津市の特別養護老人ホーム千寿の

第２号の発刊にあたり︑今回は大
組みを︑現在試行的に一部やってい

にオムツを替える個別排泄の取り

ターンに応じて︑定時ではなく個別

○インタビュアー

れて元気がなくなってきたのです︒ 祉保健部にもおりましたし︑榛原の

丸六年経ちましたから︑お歳を召さ

ますが︑最近は十人程度の参加です︒ 元々市の職員で︑介護現場のことは

直接介護にあたったわけでもない

里等も部署としてはありましたが︑

余り知らなかったのです︒勿論︑福

郷の中嶋正雄所長にお話をお伺い
ます︒それと個浴を導入したいと思
ケアハウスにも要介護の方がお

しました︒
っています︒今は集団ケアで短時間

もらえるような施設になったら良

要支援︑要介護入れて七人ほどで
長になるには︑ある程度現場を知っ

れども︑本当にこういう施設の施設

なというのは思っていたのですけ

いなと思っています︒

入ってもらえるようにということ
す︒この間の懇談会の時も︑部屋の
ていないと駄目だなということを︑ ○インタビュアー

ですし︑現場のことは見ているけれ

です︒移乗をきちっとやらないとい
中に閉じこもるのではなく︑出来る
現場のことを知り尽くした人す

いでなのですか︒

けないので︑移乗についての技術的
だけ外に出るようにお話をさせて
もの凄く思いました︒責任者も経験
べてが立派な施設長になれるとい

で入ってもらっていますので︑もう

な研修を受けてもらって︑どんどん
いただきました︒そういう意味で花
不足で私も分からないという中︑試
うわけでもないですし︑難しいとこ

どもよく解りませんでした︒大変だ

増やしていこうと思っています︒ま
見にも行ってくださいと勧めてい
行錯誤でやっていましたので︑現場

○中嶋所長

本日は大変お忙しい中お時間を
ず︑それをやっていこうということ
るのです︒

少しゆったりした気分でお風呂に

いただきまして︑ありがとうござい
でプロジェクトを立ち上げて色々

○インタビュアー

ます︒まず︑こちらの施設の特徴に
ろもありますね︒

次に︑開設以来の喜びとご苦労と
とらないと良くならないと思いま

うのは︑施設長がリーダーシップを
を引っ張っていかないといけない

難しいです︒トップというのは皆

○所長

ついて︑お聞かせ願います︒
いうのは︑どういうことがございま
す︒現場に任せておいたらそれで良

○中嶋所長
のことをお話になっていましたが︒ したか︒
いというものではないというのは︑ し︑その気にさせて動かさなければ

花見には瀬田川沿いへ行きます︒
年前から︑個別ケアをやらないと駄

最近つくづく感じています︒二︑三
たら空回りします︒だから︑いかに

いけない︒自分が全部動いてしまっ

ケアハウスのご担当者がお花見

環境で︑それが一番の特徴です︒山
○中嶋所長

で緑に囲まれた非常に環境の良い
利用者さんはリフトカーに乗って

この施設は大変自然に恵まれた
あいで春の新緑から紅葉に至るま
ところに建っています︒これから暖

したものにしていかないとと思っ

と現場の方にとっては大変に思え

個別排泄は︑話だけ聞いています

人を上手く動かすかが大事ですね︒

もらって車の中から見てもらった

ています︒今後二年の間に個別ケア

ますが︑実践されている施設のお話

目だよと盛んに言っていて︑特に去

かくなったら畑もありますし︑散歩

もやりながら利用者さんに喜んで

今は四人部屋が中心ですけれど︑

職員に︑これから何とかしていかな

り︑瀬田の山手に県の施設できれい

行ったりしましたが︑最近は重度化

恥ずかしい話のなのですが︑私は

いう取り組みをして利用者さんは

ユニットケアにしていかなければ

年ぐらいから動き始めて︑職員もそ

にも出かけていただきます︒外へ出

が進んで︑なかなか食事までしても

すよね︒させない介護をすることに

活性化されていると思います︒それ

と思っています︒お風呂は今検討し

いと駄目だという動きが出てきた

らう雰囲気ではなくなってきまし

よって意欲も低下するし筋力も衰

を特徴にしようということでやっ

ていますが︑個浴に変えていこうと

れなりにそういうことをしなけれ

な庭があるのですがそこにも行っ

今年の重点目標で何とかやろう

た︒ケアハウスは今年も花見に行き

えてだんだん悪くなっていく︒だか

ていまして︑利用者さんには好評で

考えています︒それと人材育成です︒

のが良かったなと思うことです︒

と思っているのが個別排泄です︒今

中なんかに交換されたら︑あと寝ら

ら︑生活リハビリをやろうというこ

す︒

ばという気になってくれているの

まで定時交換で集団ケアを行って

れないですよ︒そういう部分でも大

とになりました︒出来ることを出来

これが一番難しいです︒後継者を育

たことがあります︒お弁当を持って

いましたが︑それを利用者さんのパ

含めて利用者さんの状態に合った
るだけしてもらおうということで

てておかないといけないと思って

も気分転換になります︒

を伺いますと︑逆に人手も少なくて

喜んでもらえるケアをしたい︑それ

に見えて分かる部分が出ています︒ 事だと思うのです︒そういうことも

済む︑おむつも節約できるという目

が一つの狙いです︒

す︒職員は何をするかというと︑そ

います︒後は︑職員の人材育成につ

○インタビュアー

れて大変です︒その人のパターンに

れが事故に繋がらないように見守

ですると︑おむつ交換で時間に追わ

それは節約できますね︒集団ケア

○中嶋所長

合わせて交換していたら全部替え

いても︑まだまだ十分ではないので︑
皆が意欲を持って頑張れるように
資質の向上を目指したいと思って

らうということを今︑実践している

おうということで︑おしぼりや洗濯

特養の方でも何でもしてもら

して優秀な人材に育てて個別ケア

たので︑それをいかにレベルアップ

います︒人材的にはそろってきまし

のです︒それと︑普段デイの利用者

で協力して出来ることはやっても

でしてもらおうということです︒皆

す︒そうでない限り出来るだけ自分

りをし︑本当に危なかったら手を出

だけ楽になるのです︒今だったら出
てようが出ていまいが皆替えてし
まっていますし︑利用者さんからし
たら迷惑な話です︒
○インタビュアー
介護については個別ケアが目標

喫茶店へ行ってみたりと積極的に

寂しいし︑段々と生きる意欲が無く

昼食に回転すしを食べに行ったり︑ 何もさせず︑何もすることがないと

それからハード面が今後の課題だ

とです︒人材育成︑後継者の育成︑

さんは︑余り外に出られないので︑ 物たたみ等もしてもらっています︒ をきちっとやれるようにというこ

ナルケアシステムは︑排泄の予測を

ということはよくわかりました︒そ

目的だから︑自立してもらう為には︑ に利用料が高くなりますし︑そうい

するためのソフトです︒パターンを

うことを考えると全部ユニットが

と思います︒ただユニットにした時
こともやっています︒意欲を高める

ちょっとでも動いてもらわないと

良いのか考えてしまいます︒介護報

なります︒やはり自立支援が介護の
ことによって︑今まで出来なかった

いけない︒何もしてもらわないで何

酬をもう少し上げてもらわないと

外へ出て楽しんでもらおうという

ことも頑張ってやろうというよう

も動かなかったら︑どんどん衰えて

の他の業務で力を入れていらっし

デイサービスの提供時間を昨年

になられます︒私たちの感覚で危な

で︑利用者さんの持っておられる潜

いけないのではないかということ

か今までと違うものを出さないと

を長くすると利用料も上がるし︑何

いる人でも意外と出来ます︒生きる

とによって︑普段出来ないと思って

れないが︑逆にそれをしてもらうこ

その方が事故が無くて良いかも知

うこととお考えですか︒

らの施設の課題というのはどうい

かせていただいたのですが︑これか

施設の今後の目標というのは聞

いということでしてもらわないと︑ きます︒

○インタビュアー

す︒人材確保が大変な問題です︒

が増えなくても人件費が上がりま

○中嶋所長

を頂き︑ありがとうございました︒

長時間にわたり大変貴重なお話

て人材確保をしようと思うと︑人数

人材確保が出来ません︒賃金を上げ

夜中に定時でおむつを替えます

在能力をもっと活用しようという

意欲を持たせてあげたら人間は全

○中嶋所長

夜中のおむつの替えは全くいらな

と︑出てなかっても起こされるわけ

ことになりました︒高齢者の介護と

然違うと思うのです︒デイは︑そう

○インタビュアー

です︒本当は寝ていたい方がおられ

いえば︑させない介護になりがちで

いのです︒

るわけです︒ましてや寒い真冬の夜

見ていますと就寝前に一回排泄さ

感じで動いていかれるわけですが︑ ○中嶋所長
れて︑そのまま朝までお休みです︒ から６ ８に変えたのですが︑時間

把握して︑昨日こうだったから︑お

弊社で開発いたしましたパーソ

デイの店

ゃることはございますか︒

デイルーム

そらく今日もこうであろうという

○インタビュアー

なくても良いのだから︑本当はそれ

で︑これを上手く誘導してきちっと

てもらうと車椅子に乗っている方

○中嶋所長

千寿の郷 玄関風景

○インタビュアー

は大変だったと思います︒特養とい

敷地内 運動公園

○インタビュアー

中嶋正雄所長

研究してもらっています︒
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労協センター事業団
高島地域福祉事業所

阪田 昭和

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）

の家﹂開所式を迎えること

域福祉事業所﹁松ぼっくり

労協センター事業団高島地

平成二十年四月二十日に

るという三位一体の運営の

が働くこと︑さらに経営す

自らが出資すること︑自ら

いました︒それは︑組合員

クになかったものを持って

成事業﹂と﹁介護事業﹂訪

島会場で実施する﹁人材育

ルパー２級講座２講座を高

本年度は︑栗東事業所のヘ

ぼっくりの家﹂の事業は︑

ました︒私は︑元厚生労働

域福祉事業所を運営してい

ン事業を運営し︑全国で地

域若者サポートステーショ

ある若者自立塾の運営や地

厚生労働省のニート対策で

実践されています︒

で︑全国各地で事業展開が

を実践するという協同組合

民・地域・行政との協同﹂

利用者・家族との協同︑市

同︑
﹁働く仲間同士の協同︑ ります︒

ことと︑さらに︑三つの協

労 協 セ ン タ ー 事 業 団 は ︑ ﹁良い仕事おこし﹂をする

業展開を実施する計画であ

活総合支援事業﹂を柱に事

延長線上に地域若者サポー

ら若者自立塾の運営とその

緊の課題であるとの認識か

若者に対する就労支援が喫

る﹂という三位一体の事業

﹁出資し︑労働し︑経営す

に新たな選択肢を増やす

支援してきた﹁雇用関係﹂

ってきた事業主と労働者を

やシャッター商店街対策は

性化対策では︑まちづくり

限界集落への対応︑地域活

は︑後期高齢者医療制度や

私が四十年間関わりを持

トステーション事業を視野

運営を実践することであり

たことから︑今この国の︑

に入れていたこともあり︑

労協センター事業団は︑私

募っていきました︒

の多くの支援者や仲間の出

ーワーク高島所長等市内外

会議長や市議会議員︑ハロ

開所式は︑市職員や市議

題であります︒

への魅力づくりも大きな課

所づくりも将来を担う若者

業誘致の困難性から働く場

た︑産業経済対策では︑企

喫緊の課題であります︒ま

ます︒

が設立したＮＰＯ法人ライ

席の下で迎えることが出来

の拠点を移そうとの想いが

労協センター事業団に活動

高齢化への対策について

省の地方組織の職員であっ

が出来ました︒

問介護︑ディサービス︑
﹁生

高島地域福祉事業所﹁松

ました︒

●排泄パターン把握表

中で︑地域のニーズを元に

労 協 センター 事 業 団 高 島 地 域 福 祉 事 業 所
﹁松 ぼ っく り の家 ﹂開 所 への想 い！
﹁一 緒 に支 え よう 高 島 を ！ ﹂

掲載の商品は楽天市場で見つけました

フステージ支援ネットワー

編集後記
特別養護老人ホー
ム千寿の郷は︑大津
市石山の市街地から
は少し離れた場所に
あり︑ほんの何分か
市街地から離れるこ
とで︑こんなに静か
で緑豊かな所がある
かと思わせるほど風
光明媚な所にありま
す◆施設敷地内にあ
る運動公園の木々を
見て︑また今年もき
れいに咲いているな
とうきうき気分で所
長インタビューの席
へ向かいましたが︑
いつもは︑寡黙な所
長の口から溢れ出る
介護への想い︑介護
に対する取り組みの
姿勢に︑ただひたす
ら頷くばかりのイン
タビューとなりまし
た◆改まってお話を
お聞きする機会が今
までなかったことを
悔やみながら︑この
想いを是非とも多く
の皆さんにお伝えし
たいと強く思いまし
た◆課題にしておら
れる個別ケアが順調
に進むことを祈りた
いと思います

地域 に おけ る 課題 を 掘

（介護・看護・特記）

を﹁松ぼっくりの家﹂はお

に活動していただける仲間

考えています︒是非︑一緒

も一躍を担っていきたいと

その環の中心でなくて

ると想います︒

る高島を支えると断言でき

クが自然豊かな高島︑愛す

が︑市民の環やネットワー

ても過言でないと言えます

力では何もできないと言っ

﹁松ぼっくりの家﹂だけの

ます︒高島地域福祉事業所

広げてゆきたいと考えてい

ークづくりによりその環を

ら︑仲間づくりやネットワ

違いないと思われることか

ることは一杯あることに間

ニーズに市民レベルで出来

り起こせば次々と出てくる

●月別（個人別）ケース記録表
待ちしています︒

春ですね。
花も緑もやさしい気持ちにしてくれます。

プチエイド･茶碗まくらφ
こぼれないしょうゆ差し
ようと 思うこ と もあ り ます ︒ また
千寿 の郷
森田優子 副主 任ケアワーカー 自分が理想とする介護と現実の違
いに 悩むこ と もあ り ます ︒で す が
︑ 自分が関わ った中で 利用者さん
が 笑顔にな って くれ るこ と ︑ ﹁あ
りが と う ﹂と 言 って くれ るこ と が
嬉し くて 続け るこ と が で きて い ま
す ︒そ して ︑ 理 想と 違 って も少 し
で も近づけるように︑利用者さん
が 千寿に いて 幸せ を 感じて もらえ
るようなケアができるようにと 思
いなが ら 働 かせ て 頂 いて い ます ︒
相手を笑顔にするには 自分も笑顔
を 絶や さないことが 大 切だと 思う
ので ︑こ れ か ら も 楽し み な が ら そ
して 日 々 学 ぶこ と を 怠らず 頑張 っ
て いき たいと 思 って い ます ︒

発 行 人 藤 井 直 和

高校生 の頃︑母が 福祉 の現場で
働 いて お り休 み の 時に 時々 ボラ ン
ティア に行 って い まし た︒ 元々 お
ばあ さん子だ ったこと もあ り高齢
者と 関わ るこ と が 楽し く︑ や りが
い のある仕 事だと 感じ 高校卒業後
福祉 の専門学 校に 進学し ました︒
専門学校卒業後す ぐに千寿 の郷で
働 かせ て 頂 くこ と に な り︑ 最初 は
３年は続けようという気持ちでし
たが ︑あ っと いう間 に ６年 も経ち
ました︒ 現場で 働いて いて 正直に
言うと 楽し いこ と ば か りで は あ り
ませ ん︒ 辛いこ と もあ り辞 め
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