〒520-1221

近江舞子しょうぶ苑
加藤雅詔 生活課 課長
趣味：オートバイ
トライアル・魚釣り

発 行 人 藤 井 直 和
ホームページアドレス

発

http://www.biwa.ne.jp/˜fuji-grp

おもい

い

掲載の商品は楽天市場で見つけました

個別ケア対応システム

●個別月間排泄実績一覧表

●月間個人別介護・看護ケース一覧表

（摂取量・シーツ交換・入浴各実績含む）
●入浴予定表

●日別（ユニット別）ケース記録表
（介護・看護・特記）

●月別（個人別）ケース記録表
（介護・看護・特記）

編集後記
長年︑福祉施設で
仕事をさせていただ
いている中で施設で
働いておられる方の
いろいろな介護に対
する思いをきき︑是
非その思いを広く皆
様に知っていただこ
うと情報誌を作成す
ることにしました︒
県内各所の施設長さ
んや職員さんの思い
を紙面に載せていき
たいと思っています
◆今回は︑近江舞子
しょうぶ苑の村田苑
長にお話をお伺いし
ました︒介護に対す
る思い︑福祉社会に
対する思いがあふれ
ていることに︑﹁や
っぱり﹂とうなづく
ことあり︑﹁ああそ
うなのか﹂と気づか
されることありのイ
ンタビューでした︒
◆これから県内各所
を回りたいと思って
います︒どうか皆様
ご協力をお願いしま
す︒

思わずにいられない︒今︑個人の 時の祖母の悲しそうな顔を私は忘 一生懸命取り組まれている︑また

あの時にもっと施設があったらと の逃げ惑う姿︑失禁を指摘された アするという非常に難しい課題に

施設と係り合わせていただく中で︑お漏らしをしてしまった時の祖母 を施設という集団の中で個別にケ

介護保険制度ができ︑いろいろな でやっていただきたいと思う︒◆ は特にである︒沢山の利用者さん

次の仕事を見つけるまでのし
ばらくの間・・・と考えてお
りましたが︑いつの間にか十
二年が過ぎ現在に至っていま
す︒今まで何度か辞めようと
思ったこともありましたが︑
入所されているお年寄りの笑
顔に助けられ仕事を続けてい
くことができました︒これか
ら先のことはわかりませんが︑
まだまだ知らないことも沢山
ありますので日々勉強し頑張
っていきたいと思っています︒

雪道・アイスバーンでの安全歩
行にスノーウォーカー

む日もあった︒この思いは私だけ

長生きできたのではないかと悔や

なかった︒あのまま預っていれば

持つ私には病院へという選択肢は

檻のような病室で亡くした経験を

症状の実の祖母を︑たった一人で

が︑小学生の時に同じような痴呆

院へ預けるという手立てもあった

四ヵ月後に祖母は亡くなった︒病

戻すことになった︒それから僅か

会のサブテーマに付けられた﹁高

さんの笑顔が増えた等︑今回の大

た︒いずれも実践の結果︑利用者

体拘束ゼロ﹂について発表をされ

アの実践﹂﹁個別機能訓練実践﹂﹁身

家族がこのままでは駄目になると ての尊厳の遵守や個別ケア︑プラ 知症ケアの実践﹂﹁ユニットケアの
いう義父の判断で祖母を元の家に イバシー保護の遵守をどうか施設 実践﹂
﹁排泄ケアの実践﹂
﹁食事ケ

が︑家中が祖母に振り回されパニ きなかった︑例え痴呆症状が出て いうことを知り︑初めて発表を聞
ック状態だった︒結局三ヶ月余で も︑寝たきりになろうとも人とし かせていただいた︒六施設が﹁認

の 頃 ま だ 私 の 子 ど も も 二 もわからない︒こうして介護の専 の全国大会︵岐阜会議︶の発表の 手伝いができないかと思っている
歳・一歳と小さかったこともある 門施設が沢山できた今︑自分がで テーマに個別ケアの実践があると 今日この頃です︒
︵小 島 ︶

に養老院が僅かにあるだけだった︒知識がなくできなかったのか︑家 の難しいところだと︑今になって きないが︑コンピュータを仕事と
祖母を預ってからの我が家は︑そ 族ゆえにできなかったのか︑今で 本当にそう思う︒◆昨年の老祉協 していることで︑何か側面からお

の頃はまだ特別養護老人ホームを 祖母が大切なことには変わりはな わけでもない︒だけど︑心が配れ えさせられた発表だった︒◆介護
はじめ︑介護の施設と言えば県内 かった︒しかし︑できなかった︒ てなかったのだと思う︒在宅介護 を仕事とすることは到底私にはで

は徘徊・妄言・異食の痴呆症状の 人権遵守とか︑個別ケアとかがで たのだと思う︒思いやっていない 本質というか︑人として接すると
ある祖母を預ることになった︒そ きただろうか︒
否︑
できなかった︒ わけでもなく︑気を遣っていない はどういうことかということを考

尊厳とか︑個別ケアと言われてい れることができない︒家族ゆえの それがいかに大事なことか理解し
今から約二十二年前︑我が家で るが︑その短い介護の中で祖母の 甘えから出た言葉が祖母を傷つけ 行動に移されるそんな姿に介護の

想

●排泄パターン把握表
齢者福祉の原点・職場起点・利用
者起点の介護社会を﹂にふさわし
い発表であった︒こうして介護の
現場で利用者本位の介護を頑張っ
てしていただいている姿に頭の下
がる思いがした︒できなかった私

暖かいところへ行くと梅もちらほら。
春が待ち遠しいですね。

行 平成２０年２月７日

祖母がしょうぶ苑に入所し
ており︑お世話になっている
ことで縁あって︑ここ近江舞
子しょうぶ苑で働かせてもら
うことになりました︒それま
では自動車会社に大学卒業後
十六年間勤務しており︑転職
は初めてでまったくの職種違
いに知らないことだらけで戸
惑いの連続でした︒最初は︑

握力の弱い方でも使える
みんなのはさみ

ではなく家族全員であったと思う︒

フジシステム社屋

手元で音が聞こえます。高齢者が
聞き取りにくい高音域２〜４キロ
ヘルツが明瞭になります
滋賀県高島市安曇川町青柳1223番地1

職員さんの
つぶやき

切るたびに音が響く♪♪
カスタネットはさみ
製作・印刷 有限会社フジシステム

ちょっと便利な
介護用品いろいろ
集 有限会社フジシステム
編

創刊号

ょうか︒
○苑長

曜のふれあい喫茶あり︑
業務援助︑ 夜勤が出来る職員は正職にと思っ 年の抱負ということで︑原稿用紙
すね︒法人に対してどういうこと

新聞発行まで あ ります︒それと ていますが︑人材確保が非常に難 ２枚ですね︒それで大体解るんで
我々も︑新聞発行とホームページ しいなと思ってるんです︒
を考えているのか︒苑に色々委員

業務で力を入れておられる部分 会がありますけれど︑委員会につ

これも職員が作っているわけです︒○インタビュアー
カタログがわりで皆が開けられて
こと︑希望すること︒また辞める

組織化したりでした︒最初は特に かなか全ての人を正職という訳に 場合には︑苦情情報を玄関に貼り いうか書いてもらうのです︒必要

後援会は住民の方々から︑なぜそ はいきません︒特に夜勤というの 付けて発表するようにしています︒なものには投資して︑必要のない

たわけです︒そういう組織が出来

やく稼動し家族会︑役員会ができ

て色々検討しました︒それがよう

色んな反発があって︑総会を開い

ね﹂は駄目なんです︒それと﹁お 職場でもあります︒

と動きなさいと︒﹁ちょっと待って にですね︒それは職員が働き易い

して﹁にこっと﹂笑って﹁ポン﹂ いく︑わざわざ職人さんを呼ばず

員に言っています︒
﹁はい﹂と返事 ね︒出来ることは自分等でやって

い︑にこ︑ポン﹂をしなさいと職 れと︑もう一つは業務の改善です

ういう形でするのかというような は非常にしんどい職種ですから︑ 毎朝の朝礼では︑
利用者さんに
﹁は ものは辛抱していただこうと︒そ

たというのは︑我々には非常に強
とうさん︑おかあさん︑本当にあ ○インタビュアー
退職するかどうかまでお聞きに

事に入るわけです︒まず利用者満 なるというのは︑職員さんに対す

りがとうございます﹂と言って仕

つ上のサービスが出来ます︒毎日
足︑それと職員満足︒職員が満足 る苑長の厳しさと愛情というもの

どれか一つ外してもだめなんです

出来る限り希望するところに移

この３つがガッチリ合わないと︑ ○苑長

ません︒それと経営基盤の確立︒ てますね︒

しないといいサービスは絶対出来 が両方あるようなことが反映され

のようにボランティアさんが来て

そうですね︑まず︑親父の土地 くれています︒
を相続しましたが︑この土地が何 ○インタビュアー
か人のためにならないかというよ
そうですね︑確かにこちらはボ
うな形で計画したわけです︒町の ランティアさんがよく来られてい

ね︒職員には︑毎年十二月に異動 動してもらいます︒それをするこ
希望調書というのを実施している とによっていわゆる介護のブラン

宗教色が入っているということ ってそこで楽しめるという︒健康 いただき︑誰が来ていただいても

学生︑老人そういう人が一緒にな 産と思っていただいてアドバイス

そうでしょう︑火曜市あり︑土 ︵近江舞子しょうぶ苑玄関付近︶ のですよ︒これは今年の反省と来 ド力ですか︑よそとの差別化をし

中ですが︑猿も出るような︑そう ますね︒
いう自然環境が良くて立地が良い ○苑長
というところだろうと思います︒

な介護ですね︒そういうことが出

ていかないとと思っているのです︒だから︑そういう家庭にいるよう ○苑長
○インタビュアー

をいわれる︒それで良いというん 老人ですね︒これから要支援にな 見ていただいても︑ここが悪いぞ
ですけど︒新人職員に全部理念を られる前の前の︑そういう人が一 と指摘を頂いたら改善していきま

個別ケアをという方向ですね︒ 説明するのです︒というのは︑み 緒に︑それが助け合う街づくりに すしね︒本当にこの施設が地域住

○インタビュアー

先ずは人材ありきというような 来ればなと思っています︒
ことですね
○苑長

んなを明るくしていかなければど ならないかということで︑色々検 民の財産だと思っていただけたら︑

そうです︒それと安全な事故の うするんだと︒光を与えて良いと 討したのですが︑今のところちょ 安心もしていただけますし︑応援

それは当然ですね︒人が財産で ○苑長

かんわけです︒
○インタビュアー

それからもう一つ︑逆デイサービ っています︒

今後の施設の目標と課題につい スもできるんじゃないかと︒それ ○インタビュアー
がみんなで協働すると街づくりに

つい個別じゃなしに集団でサービ いう︑そういう理念で僕はやって

えてきていますから︑
そうすると︑ するという︑社会を明るくすると

思うのですね︒今本当に人数が増 に沿って光明化︑みんなを明るく

しているのかということを絶えず 織を作って熱い仕事をして︑理念

庭にいる延長ですね︒家ではどう がられます︒人を育てて︑強い組

親戚等が多いんですよ︒だから家 ゃんピーちゃんと言って鳥を可愛

の両親︑親のようにです︒職員の います︒利用者がね本当にピーち

ね︒家の継続の介護︒それと自分 のですが︑苑でも犬︑鳥を飼って

す︒今︑子育てのケアワーカーが

し︑子どもとのふれあいもそうで

そういう生きがい作りも一つです

生きがいになるのですね︒だから

色々なことに参画していただいて

えになられて関わっていただいて

しいですね︒そういった方がお見

がないということでたまらないら

仕事を終えてリタイヤすると仕事

︵デイルーム︶

長時間︑ありがとうございまし

できませんね︒その人を好きにな ては︑いかがですか︒

つながる︒南小松がそういう福祉 た︒
あったかホームというのがある の街づくりというか︑そういう形

をしていただいたらいいサービス のですよ︒
それの拡大なんですね︒ になれば楽しいじゃないかと思っ
高齢化はこれから︑
が出来るのではないかなと思いま あったかタウンというのは街づく ているのです︒

スしていこうとされますが︑そう きたわけです︒

です︒施設が本当にこの地域の財

育が出来ないかなと思っているの

多いですね︒その中で無認可の保
今おっしゃった︑光明化という

ではないのです︒やっぱり一人一 ○インタビュアー
人起きる時間も違う︑寝る時間も

食事も違う︑全て違うんですね︒ のは光︑
明るいということですね︒

︵和室コーナー︶

要は家庭にいるような介護です す︒ここは非常に自然環境が良い りですから︒それは障害者︑小中 まだまだどんどん進みますしね︒

○苑長

うな介護でしょうか︒

目指されている介護は︑どのよ てですね︑そういう気持ちで介護

るような何か良いところを見つけ ○苑長

啓発して勉強してもらわないとい 人を好きにならないといい介護は

来ないですね︒そこで職員に自己 ね︒人の心を思いやる習慣︑その ○インタビュアー

ていたら︑いいサービスが絶対出 それと明るい返事と素直な心です 念に基づいて施設をつくりました︒し僕はやりたいなと思っています︒とになってくれればいいかなと思

のですから︒その人が不平を持っ ない︑
或いは感染症のないように︒ ころを見て︒僕はそういう形で理 っと中断している状態です︒しか もしていただけます︒そういうこ

すね︑その人がサービスしていく

利用者の顧客満足度︑これは勿 のか辞めないのか︑どういうとこ

援会を組織化しました︒家族会を 正職にしたいんです︒ところがな も設けていますし︑苦情が入った も聞き出すのですね︒聞き出すと

友の会を組織化したり︑或いは後 酬が２回下がり︑その中でみんな 論のことです︒そのための意見箱 ろへ行きたいのか︑そういうこと

ませんので︑例えばボランティア けれども人材確保ですね︒介護報

だけでは︑なかなか運営していけ たら︑今どこの施設でもそうです ○苑長

したのは組織化ですね︒我々職員 解るようにしました︒苦労といっ は︑
どのようなところでしょうか︒ いて思うこと︑法人について思う

近江舞子しょうぶ苑 苑長の村田憲 ○インタビュアー
治さんに︑ １．施設の特長について
開設以来の喜びと苦労について
２．開設以来の喜びと︑ご苦労について
３．業務で力を入れておられる部分につ お聞かせください︒
いて４．目指しておられる介護について
○苑長
５．今後の施設の目標と課題についての
５点について︑お話をお聞きしました︒ 創設からです︒非常に苦労しま

○インタビュアー

村田憲治苑長

まず最初に施設の特徴について みだと思います︒しかも︑ボラン
ということでお話を頂けますでし ティアさんが入ることによって一

近江舞子しょうぶ苑

