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全国老人保健施設協会名誉会長　漆原　彰 先生

2　青い空のもとで

　平成9年11月19日、東大和市唯一の介護老人保健施設として私たちの施設は産声をあ
げました。早いもので今年10年を迎えますが、毎日が慌しくあっという間の年月でした。
その間、この施設が東大和市にしっかり根付くよう、地域の皆様に愛されるよう日々努
力してまいりました。 
　最初は医療保険の中に位置づけられていましたが平成12年4月に介護保険制度が始ま
り新たに「介護老人保健施設」として再スタートをきりました。全ての利用者様と「契
約」を取り交わし利用料金も新しく刷新し、準備を整えたものでした。施設の取り組み
に関しては「リスクマネジメント」や「感染対策」をはじめ「苦情相談体制の整備」な
どを施設内に構築し、その都度、委員会やプロジェクトチームを立ち上げ職員らと意見
を交わしたものです。ここ数年ですが「利用者満足度調査」「家族介護者教室」「家族懇談会」などを開催し
利用者ご家族との交流を密にし、在宅復帰・在宅支援の一環として継続実施しています。 
　今後5年から10年を経るうちに日本は世界で最も高い高齢化率となり、現在20％そこそこの高齢化率が25
％程度まで上昇、高齢者は3,000万人を越えるといわれています。しかし介護施設の中では一人ひとりの人生
をみつめ、きめの細かい「個別ケア」をしていくことは変わりません。サービス向上を常に念頭に一人ひとり
の利用者様に良質な介護サービスを提供していきたいと考えています。
　最後となりますが10年を無事に大過なく過ごせたのも利用者様、ご家族様、地域住民の方々、そして関係機
関の皆様のご指導の賜物と感じております。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

「10年を振り返って」

施設長
佐々木　克

祝  開設十周年祝  開設十周年

開設十周年記念講演会開催 …………………………………

　去る１１月１７日、多目的ホールにて東大和ケアセ
ンターの開設１０周年記念講演会が催され、職員を含
め約80名の方が参加しました。講師には、今年３月ま
で全国老人保健施設協会会長を務められ、今は名誉会
長となられている漆原彰先生をお招きして、『老人保
健施設の歩みとこれから』という題でお話をしていた
だきました。昭和６３年に中間施設として誕生した老
人保健施設が、介護保険制度の開始、改正という流れ
の中で変化し、４年後の介護療養病棟の廃止に向けて、
更に変化が求められていくことが、心に響いてくるよ
うなお話でした。講演会の後は、立食パーティーでの
歓談を楽しみました。
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　1年間の行事の中で、もっとも盛大に行われる敬老会
が、今年も大勢の利用者様・ご家族に参加いただき、9
月15日２階多目的ホールにて開催されました。施設長
の挨拶から始まり、長寿のお祝いをしましたが、今年
は、喜寿・米寿の方のみのお祝いでした。花束をもら
った利用者様は、満面の笑みを浮かべ喜ばれていらっ
しゃいました。そして、皆様ご一緒にお食事会・・・1
年間の行事をビデオにまとめたものを鑑賞しながらお
食事を召し上がって頂きました。お食事会の後は、ボ
ランティアコーラス「サルビア」様による歌や演奏が
始まりました。どこかで聞いたことがあるような曲が
流れると、体を揺らしながら聞き入っている方がいら
したり、知っている歌を口ずさんでいる方もいらっし
ゃいました。とても心地よい空間で、あっという間に

時間は過ぎてし
まいました。
　今年の敬老会
も無事終わるこ
とが出来まし
た。来年も大勢
のご参加お待ち
しています！ 

　10月10から3日間、施設長を含めた5名で参加してきました。毎年、全国の老健スタッフが集まるこの
学会は、研究発表やシンポジウム、福祉機器展などが活発に行われ、他施設の活動や社会の動きを知ると
ても良い機会です。東大和ケアセンターも平成13
年の東京大会から毎年参加し、今年で7回目の参加
となりました。今回の会場は名古屋市の国際会議場
で、参加人数は5000人を超えたそうです。東大和
ケアセンターからは「次亜塩素酸ナトリウム混合水
の活用報告」「職員満足度（ES）調査を活かしサービ
ス向上へ」の2題を提出し、日ごろの活動を発表し
ました。来年の京都大会に向けて今後も日々研究を
重ねていきたいと思います。

老健大会報告

敬老会敬老会

第18回
全国介護老人保健施設愛知大会

平成 9年　11月19日　　東京都より認可
　　 9年　11月25日　　開設
　　 9年　12月 1日　　通所業務開始（定員30名）
　　11年　 3月 1日　　痴呆加算棟15床から50床へ変更
　　11年　 6月 1日　　ケアプラン作成開始
　　12年　 4月 1日　　介護保険制度開始
　　13年　 5月 1日　　通所定員50名に増員
　　14年　12月 1日　　通所サービス提供時間の変更届出
　　　　　　　　　　　　（6～8時間制へ）
　　15年　11月 1日　　通所定員50名から60名に増員
　　16年　 9月～11月　第三者評価受審
　　17年　 7月 4日　　東大和市筋力向上トレーニング事業受託
　　18年　 2月21日　　災害活動相互応援協定締結
　　18年　 8月 8日　　介護情報サービス公表制度訪問調査
　　18年　 9月22日　　自衛消防操法大会参加（老健単独）
　　19年　11月17日　　開設10周年記念講演会
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　平成１９年１０月２８日（土曜日）東大和ケアセンター２階会議室にて第７回家族介護者教室が開催され
ました。今回は東大和病院形成外科の黒田医師を招いて、「褥瘡（床ずれ）の治療と予防法」について講
義をして頂きました。前半は黒田医師により、褥瘡の治療について、スライドを使用し、解りやすく
講義をして頂きました。後半では、ケアセン
ター職員による「体位変換と良い姿勢・褥瘡
と栄養について・排泄ケアによる予防と治
療」についての講義・実演を行いました。参
加されたご家族の方、みな熱心に講義を聴か
れていました。褥瘡に対しての知識と実践的
なケアの方法を実際に見て・聞いて学び、在
宅介護に生かして頂ければと思います。
今後も在宅で実践的に行えるケアや、ちょっ
と知りたい介護知識を盛り込んだ家族介護者
教室を開催したいと思いますので、次回もど
うぞ皆様ご参加下さい。

家族介護者教室家族介護者教室
第7回

　９月２８、29日に東大和市中央公民館ホールにて作品展が開催
されました。この作品展は様々な福祉施設や団体が、利用者様の作
品をもちより年に１回開催しているもので、ケアセンターは主に趣
味活動で作られた編み物、俳句、絵手紙、刺繍、押し花等の作品を
展示しました。編み物や刺繍のように長時間をかけて作ったものや
押し花、俳句のように毎回違う作品を作りあげるような活動等、完
成までの道のりはどれも様々ですが、作品展見学ツアーに参加され
た利用者様は自分の作品が飾られているのを見て大変喜ばれまし
た。また、他施設の作品を見学することができ、今後の作品作りにも
ますます力が入るとおっしゃる方もいました。
　また、11月10日には２階多目的ホールにて「文化祭」を行い、作
品を展示しました。その他、編み物の作品を利用者様が身につけて
お披露目する恒例のファッションショーも行いました。完成させた
マフラーや帽子をつけ登場し、笑顔で拍手に答えていました。今後
も多くの利用者様に参加して頂き、来年にむけて新たな作品づくり
に精をだして頂きたいと思います。

褥瘡（床ずれ）の治療と予防法
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ちょっと耳よりちょっと耳より

　二本足で歩く人間、ご自宅の中では、歩くのが不安定になると、まず伝い歩き（壁・家具など）を
すると思います。伝うものが途切れたとき、困ってしまいますね。
壁などに手すりをつける住宅改修を行う場合もありますが、工事は難しい、という方にも、今は突っ
張り棒のような手すりなどもあります。必要なときだけ手すりを渡す、跳ね上げ式手すりもあります
ので、ふすまや障子だから・・・というお家でも大丈夫です。また、ご自宅の床・段差などの状況に
もよりますが、杖や歩行器・シルバーカーなども種類がかなり豊富ですので、屋内用にも使うことを
検討していただくと良いと思います。
　床の状態が、フローリング・畳・じゅうたん・コタツ敷き等の２～３枚重
ね・など、様々だと思いますが、まず、重ね敷きは避けてください。敷物の縁
が引っかかりやすく転倒の原因になります。また、足元が冷たくて・・・とい
う方は、滑り止めつき靴下や、裏が滑り止め加工のルームシューズなどで工夫
してみてください。家具の配置や、前回お話した椅子の高さなどで、立ち上が
りや歩き始めが安定するようにするだけでも、違ってくると思います。
　用具の選び方・入手方法、その方に合った歩行手段など迷ってしまう方は、
ぜひリハビリスタッフにご相談下さい。通所の方や、入所者で退所準備中の方
には訪問してご相談に乗ることが出来ますので、現場で相談したい方もお気軽
に声を掛けてください。

　私は、旅行会社に勤めていたため、いろいろの観光に携わっていた。
その中で、海外旅行は夢であった。その夢が実現し、初めて海外旅行に添
乗したときのことを思い出して書いてみたものである。
　朝、羽田に向かう。国内の航空機を利用した旅行は何度も乗りに来たが、
今日は初めての海外だ。香港・マカオ・台北の三泊四日の旅行だ。
　　　　　一日目　　香港観光
　羽田から大阪を経由して香港に到着。さすが香港である。九龍公園、天
壇公園、クニクラに乗って中国との国境へ、又、香港を一望するにはこのケ
ーブルカーが最高である。まだまだ政府が手を付けていない未開発地域
への旅行等をした。
　　　　　二日目　　マカオの観光
　香港から船に乗ってマカオに向かう。セント・ポール大聖堂、モンテの砦、
その他市内観光をした後、船に乗って香港に戻る。
　　　　　三日目　　台北観光
　香港の空港を後にして、台北に向かう。龍山寺、中正紀念堂、故宮博物
館を中心に市内を観光した。台北庁舎の前では、まだ戦時下であった為、
兵隊から銃口を向けられてびっくりした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四日目　　帰国日
　市内観光をした後、台北を後に東京へと思ったが、帰りの飛行機は事故でマニラ止まりとなってしまった。代替機
はノースウエスト航空になり、走るようにタラップを昇って帰国した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 終わりに
　私にとっては、羽田での出国手続きに興奮したこと、また、国際線の機内でのこと、皆初めての経験であった。
　香港について時には、改めてこれが海外旅行だと思った。台北は戦時下であった為、銃口は常に観光バスを中心
にターゲットにしていた。帰国便の出来事は、当時世界一周便が飛んでいた為可能であったことである。
　　（参考）
　その旅行の費用は、昭和４２年の価格で１８７，０００円、当時の貨幣価値でいうと大名旅行であった。ちなみに当
時の私の月給は２０，０００円を切っていた。また、ドルの持ち出しは５００ドル、その頃１ドルは３６０円であった。

～リハビリからのお話～

第2回　歩行を助けるあれこれ第2回　歩行を助けるあれこれ

－通所リハビリご利用の、青山善弘様－

はじめての海外旅行

－利用者様の作品や文章を
　　　紹介するコーナーです－



　東大和市から車で約15分。季節折々のイベントが行われ
る、国営昭和記念公園。
この近辺にお住まいの方には馴染みのある国営公園です。

　秋の風物詩、コスモスの花名所としても有名で、約30
万本の可憐なコスモスが咲き誇っていました。
　公園の立川口ゲートから、徒歩20分の距離に、原っぱ
西畑と東畑があり、さらに20分の場所に、コスモスの丘
があります。最近人気の「チョコレートコスモス」も観賞
出来ます。老若男女、色々な方が訪れ、写真を撮った
り、写生を楽しんだりしていました。
　公園内はバリアフリーなので、車椅子の方でも行きや
すく、ご家族で楽しむことが出来ます。コスモスの花言
葉は、「努力が実る」です。大地と繋がって咲く花姿に、勇
気と前向きな気持ちをもらうことが出来るのでは？

ヒーリング
スポット
ヒーリング
スポット

「国営昭和記念公園」「国営昭和記念公園」

　いつも利用者様が楽しみにしていらっしゃる趣味活動の中に音楽系の「今井先生とドルチェの会」と
「音楽を楽しむ会」があります。
　第1、または第2水曜日の今井先生とドルチェの会は、マリンバ等の楽器演奏にあわせ皆様で歌ったり、
リズムに合わせて手を叩いたりと、とてもにぎやかな会です。
　第3・4水曜日の小崎先生の音楽を楽しむ会は、先生と一緒にピアノや歌に合わせて身体を動かしたり、
ハンドベルで曲を奏でたりと、とても楽しく優しい時間です。
　懐かしい歌を聴き、色々な思い出を思い出すことも多いようで「歌えなくても見に行きたい！」との
声も多くきかれており、利用者様にとって毎週の楽しみとなっております。

今井先生
　「見て聴いて音楽で、心も体も生き活き元気
で」をモットーに、ケアセンターが開設した
頃から続けて来られて嬉しく思っています

小崎先生
　懐かしい歌を一緒に歌ったり、又、体を動
かしたりして楽しんでいますメンバーは調布
や八王子など、市外からも参加しています
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今井先生とドルチェの会 音楽を楽しむ会

「音楽実践」
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高橋　正二様　オーブンレンジ
高徳　さく様　排泄用品
柳下　一夫様　排泄用品
平林　様　　　排泄用品
加藤　　厚様　シルバーカー
ディ運転士 尾崎様　ピックアップウォカー

■前号の訂正　
　坂井　トシ様　×　→　坂井　スミ様　○
　　　　　　申し訳ございませんでした。

『介護保険負担限度額認定証』……………………………

　東大和ケアセンターは火災訓練及び避難訓
練を定期的に実施しています。今回はそれぞ
れの訓練の内容を少しずつではありますが紹
介させていただきます。

　今回は介護保険施設利用時の「居住費」「食費」に対する軽減措置、『介護保険負担限度額認定証』についてです。
　平成１７年１０月に介護保険法の一部改正が行われました。これにより施設サービス（入所、短期入所療養介護、
等）利用時の「居住費」「食費」が全額自己負担となりました。ただし、所得の低い方は施設利用が困難とならない
よう、「居住費」と「食費」の負担の上限額（負担限度額）が定められ、負担が軽減されます。この軽減を受けるため
には『介護保険負担限度額認定証』の提示をしなくてはなりません。ただし、該当者に対し、自動的に送られてく
るものではなく、申請をしなくてはならないので注意してください。市役所の窓口で『介護保険負担限度額認定
証』の申請を行うことで認定されます。どういった方が対象となるのか、どの程度軽減されるのかについては支援
相談員または市役所の窓口にお問い合わせください。

　９月２１日消防操作法訓練大会が行われました。この大会は１号
消火栓、２号消火栓別に操法を競うものです。東大和ケアセンター
女性スタッフが４名出場し残念ながら入賞は果たせませんでしたが
大会を通じ防災に対する意識が高まりました。
　１０月２０日東大和病院と合同で地震災害訓練及びトリアージが
行われ、１１月２日には東大和ケアセンターにて８施設災害活動相
互応援協定による合同防災訓練が行われました。８施設災害活動相
互応援協定とは、災害が発生した場合やまと苑、さくら苑、向台老
人ホーム、伊奈平苑、サンシャインホーム、風の樹、アルカディア、
東大和ケアセンターの各施設が相互に協力し、被害を最小限に防止
するというものです。当日は各施設の自衛消防隊に参加して頂きと
ても有意義な訓練になりました。
　今後も定期的に訓練を実施し防災に対する意識を高め利用者様が
安心して生活できるように努力して行きたいと思います。

防災

合同地震災害訓練及びトリアージ

8施設災害活動相互応援協定による合同防災訓練

消防操作法訓練大会



■ボランティアさん募集

■11月以降の予定 ■ご報告

お知らせお知らせ

① 仕事をしたかったからです。
② さんぽ
③ とくにありません
④ 健康に暮らす
⑤ 自分でカットする髪型
⑥ 忘れました。
⑦ どうぞよろしくお願い致します。

佐々木雅代　H19.10.1～看護師 水口　晶子　H19.9.14～
① 人と触れ合ったり、接したりすることが好きだから
② ピアノ
③ 自分で髪の毛をｃｕｔする事
④ もっと多くの人に笑顔で触れ合っていれたらい
　 いなって思います。
⑤ 目
⑥ 優しくて理解のある人
⑦ 入職して数ヶ月ですがこれからもよろしくお願
　 いします。

筋力トレーニング
助手

① 現在の職業を選んだきっかけは？
　 また志は何ですか？
② 趣味や特技はなんですか？　
③ マイブーム
④ これからの夢は？　　　　　
⑤ 自分のチャームポイント
⑥ 好きな異性のタイプは？　　
⑦ 一言ください

サ　サ　キ　マサヨ ミズグチ　　  アキコ

1.　自立と家庭復帰を支援します。
介護を必要とする高齢の方に看護・介護・リハビ
リテーションなどを通して、心身の自立を図り家
庭復帰ができるように支援します。

2.　在宅ケアを支援します。
ご高齢の方が一日でも長く、在宅で自立した生活
が送れるように、通所サービスや訪問活動を行い
ます。

3.　地域に開かれた施設となるよう努めます。
介護教室、ボランティア活動、地域交流を通して
高齢者ケアの向上に寄与します。

東大和ケアセンターの基本理念

8　青い空のもとで
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　暖冬と言えど、とても肌寒い毎日が続きますね。今回のインフルエンザは強力なものが来ると言われていますが、予
防接種、毎日のうがい・手洗いをして対策をしっかりしてくださいね。
　さて、リニューアル2回目の「青い空のもとで」、いかがでしたか？
本来１０月に発刊予定でしたが、１１月に東大和ケアセンターが１０周年を迎えるため、それに合わせての発刊となりまし
た。早いもので１０年、様々な経緯を辿ってきました。委員会や勉強会、懇談会から、行事や誕生日会。様々なボランテ
ィアさんや、地域の方々、そして利用者の皆様。皆様の協力、支えがあったからこそ、ここまで成長できたのだと思います。
　より一層、皆様から愛される施設として職員一同がんばっていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い
します。
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12月22日
12月29日
1月 5日

年忘れの会
そば打ち
新春祝賀会

　内　容：シーツ交換（水曜日）、生け花（水曜日）、行事（月一回土曜日）、
　　　　　ドライヤーかけ（月～土曜日の午前中）
　時　間：シーツ交換　 ⇨ 9：00～12：00 
　　　　　生け花・行事 ⇨ 13：30～14：30

　備　考：生け花、シーツ交換は初心者歓迎です。
生け花ははさみを使用するため利用者さまに危険が及ばないよう見守っていただくことが主
な内容です。
シーツ交換は３Ｆ、４Ｆフロアのシーツ交換のお手伝いをしていただきます。

面会票の記入方式、面会簿が新しくなりました。
東大和ケアセンター、一般浴室を滑り止め加工を施しました。
厨房機器入れ替えを行いました。

8月20日
8月22日
9月 8日


