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Topics!

共愛会 介護保険事業所 広報誌

1
2021年3月29日、共愛会の院内研究発表会が芳野病院4F
88ホールにおいて開催されました。
介護事業所からは、次の3名が発表をしました。
また、今回はコロナ禍ということもあり、各事業所からも
視聴できるようZoom配信も同時に行いました。
代理意志決定支援における
訪問看護師の役割
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虹・みもこころにおける
接遇意識調査

老人保健施設 虹 入所
主任

池田 光裕
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種情報

コロナワクチン

在宅高齢者

（虹 通所ご利用者等）

対象

芳野病院88ホールにて
集団接種をシミュレーションした会場設営

共愛会では、3月11日～12日、芳野病院医療従事者の1回目ワ
クチン接種を皮切りに、4月1日～2日に2回目、4月9日～10日
には虹職員も1回目接種が始まります。
また、上記岡山県より発出されたスケジュールの通り、虹入所
ご利用者の1回目接種を4月19日頃より施設内にて行います。
入所ご利用者以外の在宅高齢者の方はお住いの各自治体の案内
をお待ちください。
寒かった日も終わり、新年度が始まりました。
桜が咲き、春の訪れを感じる日々をいかがお過ごしでしょうか。
コロナ禍で多くの生活が変化しマスク生活が続いていますが、ようやく新型コロナウイルスのワクチン接種が
始まりました。少しずつ終わりに近づいている…と期待しています。
これにより以前と変わらない生活がはやく戻ってきてほしいですね。
（虹 事務
武中 美紀)

一般財団法人 共愛会
介護部長

虹

岡山県苫田郡鏡野町古川1406
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コロナ禍における
利用者の意向調査

虹
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老人保健施設

88ホール

虹・みもこころでは、接遇を職場の課題として事業所の目標
としています。今回は課題を把握し具体策を立てることを目
的とした発表をしました。
職員全員が視聴できるようYouTube動画で共有し、今後の業
務に生かしていきたいと思います。
（虹 入所 主任 池田 光裕）

藤本理事長接種ショット
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岡本 裕実

皆さんは『進化する介護』と聞いて、どのように思われるでしょう︖
「AI や介護ロボットなど最新の機器を使用して介護すること︖」「次々と新しい介護用品・
介護食などが開発され便利になること︖」などと思われるかもしれません。
2012 年より厚生労働省は、経済産業省とともに介護ロボットの開発・導入を支援していて、
実際に全国の様々な施設で、「マッスルスーツ（移乗介護のロボット）、移乗用のアシスト装
置、コミュニケーションロボット、歩行訓練用ロボット」などを導入して、実用試験に取り
組んでいます。
そして現在、厚生労働省が推進しているのが「科学的介護」の実践です。
医療業界では多数の症例や臨床結果等を記録し分析結果を論文等に残し業界で共有すること
により、積み上げたエビデンス（根拠）を患者さんに示すことができています。このエビデ
ンス（根拠）に沿った情報を「科学的根拠」と呼び、介護業界においても医療業界同様に介
護サービスのエビデンス（根拠）を集めることにより、サービスの内容やケアの内容等を、
客観的根拠を持ってご利用者に示すことができるようになります。このことを「科学的介護」
と言います。
これまで多くの介護現場では「これまでこうしてきた」、「以前はこうしたら良くなった」
などという経験則や、「現場の負担を考えるとこの方法しかない」といった介護サービス側
の都合によって決定されるなど、「科学的」とは言い難い状況でした。科学的介護の視点で
多くのデータを収集し、科学的に裏付けのある指標ができれば、各介護現場の判断や経験だ
けに頼ることなく、安定して質の高いサービスを選択・提供できるようになるでしょう。
これからの介護にエビデンス（根拠）が求められ、それぞれのご利用者に合った介護が行
われることにより、状態や生活が今より良くなり、介護者側の負担が軽減されるのであれば、
「科学的介護」を大いに進めるべきでしょう。
ただ、｢人｣が｢人｣に対して行う対人サービスである介護は、個別性が求められ、なかなか
枠にはめることができないのも事実です。ご利用者の意欲や性格、ご利用者との相性等によっ
て、結果は違ってくるように思います。
科学的介護で対応できる部分はそのようにし、できない部分は、個別性を生かした介護を
行うことで、それぞれのご利用者にあったサービス、その人らしい生活の援助ができるので
はないかと思います。
共愛会でも長年培ってきた経験・技術と科学的介護の導入により、今まで以上にご利用者
に選んでいただける事業所を目指していきます。
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通所フロアにて、職員手作り
の神経衰弱や福笑いを皆さん
と一緒に楽しみました。
福笑いでは、
「もう少し右で～」
「そうそう、そこそこ」と声を
掛けて下さるなか、目隠し・
手探りで顔のパーツを貼り付
けていきました。
おやつには、かわいいうさぎ
の形をしたお饅頭をたべてい
ただきました。
皆さんその可愛さに自然と笑
顔になっていました。
（通所リハビリ 介護
国貞 美佳代）

新春行事

老人保健施設
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2 月の行事である節分、本来は２月３日が節
分なのですが、今年は２月２日が節分でした。
調べて見ると、4 年に一度の閏年ではズレを解
消出来ない為、1 日早く節分が来るそうです。
ご利用者に聞くと、「今日が節分なんじゃな
～」と少し不思議そうにされていましたが、鬼
が出ると「鬼は外︕」と新聞紙で丸めた豆に見
立てたボールを元気いっぱい鬼に当てておられ
ました。
コロナ禍で大変な状況は続いていますが、ご利
用者の皆さまに楽しく過ごしていただきまし
た。来年も楽しい虹まつりが開催できるよう、
職員一同力を合わせていきたいと思っていま
す。来年もお楽しみに♪
( 入所 介護 黒岩 裕之 )

みもこころ

事務室は、事務長、請求事務担当 2 名、
広報事務担当（法人含む）1 名の部署です。
請求書の作成

より

二人羽織りや「鏡餅
を作ろう玉入れゲー
ム」を行い、たくさ
ん笑って過ごすこと
ができました。
（介護 江原 裕介）

4 月より介護保険外、要介
護認定の有無にかかわら
ず、自費でのサービスもご
利用していただけるように
なりました。また、「お試
し無料体験」もご利用いた
だけます。
詳細及びお試し体験ご希望
の方は右記担当までお問い
合わせください。

請求事務を担当しています。
窓口では、ご利用者が来られた
際やお帰りの際、気持ちのよい
あいさつを心がけています。
また、電話応対やオンライン面
会のお手伝いもしています。

（担当︓小林・嶋田）

仕事内容

オンライン面会
オンライン面会をご希望の方は
担当者までお問い合わせください︕
担当︓難波・武中
TEL︓0868-54-3250

＊ お知らせ ＊

TEL.0868-54-0101

支援相談員

① ご利用者・ご家族からの利用相談受付
( 入退所・通所利用 )
② 外部 ( 病院・施設・居宅介護支援事業所 )
との連絡・調整
③ 施設内の利用調整
④ 担当者会議出席、カンファレンス開催
⑤ 家屋訪問
⑥ その他相談
⑦ 委員会活動、行事 など

事務長職務
令和３年 1 月 7 日、
気楽亭で新年会を行いました。

老人保健施設 虹では、現在、3 名の
支援相談員 (1 名育休 ) が配属されて
います。

の

請求書作成では、ご利用者のサービスに
応じて算定し、正確な内容でお届けでき
るように確認作業をしています。
お支払い方法は、現金、引き落とし（郵
便局・農協）、振込（郵便局・中国銀行）
が可能です。 （難波 幸子・武中 美紀）

デイサービス

難波 幸子 )

Sakata Nanba Ueki

日

相談室

ひなまつりの会が行われました。昼食には「ひし形ちらし寿し」
を召し上がっていただきました。レクリエーションではひなまつ
りに関するクイズやひなまつりの歌体操、ご利用者のお顔の写真
をはめ込んで作ったお内裏様とお雛様の壁飾りをプレゼントしま
した。おやつは水まんじゅうと甘酒を召し上がっていただきまし
た。
（通所リハビリ 介護 河部 由貴）

小規模多機能型居宅介護

老人保健施設 虹の事務室と相談室のご紹介です。
私たちはご利用者や他施設・他事業所等との最初の窓口
です。虹の第一印象を決める︕といっても過言ではあり
ません。虹に係わる皆さまに笑顔とていねいな対応を心
がけ日々の業務に務めています。

ご紹介します‼

ひなまつり

3

虹

本年４月の介護報酬改定に伴い、４月１日
より基本サービス費、加算等が一部変更とな
ります。
新しい料金表など詳細につきましては、ご
利用いただいておられるサービスに応じて書
類を送付致します。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上
げます。
事務長 植木 潤

★ リハビリをして元気になりたい。
★ 介護に疲れて休息が欲しい。
★ 自宅での入浴が難しい。 など
上記のご相談は、支援相談員へ
お声かけください。
（中塚 節子・大盛 陽子）
施設設備の管理や各種申請書類作成、所
属する職能団体の活動、スタッフに関す
る手続きや職場環境への対応など、多岐
にわたった虹のなんでも屋さんです。
また、虹のほか共愛会介護事業所の事務
長も兼ねています。
（植木 潤）

広報誌の編集や行事の際の写真撮影、
お誕生日カード作成のお手伝い、動画
視聴のセッティング、動画編集など、
パソコンを使った作業を担っています。
また、ホームページの管理、理事長ス
ケージュール管理など、法人の広報も
兼ねています。
（坂田 美佐）

広報事務担当

