かな心配りのお話をお聞きするこ

お伺いしました︒女性らしい細や

わらぎ苑の遠藤正子苑長にお話を

今回は︑特別養護老人ホームや

まいました︒あっという間に都会

建って︑瞬く間に都会になってし

大学が来たり︑マンションが沢山

駅が出来ましたと同時に︑立命館

余経ちまして︑平成六年に南草津

岐にわたつて︑ご援助頂いており

の付き添い等︑まだまだ他にも多

け花クラブ︑かるた会︑ドライブ

苑内の買い物︑手作りクラブ︑生

者の方が暫らく経つと落ち着かれ

もう一つの喜びは︑新規の入所

花しました︒

買わせていただき︑今年の春︑開

ーツ交換︑理容︵年４回︶
︑清掃︑ 枝垂れ桜とソメイヨシノの苗木を

変有難く︑感謝しております︒シ

て顔色も良くなられ︑笑顔が見ら

を賜りましたことです︒記念に︑

とができました︒
の中の施設になってしまったとい
ます︒
というわかりやすい言葉をしあわ

いことです︒帰りたいと言われて

﹁老人に幸せを︑
地域との和を﹂ れるようになられることもうれし

えに︑駅前という最高の立地条件
た方が︑ここが一番良いと言つて
下さると︑ああ︑良かったなと思

せ会の理念としています︒

もう一つの大事な特徴は医療と

に入って来て頂きたいと望んでい

ているので︑後から応援しており

ども︑自分たちで取り組んでくれ

駄目だと思っています︒身寄りの

族との連携を密にしていかないと

す︒施設でお預かりしていても家

家族の力というのは大きいので

とても多いので︑それに添いたい

れると思いますが︑地域の要望が

ます︒複数の施設を申し込んでら

機者が３００人ほどいらっしゃい

どこの施設でもそうですが︑待

った時に﹁ここに入れて良かった

います︒又︑ご家族がお見えにな

ます協力病院が近くにありますの

の連携です︒理事長の経営してい

になりました︒

なくなったけれどもそれと引き換

うのが地理的な特徴です︒自然は

○インタビュアー
本日は大変お忙しい中お時間を

療の方で即フォロー出来ますので︑

を選びがちですが︑重度の方も医

まで︑ともすれば介護度の低い方

ます︒入所者様の介護度もさまざ

頂きましてありがとうございます︒ で︑医療との密なる連携をしてい
まず︑やわらぎ苑様の施設の特徴
についてお伺いできますか︒
○遠藤苑長
開設して２７年目になります︒
入所者を選ばずに困難な方も順番

ましたか︒

当時は︑田んぼの真ん中に︑ぽつ

その他︑有難いことには︑ボラ
○遠藤苑長

に入っていただいております︒経

を寄贈してくれまして出来た施設
ンティアさんには非常に恵まれて
先ず最初に︑大きな喜びとしま

んと建っていました︒この辺りは

です︒草津で初めての社会福祉法
いることです︒創立以来長年に亘
しては︑平成１７年に天皇陛下よ

管栄養の方が２０％弱おいでにな

人︵特別養護老人ホーム︶です︒
つて来てくださっている個人︑グ
り県下の優秀施設として御下賜金

岡田という地名で古墳︑史跡があ
○インタビュアー

当時は︑田舎の静かな環境の中の
ループのボランティアさんには大

局になるから家族でそういう会を

ります︒それに伴って看護師さん

施設でしたが︑それから四半世紀

私の悩みです︒言われても言い返
結成して欲しいなと思って︑最近

り︑土器なども出まして︑建設に
次に︑開設以来の喜びとご苦労

また︑職員の研修に力を入れて
すわけでもないし︑かきむしられ
の家族会で呼びかけました︒そう

も定員より多く採用させていただ

おります︒新人︑中堅︑ベテラン
たり︑怪我を負ったりしても職員
したら賛同された方が三人ほど残

は難航したと聞いております︒そ

とレベルに合った外部の研修に積
は辛抱して働いています︒こうし
って相談されていました︒急には

というのはどういうことがござい

極的に参加してもらっています︒
た職員の人権をどう守ってあげる
出来ませんけれども︑積極的に苑

いております︒

研修を受けた人が今度は自分たち
かが課題です︒

の様な地に︑理事長の父親が土地

が講師になって月に一回︑施設内
で研修を行ってくれています︒朝

ます︒私たちは基本的な日常のお

今後の目標と課題は︑どのよう

○インタビュアー

ています︒

とが介護の大事な部分かなと思っ

うことを介護の中で取り入れるこ

解ということが大切です︒そうい

族には及びませんので︑家族の理

心のケアもやっていますが︑ご家

世話はきちんとさせて頂きます︒

の部と夜の部に分けてやっていま
す︒
私も聴かせてもらうのですが︑
人に教えるには︑よく勉強してか
らでないと出来ませんし︑それは
良いことだと思います︒これは職
員自らが年間計画を立てて︑行っ
てくれています︒
嬉しいことです︒
介護技術︵入浴︑食事︑排泄︑移
動介助等︶基本的なテーマから始

今後︑目指されている介護とは

なことでしょうか︒

それから私が一番思うのは︑利

無い方はしかたないですが︑家族

のですが︑今のスペースではとて

どういうものなのですか︒

用者を大切にするのは当然のこと

会を開いても︑おいでになるのは

も出来ないので︑増床が夢です︒

どを勉強しています︒これは上か

ですけれども︑私は職員は宝だと

四分の一ぐらいです︒熱心な方は

実現に向けて考えてはいるのです

○遠藤苑長

思っています︒介護中の暴言や暴

三人ぐらい兄弟で連れ立ってこら

が︑なにぶん土地の問題もありま

○遠藤苑長

力にじっと我慢している職員︑こ

れます︒家族会でも苑がお膳立て

すので・・・︒でも何とか実現し

らの命令では長続きしませんけれ

の職員の人権はどうやって守って

する家族会ではなくて︑苑が事務

ます︒

あげたらいいのだろうというのが

です﹂と言っていただくことも喜

回かありました︒
辛かったですが︑
良い経験にもなりました︒
その他︑良い職員が結婚や︑定
年︑そして病気などで退職される
ことも辛いことです︒

次に︑その他の業務で力を入れ

○インタビュアー

苦労は大小いろいろありました
ていらっしゃることはございます

びです︒

し︑現在もありますが・・・︒私
か︒
医療と福祉の密接な連携です︒

○遠藤苑長

まま︑机上の勉強のみで︑この職
そこは力を入れている部分です︒
永遠に変わらないけれども︑福祉

いなくて︑替わる職員も無く︑私

また︑ある時期︑業務員さんが
います︒

っております︒私もそのように思

いてやらなくてはならない﹂と言

まで影響するので︑それに惑わさ

自身がしなくてはならない日も何

したり︑近くの方が入職してくれ

とても心強く︑ありがたかったで

たいものです︒２６年も経ちます

ています︒看護師も定員以上に採

れないように︑科学的根拠に基づ

と︑毎日のように其処かしこが故

用しています︒

も︑昔は一般浴の浴槽は銭湯のよ
うに大きかったのですが︑家庭風
呂みたいな個浴に改修したいとい
う思いがあります︒
それともう一つはご家族との団
欒のスペースです︒今はホールを
ご利用いただいていますが︑プラ
イベートスペースがあればもっと
良いと思っています︒
ソフト面では職員が夢を持って

近くにお住まいの方が働きたい

います︒

しています︒職員数も手厚くして

施設よりも年休を１０日余り多く

いので休養も大事なことです︒他

も大切にしてもらわないといけな

あげたいのです︒それと職員の体

必ず報われるという夢を持たせて

○遠藤苑長

はないでしょうか︒

にとのお気持ちが届いているので

働く人に夢を持ってもらえるよう

大変な問題だと聞いておりますが︑

業施設が出来て︑働く人の確保が

この地域は近くに新しい大型の商

判が良いということですね︒特に

地域に愛される施設を目指して︑

ありがとうございます︒
今後も︑
保が一番の悩みです︒

長時間ありがとうございました︒

○インタビュアー

努めていきたいと思います︒

また︑リタイアした職員が再就職

いので︑
採用は比較的楽な方です︒

当施設はお蔭様で︑地の利が良

○遠藤苑長

今はどの施設様も職員さんの確

○インタビュアー

目標です︒
よく勉強して頑張れば︑ とおっしゃるのは地元で施設が評

働ける職場にしたいということが

○インタビュアー

障するのです︒お風呂にしまして

す︒

初歩的な事から親切に教えて頂き︑ は制度が変わったら︑福祉の現場

先輩施設のベテランの職員さんに

は戸惑うことも多々ありましたが︑ 理事長が﹁医療は進歩し︑科学は

に就いたのです︒ですから︑当初

おりましたので︑何も分からない

は︑以前は福祉以外の仕事をして

御下賜金
餅つき大会

遠藤正子苑長

まり︑専門的な事︑医学的な事な

○インタビュアー

お花見 帰帆島にて

やわらぎ苑 玄関風景

やわらぎ苑

〒520-1221
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環境衛生管理
設備管理
機械警備
有人警備
重要施設警備

人々が心穏やかに過ごせる毎日を約束します
それがアイビックスの安心・安全という品質です

施設 メ ン テナ ン ス
セ キ ュ リ テ ィ

清掃業務

ともないことですが︑施設

老人ホームをはじめ各種福祉
施設 医療機関の清掃業務を
請け負っています

を作成されたそうです︒昨

●施設清掃
ガラス・外壁・床・照明器具・カーペットなどの清掃を
専門スタッフが行います また ドライ方式などの新
技術の導入により 経費の節減・環境への配慮を考
えた清掃も取り入れております

祉施設研究会議︵三重会議︶ りしたいのに﹂と一人でト

平成二十年度の全国老人福

イレに行きたいというのは

これにより自立・安全・プ

に好評だということです︒

ご利用者様︑介護職員とも

者九十九人のうち︑おむつ

までの約四ヵ月間で︑入所

動﹂に取り組み︑十二月末

が三重県四日市市で開催さ

岩上広一施設長は﹁おむつ
を付けるのは︑介護する側
の事情という側面もある︒
誰でも排泄行為を見られた
り︑おむつ交換をされるの
はいや︒外すことで入所者

の紙面に登場しました︒こ

だ改良されているそうです︒ ﹁ふんばる君﹂が毎日新聞

それからしばらくの後

も言われ︑おむつ外しの機

施設介護力レベルの指標と

孝仁教授は﹁排泄の自立は

際医療福祉大大学院の竹内

の自尊心も尊重できる﹂国

の﹁ふんばる君﹂の出身は

運は高まっている﹂︵毎日新

︵
きたざわ苑〝ふんばる君〟︶

書かれていました︒︒同苑の

を付けていた二十五人全員

ーに何度も試作をしてもら
い︑ようやく満足できるも

東京都世田谷区の特別養護

聞より︶と記事は結ばれて

者様は一人で排泄ができす

紹介されましたが︑ご利用

ご利用者様お二人の実例を

促す補助具﹁ふんばる君﹂

の実現に向けて自力排便を

おむつ外しが紹介され︑そ

姿︑形も異なります︒しか

れぞれの﹁ふんばる君﹂の

何の接点もありません︒そ

︵
ふじの里〝ふんばる君〟︶

老人ホーム﹁区立きたざわ

いました︒
滋賀県のふじの里様と

苑﹂で︑都内で開かれた介

のが出来たそうですが︑ま

ことでした︒

ライバシーが保て︑恥ずか

れました︒昨年に引き続き

力排便座位を保持出来る補

しまいがちです︒そこで自

何度もトイレを見に行って

﹁出ましたか？﹂と言って

転倒が心配だからついつい

大変な問題です︒しかし︑

お且つ転倒の心配もないと︑ 年九月から﹁おむつゼロ運

っきりした気分になれ︑な

●定期・特別清掃
ビルクリーニング技能士・清掃作業
監督者・高所作業主任技術者などの
有資格者が目的にあった清掃業務を
行い 快適な環境を維持します

を上げる方法の一つとして︑ 東京都のきたざわ苑様とは

護力向上講習会で介護の質

編集後記
花粉症のシーズン
が︑また今年もやっ
てきてしまいました
春になるのは嬉しい
けれど・・・︒鼻は
ぐずぐず︑目はしく
しく︑うれし悲しと
いったところでしょ
うか︒風光明媚な滋
賀県は特になんでし
ょうか？今回インタ
ビューをさせていた
だきました︑やわら
ぎ苑様も初めて寄せ
ていただいた時は︑
周りに田んぼがいっ
ぱいで初夏になれば
稲穂の緑が風にそよ
いでいましたが︑こ
こ数年であっという
間に開発が進み田ん
ぼの緑は見えなくな
り︑やわらぎ苑様も
南草津駅ロータリー
真横で苑を出ればＪ
Ｒ駅という街中の特
養となりました◆で
も施設の歴史なんで
しょうね︒一歩施設
の中へ入れば︑昔と
変わらない穏やかな
雰囲気が漂い︑中庭
に出れば外の喧騒も
聞こえてこない静か
なたたずまいが人の
心をほっとさせてく
れる施設です︒

す︒
︵藤井︶

交わしてもらいたいもので

が対面して義兄弟の契りを

二人︵？︶の﹁ふんばる君﹂

同じなのでしょう︒

介護職員様の想いの根底は

毎日が送れるようにという︑

様が今よりももっと快適な

し︑介護力を高めて利用者

迅速・丁寧・低価格
それがアイビックスです

●日常清掃
が日中のおむつが外れたと

個別ケア分科会を見学させ
ていただきました︒このケ
アタイムス想の第三号でご
紹介をさせていただきまし
た高島市のふじの里様の介

一人で行きたいというのは

新聞に記事掲載︶トイレに

した︒︵二〇〇四年六月京都

具を開発したというもので

という便器座位保持補助用

なえるために﹁ふんばる君﹂

という利用者様の思いをか

はトイレは一人でするもの

ものですよね？﹂その内容

ます〜トイレは一人でする

の実践〜トイレが待ってい

あり︑テーマは﹁排泄ケア

滋賀県からは唯一の発表で

会で事例報告をされました︒ 助用具を考案され︑メーカ

護職員お二人が今年も分科

﹁恥ずかしいのに︒ゆっく

●清掃とは 施設の印象を左右する「身だしなみ」
●美しい職場は 施設の品格と品質を向上させます

介護職員様のお立場からは︑ しい思いを軽減できるとの

二十三日の二日間にわたり︑ の ご 利 用 者 様 に と っ て は

今年も一月二十二日と

﹁二 人 の〝 ふんば る君 〟 ﹂

っておいた方がいいのかなぁ・・・︶
と悩んでいました︒それから年月が経
ち︑今では﹁久しぶりですね︑お元気
にされていましたか？﹂と︑すっかり
○○さんになりきって会話するように
なりました︒認知症の方への接し方は
とても難しいです︒声のトーンや声の
掛け方︑会話の間等のちょっとしたこ
とで不安になったり︑安心されたりし
ます︒毎日一人ひとり違う利用者さん
と接することで︑自分自身の勉強にな
っています︒
施設のケアマネとして日々悩みは尽
きませんが︑少しでも利用者さんの望
む生活ができるように支援を行ってい
きたいと思います︒

特別 養 護 老人 ホー ムやわら ぎ 苑
介 護 支 援 専 門 員・歯科 衛生 士

●排泄パターン把握表
健常者にとっては考えたこ

春ですね。桜の便りも聞こえてきます。心
地よい季節になりました。
身も心も清々しくいきたいものですね。

行 平成２1年４月１６日
発

株式会社 アイビックス

やわ ら ぎ 苑
芦田早苗

滋賀県高島市安曇川町青柳1223番地1

私がやわらぎ苑で働くようになり
４年が過ぎました︒高齢福祉につい
てまったくの素人の者が︑いきなり
施設のケアマネなんて・・・︒今か
ら考えるとかなり無謀なことだった
と思います︒ですから︑認知症の方
と接するのもほとんど初めてで戸惑
うことばかりでした︒入職した頃︑
ある利用者さんが私を見て﹁○○さ
んやな︑よう来てくれたな︑ありが
とう﹂と話しかけてこられました︒
その利用者さんんは私を見るたびに
〝○○さん〟と間違っておられる様
子でした︒初めの頃は︵私︑○○さ
んじゃないのになぁ︒でも嬉しそう
にしてはるから﹁○○ですよ﹂と言
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