今回は︑特別養護老人ホーム清

えとか大変なご苦労が相談員さん

○インタビュアー

います︒
ことでしょうか︒

いうようなところは︑どういった

こととか︑やはりここは大変だな

めていくかというところで︑そこ

かく重度な方の受け入れをどう進

くなりになられて︑今はもうとに

ニークな入居者の方も皆さんお亡

したけれども︑もうそういったユ

ものを作ろうと思っています︒

かけてもうちょっときちんとした

実は今コンサルを入れて︑時間を

大変だと思います︒ゆたか会は︑

きちんと動かせる制度を作るのは

なかなか空床のベッドの入れ替
にはおありになると思います︒

がとうございます︒清風荘様は︑
か会様は清湖園様も運営されてお

多少ではないと思います︒ゆた
はこれで遣り甲斐にもなるという

いうことが︑大変だけれどもこれ

者のお世話をする︑ケアをすると

えて我々がそれを受け止めて利用

た地域にあるニーズをきちんと捉

して考えてみるとやはりそういっ

のですけれども︑社会福祉施設と

のところが大変だと言えば大変な

もう随分と長い歴史がおありにな
られて︑障害福祉の方にも力を入
ことだと思います︒

正直なところも清風荘に係わっ
思います︒ホームページを見せて

○前田施設長

○前田施設長
地域の皆さんに対して多少は胸
張って言えるとすれば︑その辺ぐ
らいかと思います︒

るのですが︑施設の特徴というよ
れておられますし︑連携したこと

○インタビュアー

うなものは︑どのようなものがご
たのがほとんどもう介護保険が始
まだまだご苦労が出てきそうな感
いただきましたら︑ＱＣ活動に積

○インタビュアー

がいくつもお出来になるというふ
まってからですので︑そういう意
じがしますね︒
極的にとりくんでおられるのです

そんな言えるようなほどのこと

的重度な人が結構使われています︒ ですけれども︑夜間などの緊急の

今津病院は救急病院ではないの
用者も結構おられました︒平成十

ニークな︑あるいは愛嬌のある利

の頃の清風荘の頃には︑非常にユ
○インタビュアー

思っているのです

して人材育成が私の仕事だと実は

施設長の後半のライフワークと

感心をさせていただいていました︒

作りになって大変素晴らしいなと

そういうＱＣ活動のグループをお

ね︒ワーカーさんが︑いくつもの

そういうお話をお聞きしますと︑

受診は診てもらっています︒
一年にこの建物に移転してきた当

は無いのですが︑
あえて言うなら︑ が利用者の方にもおありになると

○インタビュアー

うに以前から見せていただいてお
味でいうと︑やはり認知症の方た
○前田施設長

ざいますか︒
りました︒隣に病院があると安心
ちが本当に増えてきました︒そし

多分︑市内のほかの施設に比べて
○インタビュアー

いたりして少しずつそういう意識

でしたが︑施設内で勉強会等を開

ることなく相談員の判断でやって

ています︒これはもう私に相談す

受け入れるというような形になっ

んかも拒むことなくほとんど全部

ます︒だから︑緊急のショートな

程度のキャリアパスは︑出来てい

た︒そういう意味で言うと︑ある

等︑かなり時間をかけて作りまし

やってきて良かったなと思われた

てきましたが︑そういった中で︑

が出来て施設の運営も厳しくなっ

の安心材料ですね︒介護保険制度

そうですね︑それがやはり一番

は︑どのようなことでしょうか︒

貢献をするという意義というもの

命生み出した利益をもって地域に

白くて楽しいということがありま

者との係わりそのものが非常に面

ても入居者と係わっていて︑入居

っしゃって︑ある意味施設長とし

初はまだ何人かそういう方がいら

を持ちませんかということやって

今︑区長さんと今後定期的に会合

の中に何かないかということで︑

あのキャリアパス制度も実際に

○前田施設長

ね︒

築ということを︑言われています

を考えますと︑キャリアパスの構

後に続く人材の育成ということ

人がどうして欲しいかをきちんと

きちんと向き合って対話し︑その

能力ですね︒やはり認知症の人と

初は職員も余りわかっていません

○前田施設長

いう形で醸成をされたのですか︒

そういう雰囲気というのは︑どう

られる部分は︑どのようなことが

その他にも業務で力を入れてお

解決していくのが社会福祉の役割

うのは︑その地域にあるニーズを

よりますが︑やはり本来福祉とい

これは︑どれだけ出せるかにも

だいて︑合同で行っています︒

業所も訓練に一緒に参加していた

ゆたか会だけではなくて近隣の事

ちんとやっていますので︑それを

以前から防災計画︑防災訓練をき

おります︒それから︑ゆたか会は

○インタビュアー

と思っています︒

出来るだけ多く育てていきたいな

捉えて︑それに対応できる職員を

り本来の社会福祉法人の使命とい

これからのことで言うと︑やは

けないと思っています︒法に乗ら

開拓的に取り組んでいかないとい

にある問題に︑やはり先駆的に︑

し伸べるということを謳っており

島市の中で困っている人に手を差

ゆたか会は理念として︑この高

うなことがおありでしょうか︒

うか︑地域貢献に力を入れていか

ないような事柄でもいち早くそれ

きたいと思っています︒新しいこ

ろうと思います︒１ １
+＝３にな
るような組織力のアップをしてい

力をアップしていくということだ

ますので︑ゆたか会の連携や組織

○前田施設長

なければならないという思いはし

を手がけて︑場合によってはそれ
を法に結びつけるような形にして
いくというのが本来の福祉の役割
ではないかなと思います︒介護保
険の特養という範囲からは少し外

最後に目指しておられる介護と

験をして︑また新しい自分に出会

長すると思いますので︑新しい経

とを経験することによって人は成
り組んでいくというのが︑これか

は︑どのような介護でしょうか︒

れるかも知れませんが︑それに取
らの社会福祉法人に求められるの

○インタビュアー

ています︒

○インタビュアー

おありでしょうか︒

であると思います︒だから︑地域

今後の目標としては他にどのよ

○前田施設長

Ｃサークル活動を始めました︒当

清風荘では︑平成十三年からＱ

付けをやっていって︑少しずつも
○前田施設長

プのグループです︒
○インタビュアー
意識付けをすることによって︑
自発的に活動をしようというグル
ープが出来上がってくるというこ
とでしょうか︒
○前田施設長
やはり︑ちょっとは辛抱強く毎
月リーダー会議を開いたりとか継
続するような仕掛けを色々とやっ
たりはしています︒
○インタビュアー
人事考課をなさっておられます
が︑当初の人事考課からこういう
ような変遷があったというような
ことはございますか︒

○前田施設長

いますが︑私は本来はそれで良い

称に変えようとかという話も出て

福祉法人を社会事業法人という名

思いでやっていくということを何

すね︒それを全職員が本当に同じ

者様一人ひとりを尊重したケアで

ありきたりですが︑やはり利用

ということがによくわかりました︒

ことに非常に力を入れておられる

お話を通じて人材の育成という

うというような成長をしてもらい

ではないかなと思うのです︒社会

と思うのです︒やはり公が出来な

とか実現していきたいなと思って

本日は︑長時間ありがとうござい

○前田施設長

地域福祉という面でいうと︑や

い部分を補完するのが社会福祉法

います︒本当の意味でのスキルア

ました︒

○インタビュアー

たいと思い人事異動を行いました︒

年ぐらいかけてコンサルを入れて︑

はりそれは措置の部分ではないか

人ではないかなというように思い

ップですね︒コミュニケーション

この人事考課は︑平成十二年の

で継続して毎月一回会議を開いて︑ と思うのですが︒地域貢献という

当時の施設長クラスとコンサルと

のは大事なことであるとは思いま

ます︒それで︑まずはこの市ケ崎

春ぐらいから平成十四年のほぼ二

ゆたか会の理念の見直しや︑我々

すが︑介護保険制度の下で一生懸

○インタビュアー

食堂風景

は︑どういう職員を作りたいのか

浴室風景

最近︑一番熱心なのはホームヘル

のにはなってきたかなと思います︒ るのではないかと思います︒

というようなこともあって︑比較

も少し重度な方が多いかなと思い

それは素晴らしい取り組みだと

思います︒
て重度化してきています︒旧措置

○前田施設長

困難なケースもどんどん受け入れ
○前田施設長

リハビリ室風景

ると︒ここは隣に今津病院もある

清風荘 全景

風荘の前田光泰施設長にお話をお
伺いしました︒

○インタビュアー

前田光泰施設長

今日は︑お忙しいところ︑あり
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役立てる事も出来ないと痛感してい
ます︒
その人の事をどこまで理解できた
か︑信頼関係を構築できたかによっ
てもたらされる効果は違います︒そ
の為には︑私自身が仕事も遊びも趣
味も苦手な事も色々な事に興味を持
って︑色々な事を経験し私自身が成
長できるように努力していきたいと
思っています︒
感受性を豊かにし︑人の喜怒哀楽
が素直に感じられるような職員を目
指したいですね︒

有限
会社
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総数は９１︐１９７人というこ

催されました︒３日間の入場者

０１０がインテックス大阪で開

︵金︶まで︑バリアフリー展２

４月１５日︵木︶から１７日

うと思います︒弊社も排泄ケア

りご存知の方も沢山おありだろ

報館﹁むつき庵﹂の代表でもあ

所の代表であり︑排泄用具の情

浜田きよ子さんは高齢生活研究

が大事である︒そんな排泄ケア

って︑本人にとってという視点

考えることがケアには重要であ

処療法とともに根本的なことを

していかなければならない︒対

セミナーの内容は次のようで
した︒
﹁脱おむつ﹂という言葉を
よく耳にします︒何を目指して
いるのかは分からないではない
のですが︑そのときにいう﹁お
むつ﹂とは何を指すのでしょう

の﹁排泄ケアが暮らしを変える﹂

ますが︑今年は浜田きよ子さん

ント︑セミナーが開催されてい

展示とともに基調講演やイベ

っていないか︑このことを見直

その対応が全て対症療法的にな

いう悩みや問題に答えるのに︑

どうすればやめさせられるかと

むつ﹂を外してしまわれるのを

てにくくて困る︑認知症で﹁お

が拘縮していて﹁おむつ﹂があ

漏れない﹁おむつ﹂の相談や足

むつ﹂が分からなくなるのです︒

す︒だからこそ︑ますます﹁お

葉を私たちは曖昧に使っていま

りごとに対して﹁おむつ﹂を含

での資格種別がある︑排泄の困

修﹂を受講して３級から１級ま

実施する﹁おむつフィッター研

フィッターとは﹁むつき庵﹂が

とをご説明されました︒オムツ

とで︑暮らしが大きく変わるこ

いただき︑排泄ケアが変わるこ

わった﹂という事例を報告して

から︑
﹁こんなふうにその人が変

次にオムツフィッターの方々

か︒思えば﹁おむつ﹂という言

というセミナーを受講しました︒

した︒

とは何か︑﹁おむつ﹂とは何か︑

（介護・看護・特記）

システムを開発し販売させて頂

●日別（ユニット別）ケース記録表

とでした︒福祉関連のコンピュ

●入浴予定表

それをお話しされました︒

（摂取量・シーツ交換・入浴各実績含む）

いていますが大変勉強になりま

●月間個人別介護・看護ケース一覧表

ータソフトの展示ブースも１７

●個別月間排泄実績一覧表

した︒

●排泄パターン把握表

社と結構な賑わいをみせていま

﹁バリアフリー 展 ２０１０﹂

おもい

和

現在私は清風荘の施設介護支援専
門員として勤務しております︒たく
さんの利用者の方や職員との関わり
の中で思う事はコミュニケーション
がいかに大切で重要かという事です
しかし利用者さんと職員の間でも
職員同士の間でも言ったはずの事が
伝わっていなかったり︑言ってもい
ない事が伝わっていたりと︑情報が
共有できずにたびたび問題が起こり
ます︒私達の様な対人援助を行う事
を仕事とする者は︑人とうまく関わ
る能力が無ければ︑専門的な知識を

滋賀県高島市安曇川町青柳1 2 2 3 番地1

職員さんの
ファイト
有限会社フジシステム
集
編

第５号

●月別（個人別）ケース記録表

編集後記
暖かいのか寒いの
かわからないままに
春が過ぎ︑汗ばむ日
もあり水辺が恋しい
季節がもうすぐやっ
てきますね︒清風荘
様は︑高島市今津町
の琵琶湖にほど近い
病院も隣接する福祉
ゾーンの中央にあり
ます︒昭和四十九年
に開所された施設は
４階建のきれいな施
設に生まれ変わりま
したが︑駐車場とな
った施設跡地に車を
止めると︑大きな木
造平屋建ての旧清風
荘が思い出されます
好きでしたね︑あの
木造平屋の何とも言
えない優しい感じが
・・・︒お話を伺い
長い歴史の中で培わ
れた地元︑近隣との
信頼関係や施設での
自己啓発や自助努力
に感心をさせていた
だくことばかりでし
た︒いつもながら良
いお話を沢山いただ
いても紙面の関係で
割愛してばかり︒も
ったいない︑もった
いない︒いつか対談
集にできたらと思う
今日この頃です︒

感じでした︒
︵藤井︶

なことを楽しくしているという

フィッターの方々も皆さん大変

なにか楽しそうですね︑オムツ

ャー﹂なる組織もあるそうです︒

﹁排泄みまもり隊むつきレンジ

ンショー﹂も開催されています︒

ユニークな﹁おむつファッショ

活動を行っていらっしゃいます︒

開いて︑今では全国１６ヶ所で

方が各地で﹁ミニむつき庵﹂を

庵﹂の活動に賛同された多くの

著書も多数おありです︒
﹁むつき

そうです︒浜田きよ子さんは︑

らアドバイスできる人のことだ

住環境︑食事など幅広い視点か

む排泄用具はもとより︑医療や

（介護・看護・特記）

