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●日別（ユニット別）ケース記録表

遇が職務の内容に比べて良

っていることや介護職の待

産業に人手を取られてしま

既に８月７日にインドネシ

補者の受け入れが始まり︑

インドネシアから介護職候

一方では︑フィリピンや

でになりましたが︑雇う施

くないことなど原因はご承

介護職の待遇改善には介

設の側も介護される利用者

アから１０４名の方がおい

護保険の報酬改定を待つし

かないのかも知れませんが︑ の方々も何かしっくりこな

遇改善法﹂が成立して︑介

議員立法の﹁介護労働者処

職の賃金引上げを柱とする

院の厚生労働委員会で介護

になるのでしょうか︒衆議

は報酬を上向かせる追い風

せん︒隔世の感があります︒ 世間に芽生えたのは︑少し

いられているという認識が

ためにギリギリの経営を強

護事業者は法令遵守をする

いない事でしょう︒大学や

セントです︒なんともった

年未満の人が７４．７パー

うです︒その中でも勤続３

い２１．６パーセントだそ

度より１．３ポイントも高

の０７年度の離職率が昨年

センターの報告では介護職

の高さです︒介護労働安定

となるのが介護職の離職率

更なる人材不足の 原因

いような気がしてなりませ

護職の賃金をアップさせて

専門学校を卒業し希望に満

コムスンの一件で法定の介

介護職離れに歯止めをかけ

ちて就職されたのに３年の

ん︒

ようとするという動きもあ

辛抱が出来なかったのです︒

護報酬が低く抑えられ︑介

りますし︑舛添要一厚生労

サブプライム問題が米国の

で︑特に大津市や湖南地域

直近の調査で１．１３なの

は全産業の有効求人倍率が

表われています︒滋賀県で

の傾向は大都市圏で顕著に

が２．５０だそうです︒こ

率が介護分野では全国平均

均で０．９１の有効求人倍

っきりしていて︑全産業平

その現状はデータ的にもは

募者ゼロも珍しくはありま

や募集の広告を打っても応

働相が２００９年度の介護

金融危機に及んで世界中の

では人材確保に頭を痛めて

●月別（個人別）ケース記録表
（介護・看護・特記）

編集後記
﹁暑いですね﹂が挨
拶になってしまった
この夏︑インタビュ
ー後︑施設内の写真
を撮らせていただき
ながら中庭に出てみ
ると︑夏ですね盆踊
りの櫓に提灯︑どこ
ともに特養さんは夏
祭りを行われますが
いいですよね夏祭り
そんな気分で眺めて
いたら︑やっぱり暑
い！でも日影に入る
と︑どこからか涼し
い風が・・・◆ふじ
の里は︑高島市安曇
川町に所在し︑夏で
も田園を渡ってくる
涼しい風が吹き抜け
る心地よい環境にあ
る施設です︒坂東施
設長は︑施設長に就
任されてから介護福
祉士の資格を取得さ
れた努力家なのに︑
いつもニコニコされ
ていて努力の欠片も
見せられない︒そん
な施設長の﹁いつも
？を忘れない﹂とい
う言葉をお聞きし︑
暑さにだらけていた
自分を反省するひと
時となったインタビ
ューでした

金融商品が信用を失墜して

（介護・看護・特記）

︵藤井︶

うがった見方でしょうか︒

かと期待するのは余りもの

の人材不足は解消されるの

後並みになれば︑介護業界

業の求人状況がバブル崩壊

す︒国内景気が悪化し他産

うようにも報道されていま

よいよ後退局面に入るとい

日本の景気も踊り場からい

の予測があり︑それに伴い

国経済が一気に悪化すると

ピックを終えたら好調の中

国景気が悪くなり︑オリン

相場や穀物相場の高騰で米

とは期待が出来るでしょう︒ います︒そしてまた︑原油

引き上げる方針を示したこ

●個別月間排泄実績一覧表

知のとおりでしょう︒

体的に求人状況が回復し他

●排泄パターン把握表

保険法の改定で介護報酬を

うな時もありましたが︑今

食もとれなかったというよ

をされるご担当者の方が昼

会場を訪れられ施設の説明

などでも︑沢山の求職者が

前までは福祉の職場説明会

せば︑バブル崩壊から数年

を求められます︒思い起こ

らよく介護職員さんの紹介

設長さんや人事担当の方か

です︒お話を伺う施設の施

介護の担い手不足が深刻

﹁介 護 の担 い手 不 足 が深 刻 です ﹂

個別ケア対応システム

↑文書のアクセス権設定
働き８年目︒在宅介護サービスが社会
化してきたとはいえ︑各家庭それぞれ
に大変な介護をされている現状を目の
当たりにし︑この歳になってそろそろ
自分の親のことも考え始めているのが
正直な話です︒対人支援の仕事でかな
りのストレスを抱えることもあります
が︑どこかでストレスを発散している
のだと思います︒でなければ続かない
規則正しい生活リズムをおくる中にも
︑解消・発散させていくテクニックを
持っているかいないかでモチベーショ
ンは随分変わると思います︒自分自身
の健康のことにも気をつけていかない
といけないと感じる今日この頃です︒

ふじの里ケアプランセンター
在宅介護支援係長・
介護支援専門員

◆紙文書の維持管理が不要になりコスト削減

おもい

福祉関係に縁があり︑もう１５年
が経ちました︒東京から戻り︑２５
歳の時に︑ふじの里特養ケアワーカ
ーとして働きはじめました︒特別な
モチベーションはなかったのですが
自分より年下の女性介護職員さんが
︑とても力強く介護されていて︑︵
男性職員は少ない︑自分も頑張らな
いと︶これは負けていられないと思
い︑自主的に勉強しつつ勤務を終え
てから先輩職員に介護技術などを教
えていただいた頃を︑今でも鮮明に
思い出します︒その後︑在宅介護支
援センターの福祉担当を経て︑現在
は居宅介護支援事業所︵ケアプラン
センター︶でケアマネジャーとして

滋賀県高島市安曇川町青柳1223番地1

↑版管理
おられます︒景気回復で全

夏の花は、明るくて清々しくて
花から元気がもらえそうですね

◆充実の検索機能を提供
行 平成２０年８月２３日
発

職員さんの
ファイト
集 有限会社フジシステム
編

第３号

高島市安曇川町に所在する︑特別養

正す﹁貌言視聴思﹂は思いやりと誠

Ｃａｒｅ Ｔｉｍｅｓ 第３号は︑ の理念に取り入れています︒五事を
思います︒実施を前提に︑約半年間

式を超越する食事の提供であると
できるのではないか検討しました︒ もしていないように見えたと思い

わらなくても出来る作業や省力化

り出すことが出来るのか︑職員が関
ん︒傍から見ていて２〜３年間は何

いいのかさっぱり見当がつきませ

ます︒当時も今も力のない私を見捨

をかけて先進的な施設や旅館︑ホテ
てず育ててくれた職員や心優しい

心を司る人権擁護の基本だと思っ
ングケアシステム・洗濯物分別車等
利用者の方々に感謝する次第です︒

護老人ホームふじの里の坂東正敏
面改修と厨房職員の研修および工
の導入を決定しました︒導入後の経
就職当時︑以前からの習慣で早く起

その結果︑除雪車・加湿器・ナーシ

ところで︑施設の運営は限られた
事期間中の食事の提供が確実に出
過を見ても予定通りの効果が出て
床するため︑早く出勤し︑玄関・廊

ルの現場を目で確かめ︑厨房内の全

介護報酬の範囲内で行う必要があ
来る事を確認︑利用者の方々に食事
いるものと思っています︒

ています︒

ります︒しかし︑介護支援はお金だ
を選択していただき楽しい一時を
下や事務所の掃除を始めました︒廊

けでは解決できません︒必要なとき
ふじの里は常に改善するところ

過ごされることを目指し踏み出し

い改革意欲を活かすことかもしれ

施設の特長は日頃から？を忘れな
在も廊下を歩いて目に付く汚れは

ため︑汚れるのは当たり前です︒現

てくれていますが︑生活施設である

すぐふき取るようにしています︒

ません︒

を検討し︑改善に繋げてきました︒ ちます︒職員は毎日一生懸命掃除し

下は毎日掃除しないと汚れが目立

に必要な人が居なくては介護支援

導入直前までの調理職員は調理
するだけであったが︑カフェテリア
に立ち利用者の食事に全面的に関
カフェテリア方式へ複数献立︵昼・ ○インタビュアー

わる事になりました︒給食方式から

はないか︑どう改修すれば良いか等

ました︒

す︒

サービスを提供する責任がありま

方々や家族の方に満足頂ける支援

出来ません︒私たちは利用される

施設長に施設の特徴などをお伺い
しました︒

○インタビュアー
今日は︑大変お忙しいところ︑あ
りがとうございます︒私たちも地元
の施設ということで馴染み深い施
設ですが︑こうしてインタビューを
お願いをするにあたり考えてみま
すと︑存じ上げない部分がかなりあ
るなと思いました︒そんな私たちの
知らない施設の特徴や︑施設長の思
いについて︑お話いただけたらと思

ふじの里は平成５年緑豊かな高
にバイキング方式を採用されてい

は︑食事提供を配食の形式をとらず
の方々は食事を楽しみに意欲も湧

択していただいております︒利用者

調理の音を聞きながら皆さんに選

○坂東施設長

について︑お聞かせいただけますか︒ に協力する約束をしました︒それか

務に携わられてのお喜びやご苦労

で取得されたわけですが︑福祉の業

調理するため︑目で見︑匂いを嗅ぎ︑ おいでになり︑介護福祉士の資格ま

備・財務内容等︶を創るため全面的

富な現水口副施長に良い施設︵設

施設に就職するに当たり︑経験豊

一般企業にお勤め後ふじの里に

島市安曇川町下小川に誕生した高
るとお聞きしましたが︑それはどの
き︑食欲旺盛な方以外でも入所後体

夕食は６〜８品︶に転換︑目の前で

齢者の生活施設です︒近くに図書
ような思いでお始めになられたの

○インタビュアー

館・文化会館・記念館等の施設があ
ですか︒

ら約 年間その気持ちは変わらず

り安曇川町の文化ゾーンを形成し
○坂東施設長

います︒

昭和をイメージした
共用スペース

しみにされていました︒体調のすぐ

た︒利用者の方々もその出会いを楽

ことが当たり前のこととなりまし

一回り︑利用者の方と挨拶を交わす

いたします︒毎朝施設内をぐるりと

増えると考えていますが︑介護は人

と思います︒今後もパソコン処理は

い結果を生み出す原動力になった

くつかめ︑早めに対処することでよ

が出来︑事業内容や推移の情報を早

ケース記録等迅速に処理すること

転倒と言わざるを得ない︒自由に生

を楯に闇雲に規制することは本末

あり︑基本となる規則やマニュアル

たことは施設でも出来る可能性が

る必要があります︒自宅で出来てい

方の生活パターンを良く探索し知

り出したい︒関わる職員は利用者の

ムさんのご協力を得て︑事業実績︑ 過と自然の動作が出来る場所を創

ば利用される方と接する時間を作

次は︑省力化について︑どうすれ

重増となる方もいらっしゃいます︒

ればなりません︒転換で空いた多床

所として建物の一部を提供しなけ

が︑福祉施設は緊急時地域の避難場

断層の動きも気になるところです

修が必要となります︒琵琶湖西岸活

個室 床増築と空いた多床室の改

浴室の改修です︒

します︒多床室︵ 名︶の個室化と

今年度中に二つの事業を実施いた

になりましたが︑何から手を付けて

ことのない福祉の現場につくこと

平成６年１月まったく経験した

自己資金を積み上げる努力をして

楽観できませんが現在をベースに

達しなければなりません︒現状では

との出来ない費用を自己努力で調

大規模修繕等施設運営に欠かすこ

は期待できないという︒施設整備や

低下︑来年度以降︑施設整備補助金

ています︒行政からの補助金も年々

施設運営は大変厳しい状況となっ

つあると思っています︒平成 年９

面で内容の充実した施設になりつ

継続は力なりの言葉どおり︑全ての

月施設長に就任以来早 年が経過

ふじの里の特長はバイキング方

れない方の状態が把握できること
が関わらなければ出来ない仕事で

きることを保障できれば利用者の

いと思いますが︑そういっていただ

のことはさせていただいておらな

ご協力と言っていただけるほど

○インタビュアー

きすることも多くなってきました︒ したいと考えています︒
利用者の方から信頼されるように
なったのか︑苦情や笑顔も増えまし
た︒

○インタビュアー
ふじの里を見ていますと︑事務職

次に︑今までいろいろと考えられ

けるとありがたいです︒

常に効率よく流れているようにお

てこられた上で︑目指しておられる
介護とは︑どういう介護ですか︒
○坂東施設長
施設は自宅に勝ることは出来ま

室を多目的室にしたいと思ってい

いきたい︒

利用者の方やご家族にふじの里

シーに配慮した個浴タイプの湯船

浴室をバリアフリー化しプライバ

年間凍結されたまま︑何とかして職

に対する報酬のベースアップは数

介護報酬減額の煽りを受け︑職員

方々の笑顔はもっともっと増えて

ます︒また︑築後 年経過した一般

を利用してよかったと喜んでいた

しなければなりません︒

確保が難しい︒企業は業績回復と団
塊世代の定年により︑新規採用が増
えてまいりました︒反対に福祉施設
に就職する希望者が激減してきて
います︒しかし︑今後待遇改善の出
来ない施設は落ちこぼれ︑職員の採
用もままならない状態になる可能
性を含んでいる︒介護施設が崩壊し
りをこれからも進めていきたい︒

したいと考えています︒

高めると共に持続できるよう援助

ないよう職員のモチベーションを
高齢者が急増する中︑現在の規模や

○インタビュアー

かし︑介護報酬の二度に亘る減額で

長時間ありがとうございました︒

立地条件が適正なのか︑様々な条件

利用者が快適に過ごせる場所作

員の収入をアップしたいが財源の

を設置します︒

くるものと思います︒

10

だければ︑お褒めの言葉を頂いたと
思っています︒

○インタビュアー
最後に︑今後の施設の目標と課題
についてお聞かせください︒
○坂東施設長

個浴・シャトルバス

を想定し中長期の計画をすると共

介護保険制度施行を契機にケー

10

15

社会福祉法人は地域の要望を聞
自宅で過ごしている時と同様の経

きと過ごしていただける場所とな

10

に実現のための方策をたてたい︒し

せん︒ならば利用者の方々に生き生

ン入力となりました︒
ふじの里は開設当初からコンピ
ュータ関係についてはフジシステ

ユニット型特養
なごみの家

るよう努力しなければなりません︒ き入れることの出来る施設運営を

ス記録を始め記録の殆どはパソコ

○坂東施設長

を入れていらしたのですか︒

見受けしますが︑どのような点に力

のみという方がおられず︑業務が非

ユニット型特養なごみの家
ケアステーション

10

も近く︑先生の教え﹁良知﹂を法人

と︑全ての方々に声かけするので職
あり︑入力のための時間を極力短縮

全くそのとおりですね︒ふじの里

食堂 カフェテリア

員に云えないことや相談事をお聴

15

○坂東施設長

庭
中

景
全

坂東正敏施設長

ています︒近江聖人中江藤樹生誕地

特別養護老人ホームふじの里

ふじの里
個別排泄実績入力
ケース記録入力

