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今年は、例年より早い梅雨入りを迎えましたが、前半戦は晴れ間の多い日が続きました。
我が家は、夏を迎える準備がまだできていなかったので、貴重な晴れ間に洗濯などを急いで済ませました。
これからは、ジメジメした日が続きます。コロナウイルス感染予防に加え、熱中症予防を行っていかなくては
いけません。水分補給と体調管理を行い、熱い夏を乗り越えていきたいですね。
                                                               　　　　　　（虹 相談室　中塚 節子)

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）

『ものがたりを紡ぐということ』

一般財団法人 共愛会
法人本部　事務局長　山田 晴基

◆1988.2（Ｓ６３．２）　
芳野病院からの訪問看護が開始される。将来の事業発展の
端緒ではなく、まあ、外来数も少ないし…何とか訪問すれ
ば点数（診療報酬上︓1 点＝10 円という）が付くから、と
いう不純な動機かもしれないが、そんなことがきっかけで
始められ、外来の看護職が兼務で訪問した。外来通院が困
難な方や家庭事情を配慮しての訪問だった。
◆しかしながら、この動きは珍しい事だった。他の医療機
関では、一人で看護師を院外に出させる行為は信じ難い事
だった。つまり、看護は療養上の世話及び医師の診療の補
助行為として規定され、職場内での医師とのタッグを組ん
での業務が前提の話。そして職員への信頼関係がないと単
独行動はありえない。その壁を打ち破っての訪問看護の実
践が徐々に地域で評判となり、訪問の隣家から『うちにも
来てよ』という声。この要望に即、応えられないのは当院
に受診歴がない方々。
◆介護保険制度成立から遡ること 6 年前に、当財団では『老
人保健施設虹』と『訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあおぞら』を開設した。
当時『あおぞら』は県内で 16 番目の許可。この制度利用
により当院以外の医師が診る患者さん宅にも訪問が可能と
なった。積極的に近隣の診療所の先生方に、この制度の周
知と指示書の交付をお願いして回った。
◆介護保険制度施行の 11 か月前の 1999 年 5 月に、現在
のドームハウス（愛称 Care Web︓ケアウェブ）が竣工し、
事業は新展開を迎えた。同月に、「訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ　ヘルパー
２４　」が開設された。24 時間対応の思いを込めたネーミ
ングでこの事業所も、地域の要望に応えた結果である。

◆いよいよ介護保険制度が始まった。
「ケア・ウェブ」では、看護と介護が同じ事務所で仕事す
ることで、情報の共有がなされ共に利用者のサービス向上
につながった。職員数も増員が続き、４事業所総勢２０数
名となった。
◆訪問看護の場合、診療報酬制度といって医療保険でも訪
問が実施されている。ところが、介護保険では、サービス
の提供には一つのカギとなる役職が関わる。それが、「ケ
アマネジャー」で、日本語表記とすべきという横やり︖で

「介護支援専門員」と呼称された。
この新しい資格は、国家認定の資格ではないにもかかわら
ず、制度設計の要の役を与えられ、この資格者を多数確保
することが必須となり、受験資格対象者を幅広く拡大した。
医師から薬剤師・看護師・介護福祉士・ヘルパー取得者・
栄養士・管理栄養士等々。結果、資格取得者は多数にのぼっ
た。にもかかわらず実際に業務する従事者は限られていた。
しかも第三者的な公平な立場に立ち、利用者の要望に応え
る介護の計画書を（ケアプラン）立案策定することからす
べてが始められる。
◆現在、「地域包括ケアシステム」と呼ばれているものに
近いシステムを共愛会グループで模索・推進した結果、当
時の患者さんとの関わりの流れはスムーズなものであっ
た。急性期から慢性期そして維持期、在宅復帰への準備期
間の中間施設としての老人保健施設。
この先進的な取り組みを「患者の囲い込みだ」との批判が
出た。確かに、ケアの質のチェックが疎（おろそ）かにな
れば、利用者にとっては不利益となり得る。しかし、看護・
介護技術の研修を実施し、質の向上に努めることでその批
判には打ち克てる。

　長々と当財団の歴史の一端を振り返ってきた。
　一人の患者さんの身になって考える。これがこの話のポイントで、そういう意味で、この 20 年間に当財団が目差したも
のは、首尾一貫した自負がある。
　病院での治療と快復、自宅へ帰りたいがすぐは無理、中間施設としての老人保健施設、自宅への訪問事業によるサポート。
課題は山積しているが、ベテランと若い力でもって今後もこのストーリーを紡ぎ続けるだろう。

介護保険施行以前　（2000.4/Ｈ12）　ビフォアー 介護保険施行以後　（2000.4/Ｈ12）　アフター

令和３年度第１回老人保健施設 虹 接遇コンテスト

　　　6月に虹 マナー委員会が主催し、
接遇の質の向上を目的とした「接遇コン
テスト」を実施しました。
他の職員の接遇に対して「すばらしい」
と感じる人に1人1票投票しました。
お互いの良いところを意識することで自
分を見つめ直しより良い接遇に繋がるの
ではないかと思います。
　　　　(虹 統括課長 　米井 浩太郎）
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マナー委員会による虹 接遇コンテストで1位に
選んでいただき、とても嬉しく思います。
私は日頃から気持ちの良い挨拶をすることを心
がけています。
今後も虹の印象が「感じが良い」と思っていた
だけるような電話・窓口対応に努めます。
　　　　　　　　　　（虹 事務　難波 幸子）

松下 寛昭（リハビリ）
水杉 恵美（入所 介護)　

難波 幸子（事務）

動画配信による各種勉強会Topics!

2

・コロナ対策として密を避けるこ 
　とができる。
・シフト制であるため、職員が全
　員集まることが難しいという問
　題点を回避することができる。
・コロナ禍によるオンライン化が
　浸透し職員の受け入れしやすく
　なった。

令和３年度より各種施設内勉強会を動画配信
より受講できるよう整備しました。

Zoom配信を使用して
研修内容を録画

動画編集作業の後、
YouTubeにアップ

YouTubeのリンクURL
を虹ライングループを
使用して送信

職員それぞれ都合の
良い時間に動画を視聴

動画配信のメリット

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

動画配信した勉強会

・マナー委員会研修(4月7日配信）
・第１回身体拘束廃止委員会研修会
　　　　　　　　　　　（5月20日配信）
・感染対策委員会  （7月12日配信予定）
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　【介護保険負担割合証】の有効期限
が7月31日までとなっております。
　8月からの新しいものが届きました
ら、負担割合の確認のために虹までお
持ちください。ご利用時にお持ちいた
だくか虹の窓口までご提示ください。
　また【介護保険負担限度額認定証】
をお持ちの方は、更新の手続きをお願
いいたします。
　その他の保険証類も新しいものが届
きましたら虹までお願いいたします。
　ご不明な点等ございましたら、下記
担当までご連絡ください。

事務からの
お知らせ

担当︓虹 事務（難波・武中）
TEL︓0868-54-3250

つむぐ

　いつかはやってくると予感していた「パンデミック」は、私たちの生活に何をもたらしたのだろうか。一人一人のストー
リー（物語り）が断ち切られる事態が相次いでいる。楽しみにしていた音楽会、お祭り、就職活動、営業活動などなど。
　禍転じて福と為す、と唱えつつこの「コロナ禍」を好機ととらえ、当法人が運営する病院を核に各介護保険事業所の変
遷の物語を紡いでみようか。歴史をたて糸、事業展開の盛衰を横糸として。
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老人保健施設 虹 リハビリ室から
いすを使った体操をご紹介します。

これから暑くなりますが、体調を整え
足腰の筋力アップを目指しましょう。     

( 虹 リハビリ　岡部 あゆみ )

今年もお花見会を開催しました。
春らしい雰囲気を感じていただこ
うとご利用者と協力して桜の花の
飾りつけをしました。昼食はちら
し寿司、おやつは桜もちと煎茶を
召し上がっていただき、皆さまと
ても喜んでおられました。
レクで花咲かじいさんの絵本を読
み、「枯れ木に花をさかせましょ
う」という掛け声とともに、ご利
用者と画用紙で作り上げた桜の木
に花が咲くというものを観ていた
だきました。
 　　　　（通所リハビリ 介護　
　　　　　　　　　　安野 恵子）

 4 月 
　6 日

お花見会

４月 21 日、
一足早めの開設記念行事を行いました。
お昼には松花堂弁当、おやつには紅白饅頭で皆
さんとお祝いしました。
レクリエーションの時間にはご利用者も参加の

「虹名物　ちんどん屋」が登場し、涙を流して大
爆笑︕「楽しかった︕」と皆さん笑顔で見物さ
れました。
次回も皆さんと楽しい会が開催できるといいで
すね…　　　　　　　（入所 介護 　江部 愛実 )

開設記念行事  4 月 
　21 日

5 月 12 日は看護の日でした。虹通所
では映画鑑賞会を楽しんで頂きまし
た。「二十四の瞳」を見て頂き昭和の
映画に懐かしいなぁと思いを馳せるか
たや感極まる方もおられました。皆さ
ん、大きなスクリーンで映画を見る機
会がないのでとても良い時間が過ごせ
たと喜ばれていました。
　　（通所リハビリ 介護　河部 由貴）

看護の日 
映画観賞会

5 月 　
　12 日

虹
体を前後に倒す

体を横に曲げる 体を左右にねじる ひざの上げ下ろし

深呼吸

足首を曲げたまま
膝を伸ばす

両足を浮かして左右に開いて
２回打つ

両足を開いて両手で片方のすねをなでる
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５月から６月にかけて、入所ご利用者
46 名、通所ご利用者 39 名の新型コ
ロナウイルワクチン接種を虹の施設内
で行いました。

「打ったかわからんかったよ」、「ちい
とも痛とうなかったわ」、「病院行かな
くてよくて助かった」とのお声が聞こ
えてきました。
ワクチン接種により、コロナ禍が早く
終息するといいですね。
　　（通所リハビリ 看護　宮本 光絵）

夏と言えば…とリハビリスタッフに聞いたと
ころ、「スイカ割りでしょ︕︕」と返ってき
ましたので、スイカ割りの起源についてお話
させて頂こうかと思います。
スイカの豊作を祈るアフリカの風習︕︖居合
抜きの修行の一部︕︖野菜や果物を素早く切
るというパフォーマンスからきたのでは︕︖
など諸説あります。
ちなみに現在は存在していませんが、「日本
スイカ割り協会」が存在していた頃には公式
ルールがあり、スイカまでの距離や道具、制
限時間等が公表されていたそうです。
ともかく夏はすぐそこまで来ています。熱中
症や脱水に気を付けて、熱い夏を乗り切りま
しょう。　　（虹 リハビリ　佐藤 晶子)

新型コロナ
ワクチン接種 in 虹

5 月 ～
　6 月

＊ コラム ＊ スイカ割りの起源は
アフリカ︕︖

グループホーム

作 楽（さくら） より

グループホーム作楽では、5 月 21 日～ 6 月
18 日の間、新型コロナウイルスワクチン接
種を４回に分けて実施しました。
ご利用者、職員ともに大きな体調変化等はな
く無事に終えることが出来ました。

ケアプランよしのでは、介護が必要な方の心身状況
や置かれている環境、希望に応じて、適切な介護サー
ビスを利用できるよう、介護の計画書であるケアプ
ランの作成や見直しを行っています。そのプランに
基づき事業者や市町村などの関係機関との連絡・調
整も行います。
また、様々なサービスを組み合わせて、一人一人に
あった提案や変更をし、自立した日常生活が送れる
よう支援いたします。現在 7 名の介護支援専門員（ケ
アマネジャー）が在籍し、ご利用者やご家族の「笑顔」
がみられるよう全力でサポートさせていただきます。

山本 涼　です︕
５月17日から芳野病院
より虹に異動になりました。
よろしくお願いします。

ケアプランよしの より

ワクチン接種後も
引き続き職員一
同、感染対策に努
めてまいります。

　（管理者　松岡 直樹）

ケアプランよしの
管理者　植木潤
連絡先︓0868-54-5110

介護についてのお困り
ごとがあれば、お気軽
にご相談ください。

New Face

老人保健施設 虹
虹で行われた行事を

ご紹介します‼


