれたようなものが好きです。
特に 「アマビエよ コロナ退散 初夢か」
☁介護老人保健施設 藤崎苑
普段使い用の食器や愛らしい置物など。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 黒住 穂乃花
お値段が愛らしくないので簡単には買え
☁介護老人保健施設 和光園
［女／平成9年生］
ませんが、眺めるのはとにかく好きで癒し
藤井 一樹
②私の好きな事は猫と一緒に過ごす事
です。大好きだった器のお店が閉店して ［男／昭和48年生］
です。小学生から家で猫を飼い始めて
しまったので、私を癒してくれるお店にま
③ズバリ、2021年は減らす年にしま
猫派になりました。休日はずっと一緒に
た出会いたいなぁと思っています。
す！！まずは体重。就職したころに比べ
テレビを見ながらのんびりと過ごしてい
匿名希望
10㎏ほど増えてしまった体重を減らしま
ます。去年、小学生から過ごしていた2
［女／平成9年生］
す。次に断捨離。不要なものを捨てて部
匹が亡くなりました。ずっと支えだった
①コロナが日本で最初に発表された今
屋をスッキリしたいと思います。最後に
家族が亡くなったため心に穴が空いた
年の1月26日よりはや数ヶ月。
今では全国
不満。個人的にはあまりないのですが、 みたいに喪失感がありました。3月に縁
的に広がって大変なことになっています。 働きやすくて、やりがいがあって、皆が
があり2匹の猫をまた飼い始めました。
コロナに対する私怨としては、好きなアー
楽しいと思えるような職場づくりを仲間
今はいたずらばかりして忙しいですが、
ティストのライブに行けなかったこと、友
たちと一緒に考え協調性をもって仕事
でも賑やかでもあるので楽しいです。
達との年1回の旅行に行けなかったこと。 をしたいと思います。そして不満が少し
匿名希望
コロナ、
恨みます。
早く全国からいなくなっ
でも減ればよいなと思います。
［男／平成9年生］
て欲しいです。
これ以上拡がらない為にも、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②私が好きなことは、音楽を聞くことで
私は家に引きこもっています。早くなく
☁老人保健施設 エスペランスわけ
す。好きな歌手は大勢いますが、中でも
なって旅行に行かせてください。
おっさん介護士
一番好きなアーティストを1人紹介しま
・・・・・・・・・・・・・・・・・ ［男／昭和48年生］
す。
その方は、岡山県出身で主に大阪で
☁介護老人保健施設グリーンピース
②私が好きなことそれはドライブです！目
活動している男性の歌手です。一番好
グリーンのモウちゃん
的地は決めずただ走ります。必要なもの
きな歌は、
お母さんに感謝を込めたオリ
［昭和24年生］
はコーヒー。
ラジオや音楽を聴きながら
ジナル曲「あなたに贈る歌」という曲で
①昨年はコロナに始まりコロナに終わ
ハンドルを握り、車を走らせる。結婚して
す。
ライブで聴くと鳥肌が立ち、感動す
る大変な年でしたが、今年の辛丑2021
家族がたくさん乗車できるようにワン
るとても良い曲です。他にも、
ラブソング
年はどんな年なのでしょうか？易では辛
ボックスカーに買い替えました。
その車も
や一歩前に踏み出そうと背中を押して
は陰の気質による統制の強化、丑は芽 １年半前に20万キロ走破しました。買い
くれる応援ソング等、良い歌がたくさん
が種子の中に閉じこもった状態、従って
替えを考えたときに私はどうしてもマニュ
あります。是非聴いてみて下さい。
発展の前触れでそのために力を蓄える
アル車がもう一度乗りたくなり、妻と話し
三木 博史
年だそうです。確かに世界的にはコロナ
合って
「5人乗れる車ならいいよ」
というこ ［男／昭和48年生］
の収束はまだ望めない状態で、以前の
とで現在の車を手に入れました。
スポー
②2020年は、
コロナの影響で人気の多
ように外国の人が日本のいたる観光地
ツカーでもSUVでもなく、大衆車のマニュ
い場所へ外出することも難しく、
ならばこ
に溢れたインバウンド、株価高騰は当分
アル車。他者から見るとなんで！？と思わ
の機会にと、永らく打ち捨ててあった我
望めないでしょう。
しかし夏には東京オ
れることでしょう。ですが私にとって車を
が家の庭先の空き地で家庭菜園を始め

コロナを退治！
て
れ
恐
く
し
正
年こそ、
1
と
2
0
2
シ
ッ
に…！
シ
年
ッ
ウ 笑える
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アンケート

てみました。毎日、仕事終わりや休みの
日も畑づくりに没頭し、
おかげで「三密」
とはほど遠い生活を送ることになりまし
たが、虫や暑さと格闘しながらの手作り
の野菜の味は格別でした。美味しく食べ
るには、
どんな方法があるのか。
それを考
えるのも楽しいもの。来年は、料理の本
を手に取ることになりそうです。
(´・ω・̀)
［女／平成9年生］
②私は友達とドライブや遠出をすることが
好きです。
たくさん買い物をしたり遊園地
で騒ぐ事が大好きです。
それをすることに
よって日頃のストレス発散が出来ます！
因みに私が好きな遊園地はUSJです。今
はコロナウイルスの影響で遠出すること
が出来ないので、1日でも早く収束するこ
とを願いつつ仕事を頑張ります★！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁里庄町介護老人保健施設 里見川荘
匿名希望
［女／昭和36年生］
③2021年のんびり健康な年にします！
2020年は、新型コロナウイルスの影響
で、予 定していた甥の結 婚 式やコン
サートが延期になり、少し落ち込み気味
の一年でした。2021年は健康に気をつ
けながら温泉旅行に行って、のんびりと
過ごしていきたいと思います。
匿名希望
［女／昭和60年生］
①2020年は、新型コロナウイルスの影
響で何もできない。旅行も行くことがで
きないし、遊びに行くこともできない。そ
の上、
マスクの着用が必須になってしま
い、肌荒れにもなるし、
良い事がない。
ど
うしてくれるんだー！！ 来年は、
ストレス
フリーで、笑顔で過ごしたい。
ゆき
［女／昭和60年生］
③2021年は笑いの多い年にします！
私の仕事が休みの日は、90%くらいの
確率で天気も悪く雨が降ります。子供
たちは毎週公園に行くのを楽しみにし
ていますが、いつも雨が降るので「お母
さんが怒るばっかりするから！」と言わ
れてしまいます。
「お母さんは丑年だか
らね。
モーモー怒るよ！」
と話しています。
2021年は休みの日に雨も降らない、私
もモーモー怒らない、いつもニコニコ家
族と一緒に笑いの年にしたいです。
ピーナッツ斉藤
［女／昭和60年生］
①コロナになり大人数での外食、外出
を控えるようになり2020年が終わろうと
しています。モォ〜いい加減にして！！と
丑年だけにモォ〜モォ〜怒りたいくらい
ですが、来年はコロナの薬ができオリン
ピックも無事に終わり、
良い1年になるこ
とを願っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 勝央苑
匿名希望
［女／昭和60年生］
①昨年までのように温泉旅行や友達と
ご飯、子供とお出かけなど当たり前のよ

うにしていたことが出来ない日々が来る
ことを考えたことがなかったです。毎日、
近隣のコロナ感染者のニュースに怯え
て過ごしています。
コロナさん、
目に見え
ないのでどこにいるかわかりません。い
つになったらいなくなってくれますか？
早くみんなが安心して生活できる日が
来ることを願っています。
匿名希望
［男／昭和60年生］
③2021年成長の年にします。仕事、私
生活ともに目標を立て努力を惜しまず、
立てた目標を確実に達成し、
もっともっ
と成長していけるような年にします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 虹
山下 由雄
［男／昭和48年生］
②私の好きなことは、
自分の子供のいる
少年野球チームの応援をすることです。
自分の娘は小学3年生なので試合には
なかなか出れませんが、
いつも一緒に練
習している子供達が一生懸命に頑張っ
てプレーしている姿を見ると、
つい大きな
声を出して応援してしまいます。今年は
コロナの影響で試合や練習も思うように
出来ず、応援も感染予防のために声を
出すことが出来ませんが子供達の頑
張っている姿を見に行きたいと思います。
池田 紀子
［女／昭和36年生］
③2021年は厄年。
お祓いに行かないと
と思い、
同級生と話をしたところ、
「そんな
もん行かんでええんじゃ。厄落としせんで
も飛躍の年にすりゃあえんじゃ‼」
と一
言。
なるほど。考え方ひとつ、ポジティブ
思考賛成‼2020年はウイルスに怖気づ
き、新しい生活様式で戸惑いましたが、
今年は、美味しいものを食べ、ほどほど
に運動、ゆったりとした気持ちで好きな
仕事を楽しんで
（あくまで目標）還暦、厄
年を飛び越えていきたいと思うのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 恵風苑
津川（作業療法士）
［男／昭和60年生］
②家庭菜園で野菜に果樹、食用サボテ
ンなど「自分で作って完熟で収穫すると
やっぱり違うなあ」
と手前味噌ながら趣
味で10年ちょっと続けています。食べる
事より、今は色々と育てる方が好きかも
知れません。
まだまだCOVID-19の影響
で外出自粛が続くと思いますが、椿やク
チナシなどの花卉を生けて、施設に入
所されている方にも五感で季節を感じ
て頂ければなと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 備中荘
匿名希望
［女／昭和48年生］
②私は、花・植物が大好きで季節ごとに
咲く花・木々をもっぱら中四国ですが、各
地に観に出かけ、
自宅の庭や屋内でも芝
桜、ツツジ、金木犀、月下美人をはじめ
多くの花・植物を育てています。育てた
花・植物が大きく成長し、たくさんの花

を咲かせてくれると、
とても嬉しく充実感
も味わえ何より
〝癒されます″
。皆さまも、
日々の疲れ、
ストレス軽減に花・植物を
観たり育ててはいかがでしょうか？！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ゆうあい
林原 正洋
［男／昭和60年生］
②2020年を通して防災や災害の対応
についての意識が強くなりソロキャンプ
などのキャンプ用品や非常食・災害時
の必需品を揃えています。
きっかけは、
彼女がDMATの講師をしている事で、
防災や災害時の対応を考えだした事と、
真備町での災害ボランティアに参加し、
被災地の方々の苦労や彼女が災害時
にこのような現場で働いていることを体
験し、相手の立場に立った考え方、仕事
の大切さ・大変さを理解し尊重すること、
災害時に備えがあればいざという時の
精神的な安定があることを感じたから
です。
また、
自然の中の限られた生活を
知ることで、
どれだけ恵まれた環境にい
るのかよく分かりました。今後は自分の
置かれている環境に満足することなく謙
虚に精進していこうと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ナーシングホーム大樹
匿名希望
［男／平成9年生］
③私自身も体調を崩したりとハプニング
が多い年でした。
なので、2021年は体
調管理に重きをおいて、過ごしていき、
「在宅」での時間が増えていくと思うの
で、
「在宅」での楽しみを増やしていき
たいです。
匿名希望
［女／昭和48年生］
③「2021年、私は毎日楽しく笑顔で過ご
し、感謝の気持ちを大切にする年にしま
す！」 現在、年齢に関係なく職員間のコ
ミュニケーションも取れ、
ありがたい環境
の中で仕事をしています。
また、仕事で
は大変な事もありますが、高齢者の方々
からの笑顔や感謝の言葉で反対に嬉し
い気持ちになり、
やりがいを感じています。
毎日、
バタバタとしていますが、2021年こ
そは毎日楽しく仕事もプライベートも充
実した日々を送りたいと思います。
そして
「ありがとう」
と感謝の気持ちを大切にし
て過ごしていきたいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 倉敷藤戸荘
丁丑べりぃ
［女／平成9年生］
②私が最近はまっていることは映画鑑
賞です。幅広い年齢層に人気の某アニ
メ映画は只今4回目を制覇しました。本
編のテーマでもある「弱き人を助けるこ
とは強く生まれた者の責務」
という信念
を持ち、
それを最後まで全うする登場人
物の姿に毎回心を打たれます。結末を
知っていても、涙なしでは観られません。
漫画では味わえない臨場感あふれる
バックミュージックも魅力的です。皆さ
んも是非ご覧ください。
老健おかやま
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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）緊急包括支援事業」
に関するアンケート

問3

※問1の①に◯と回答のあった30施設より回答（回答はひとつ）
内

緊急包括支援事業における申請状況について、情報共有を目的としたアンケートの結果です。
ご協力いただきありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について、
申請したもの、
申請している（予定も含む）ものは？

※回答のあった全33施設中◯と回答のあった施設（複数回答可）
内

容

施設数

0%

① 介護サービス事業所・施設等における感染症対策事業

30

91 %

② 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給

32

97 %

③ 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
④ 在宅サービス事業所における環境整備への助成

3
19
0

⑤ いずれも申請していない

20%

40%

60%

80%

18

60 %

② 上限額の8割

9

30 %

③ 上限額の5割

0

0%

④ 上限額の3割

0

0%

⑤ それ以下

1

3%

⑥ 未記入

2

7%

考察

3%

7%

30%

■上限額を超えた
■上限額の8割
■上限額の5割
■上限額の3割
■それ以下
■未記入

60%

9%
58 %

問4

0%

申請した施設のうち、上限を超えた、上限の8割を超えたと回答した施設が90％あった。コロナ対策を講
じるには新たな設備投資やコロナ前にはかからなかった追加物品の費用が必要であることが分かった。

問1の②に◯をした方のみお答えください。実際に新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者に
対応した職員がいましたか？

※問1の②に◯と回答のあった32施設より回答（回答はひとつ）
内

容

① 対応した職員がいた
問2

施設数

100%

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業は支援対象者が幅広かったこともあり、回答頂いたすべて
の施設において、いずれかの支援を申請していた。特に感染対策に係る経費は、どの施設も影響を受け
ており、回答した施設の90％以上が申請していた。

考察

容

① 上限額を超えた

《対 象》県内老健79施設 《期 間》令和2年10月20日〜11月13日 《回 答》33施設 《回答率》41%
問1

問1の①に◯をした方のみお答えください。かかりまし経費として申請した金額は？

② 対応した職員はいない

問1の①に◯をした方のみお答えください。かかり増し経費として申請した内容は？

施設数

0
32

0%

■対応した職員がいた
■対応した職員はいない

100%

100 %

※問1の①に◯と回答のあった30施設より回答（複数回答可）
内

容

① 衛生用品の感染症対策に要する物品購入

28

0%

0

0%

（研修受講等に要する）旅費・宿泊費、受講費用
③

0

0%

④ 面会室の改修費

1

3%

⑤ 感染対応・衛生保管等に使える多機能型簡易居室の設置

0

0%

14
2

7%

⑧ 感染防止のための応援職員に関わる職員紹介手数料

4

13 %

⑨ 自動車の購入またはリース費用

8

27 %

⑩ 自転車の購入またはリース費用

2

7%

18
0

0%

⑬ 異なる場所でサービスを実施する際の職員の交通費、
利用者の送迎に

0

0%

⑭ 訪問介護員による同行指導への謝金

0

0%

⑮ 医療機関、保健所との情報共有のための通信運搬費

0

0%

⑯ その他

4

13 %

考察

老健おかやま

60%

80%

100%

60 %

⑫ 異なる場所でサービスを実施する際の賃料・物品の使用料

その他

40%

47 %

⑦ 感染防止のための追加的人件費

⑪ ICT機器の購入またはリース費用

20%

93 %

② 外部専門家等による研修実施

⑥ 消毒費用・清掃費用

12

施設数

●ナースコール、抗ウイルス壁紙等内装改修、衛生用品保管用の棚の購入、
●ゾーニングの為のビニールカーテンの設置、オンライン見学（グーグルインドアビューの作成）
●オンライン面会・会議システムの設置、体温計測定用サーマルカメラの購入
衛生用品の感染症対策に要する物品購入は申請した90％の施設が、かかり増し経費として挙げている。
次いで、ICT機器の購入またはリース費用が60％。感染リスクを避けるため、インターネットを活用した会
議の環境整備や、オンライン面会のためのタブレットの活用と考えられる。

2021｜冬号

考察

問5

回答施設においては、新型コロナウイルス感染症陽性者はいなかった。
問1の③に◯をした方のみお答えください。
どの事業で実施しましたか？

※問1の③に◯と回答のあった3施設より回答（複数回答可）
内

容

施設数

0%

① 通所リハビリテーション

3

100 %

② 短期入所療養介護

1

33 %

③ 訪問リハビリテーション

1

33 %

④ 実施していない

0

0%

考察

問6

20%

40%

60%

80%

100%

回答施設のあった３施設すべてにおいて、通所リハビリテーション事業で実施していた。
問1の④に◯をした方のみお答えください。感染防止のための環境整備について購入した（予定も含む）ものは？

空気清浄機、電子カルテ及び付随したパソコン、飛沫防止パネル、Wi-Fi環境の設置、タブレット購入、長机、
非接触型体温計、手指消毒ディスペンサー、電動式自転車、アクリル板パーテーション、自動手指消毒器、
オンライン可能なPC機器、サーキュレーター、サーモカメラ、スペースを確保するためのテーブル、
面会用の椅子やテーブル
考察

コロナ前には考えられなかった環境整備が必要だったが、コロナによって改めて見直された有効な取組も
数多くあり、助成を受けることで取り入れやすくなったのではないだろうか。

老健おかやま
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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

問7

行政機関がおこなっている新型コロナウイルス感染症に係る事業継続のための支援事業において、
申請したもの、
申請している（予定も含む）ものは？

老健の未来
〜 The future of ROKEN 〜

※回答のあった全33施設中◯と回答のあった施設（複数回答可）
内

容

① 岡山県新しい生活様式実践事業者補助金

施設数

11

0%

0

0%

③ 持続化給付金

2

6%

④ 岡山県事業継続特別支援金

0

0%

⑤ 独立行政法人福祉医療機構における融資制度

0

0%

⑥ その他の支援事業

0

0%

考察

22

40%

60%

80%

100%

33 %

② 雇用調整助成金

⑦ いずれも申請やその予定をしていない

20%

67 %

他の支援事業として、①の岡山県新しい生活様式実践事業者補助金への申請施設が33％あったが、それ
以外の事業への申請や予定はなかった。

第4回

リモートワーク
現在、感染症対策として在宅でのリモートワークが推奨されています。2020年8月時
点で業種別リモートワーク実施率をみると、高い業種は情報通信業や金融業、保険業など、
以前より通信環境のインフラ整備が充実していた業種が多く、医療福祉業界や運送業な
ど物理的な接触を伴う業務は実施が困難であり、実施率が限りなくゼロに近い状態でし
た。オンライン診療・リハビリ会議のオンライン参加など、報酬改定によってリモートワー

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

クの幅が広がってきましたが、実際はサービスの提供体制や情報の把握、共有などが円
滑に行えなくなる問題が発生し、限定的な使用方法となっています。今回は業務内容や

介護老人保健施設 亀龍園
倉敷市亀山679-1

利用者様が楽しみにしてくださっている、亀龍園での食事についてご
紹介します。当園では、様々な地域の食文化に触れる機会になるよう
に『郷土料理』を取り入れています。宮崎県の『チキン南蛮』や鳥取県
の『大山おこわ』、長崎県の『チャンポン麺』等よく知られている料理から、
『はなはじき』
『だご汁』等あまり聞きなれていない料理も提供しています。
利用者様からは、
「これはどこの料理？」
「こんな料理があるんだね」
「家
では作らないような料理が出てくるから、食事の時間が楽しい」等、嬉し
い言葉を頂けています。おやつの時間では、季節を感じていただけるよ
うに、夏場にはアイス、冬場には焼き芋を取り入れています。さらに、月
1回『抹茶の日』として、利用者様の前で抹茶を点てて、和菓子とともに
提供しています。
「私も抹茶を点ててたわ」と懐かしそうにされたり、
「点てた抹茶を飲む機会がないから嬉しいわ」
「可愛らし
い和菓子ね」と喜ばれたりしています。これからも、利用者様に楽しんでいただける食事を提供していきたいと思います。

職種によってはリモートワークによる業務の効率化が可能な部分あるためご紹介します。
介護施設において実現可能なリモートワークは以下のことが挙げられます。
【事務業務】
【相談援助業務★】
【ケアマネ業務】
【管理・マネジメント業務★】
【介護・看護の書類作成業務】
これらの業務は利用者と必ずしも接触する業務ではないためリモートワークへの移行が
可能となります。使用するシステムは介護業務支援システムとオンライン会議システムの
併用となり、介護業務支援システムを導入していない事業については★印の業務につい
てはオンライン会議システムを使用することによってリモートでできるようになります。ケア
マネ業務はＡＩによるケアプランの自動作成など業務補助にかかわるシステムが開発され
ており、労働時間の短縮が見込めます。リモートワークは会社のパソコンを持ち帰りオフ
ラインで業務を行うこともできますが、自社内のネットワークに接続し業務を行う場合だと、
施設と自宅をインターネット回線でつなぐ必要があります。接続方法は複数ありますが、
その中でもＶＰＮやセキュアブラウザ方式はセキュリティ機能が高く安全に運用できます。

老人保健施設 くじば苑
笠岡市笠岡5102-15

くじば苑では月に一回、地元の食材をふんだんに使用した地産地消御膳
を提供しています。この活動は、医療法人全体で取り組み、笠岡市の支援
も受けながら続けています。平成30年には中国四国農政局長賞を受賞い
たしました。笠岡市は海の幸、山の幸に恵まれていて、美味しい野菜や果
物がたくさんあります。入所の利用者さんにも「ごちそうじゃなぁ」
「魚が新
鮮でおいしい」と、うれしい声をかけていただきます。また、生産者さん
や食材の情報を紹介したお品書きを食事に添えており、
「これは家の近
く」
「よく知ってるよ」など会話に花が咲いています。新しい生活様式に
沿って、施設ではイベントは少なくなりましたが、地元の新鮮な食材を
食べ、季節を感じてもらえたらうれしく思います。また、リハビリ職員と共同で園芸療法を行っています。
いちご、赤しそ、ミニトマト、リーフレタスなど栽培をしました。今年の春はいちごが豊作で、利用者さんや院内託児所の子
どもたちと一緒にいちご狩りを楽しみました。これからも“地元” を感じてもらえるような取り組みをしていきたいと思っています。
14
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また、リモートワークに関する勉強会がオンラインで開かれており、導入に関する相談もし
やすくなっています。リモートワークを導入することによって通勤時間の短縮、作業効率の
上昇が見込めます。介護現場に関わるリモートワーク化には介護業務支援システムが必
要不可欠となっており、紙カルテから電子カルテに移行する場合
やシステムを検討する際に、リモートワークの導入も視野に入れた
システム選びも考えてみてください。また、総務省にテレワークの
手引きが掲載されており、運用方法やセキュリティの推奨基準等
詳しく記載されています。ぜひ活用してみてください。
「総務省テレワークにおけるセキュリティ確保」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
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