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り
年の功

　全国の介護老人保健施設関係者が集い、日頃の高齢社会を支えるための
介護老人保健施設での活動、創意工夫、成果等に関して発表を行い、また意
見交換等を行うことを通して相互研鑽を計る。また、変化し続ける高齢社会に
おける介護老人保健施設のあり方、使命等について共に考え、質の高い高齢
者の介護に寄与することを目的としています。

TOPICSトピックス
全国介護老人
保健施設大会とは
全国介護老人
保健施設大会とは
全国介護老人
保健施設大会とは
　東大和ケアセンターが老健大会に参加して今年で８年になります。この季刊誌でも老健大会の報告を載せているので、ご存知の
方も多いと思いますが、大会が終わると早速翌年の発表テーマを決め研究が始まります。過去の多岐にわたる演題をまとめました。

利用者様の作品や文章を
　　　紹介するコーナーです

　今年も東大和市ボランティアの会主催の　『がんばれ！自分　みんなの作品
展』　が９月26・27日に市の中央公民館ホールにて開かれました。
　当施設は、５回目の参加となります。編み物・刺繍・ちぎり絵・押し花・書道・
俳句など、趣味活動などで一生懸命作った作品をケアセンターのコーナー一杯に
展示しました。
　今年は例年より多くの利用者様に出品していただき、にぎやかな展示となりま
した。見学ツアーは、今回初めてバス３台を２往復して、合計 24 名の利用者様

に見ていただきました。他施設からの見学の方もいらして混雑して
いた中、慌ただしい見学となり、「もう少しゆっくり見たかったわ」
と言う声もありました。
　限られた時間・スタッフの為、今回行けなくて残念だった方もいらっ
しゃると思いますが、来年は20周年ということで、より盛大に開かれ
ることと思います。そのときに向けて作品作りに励んでいただきたい
と思います。　

　前回は寝返り動作のお話をさせて頂きましたが、今回はその次の段階である起き上がり動作に
ついてお話していきたいと思います。
　単に『起き上がり』といっても、普段生活している環境や個々の身体機能によってやり易い方法とい
うのは様々です。皆さんは普段どのような方法で行っていますか？今の方法で無理なく行えていますか？
　皆さんの中にも、腰が痛くてなかなか起き上がれない…。起き上がろうとするのだけれど途中で腕
が力尽きてしまう…。という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
　今回は、ベッド上で起き上がる際に、腰への負担を避け、腕の力を過剰に
利用せずに行える方法と注意点を少しお話していきたいと思います。
＜起き上がり方法の手順＞
① 起き上がりたい方へしっかり寝返る。（寝返り方法は前回を参照）
② 両脚をベッドから下ろす。
③ ベッド端もしくはベッド柵を把持し、身体を起き上げてくる。
④ ベッド側の腕の肘をつく。
⑤ 肘を伸ばし、さらに身体を押し上げ手をつく。
⑥ 最後にしっかり座ります。

以上が、基本的な起き上がり方法の手順となります。
　今回のお話を機にもう一度方法を見直してみてはいかがでしょうか？
皆さんのよりよい動作の獲得の参考になればと思います。
　また、利用者様それぞれの身体状態（片麻痺・骨折など）や動作能力
によって実施方法が異なることも大いに考えられます。
　今回は基本的な方法をお話させて頂きましたが、又何かお困りな事が
ありましたら担当のリハビリ職員までご相談下さい。

柳下　トシ様　四点杖　車椅子　　　　山中　理恵子様　シャワーキャリー
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第12回全老健東京大会 Ｈ13 .8月
精神面に配慮した排泄ケア
ー痴呆高齢者との関わりからー

池亀　優子
間野　桂子

尿道カテーテル除去を試みて
ー医学的困難といわれたカテーテル除去に成功。そこからの在宅復帰への道ー

藤田　　円
尾崎　光代

第13回全老健福岡大会 Ｈ14.10月

ケアプアラン充実に向けての取り組み
ー「居室担当制・リーダー制・業務変更」を試みてー

北條　香織
尾崎　光代

排泄ケアの介護について
ートイレでの排泄を試みてー

鈴木　悠介

お母さんと一緒にご飯食べたいなあ
ー経管栄養から経口摂取へー

名越　一江
小川みどり

第14回全老健北海道大会 Ｈ15.10月
家庭復帰への取り組み

ー老健版在宅パスの活用と今後の課題ー
尾崎　光代
生田利恵子

おばあちゃん、がんばるよ！
ー施設における夫婦愛ー

下田　哲範
岩田　裕喜

第15回全老健香川大会 Ｈ16.11月
痴呆症ケアの実践報告

ー「KOMIの痴呆症スケール」でその人らしさが見えてくるー
北條　博之
川上亜紀子

循環式浴槽内残留塩素濃度の調査
ーレジオネラ菌による感染防止のためにー

成田　綾子
安藤　雅美

第16回全老健神奈川大会 Ｈ17 .8月
オムツの工夫により良眠を得た睡眠障害の一例

ー夜間パットの導入と安眠を得るケアの実践報告ー
青山　和彦
関口　彩子

通所リハ利用者の個別リハ実施状況の変化について 永井なつめ

第17回全老健熊本大会 Ｈ18.11月

Ｈ19.10月

クリティカルパス「在宅パス」の運用について
ー在宅復帰に向けてその実績と結果ー

喜多村明子
遠藤　涼子・冨士　野 正

「家族介護者教室」の成果と展望
ー在宅生活の維持・推進を目指してー

杉渕恵美子
岩田　尚徳

第18回全老健愛知大会
次亜塩素酸NA混合水の活用報告
ー感染予防・褥瘡・水虫治療に試みてー

梶沼千恵子
安斎　寛乃

職員満足度調査を活かしサービス向上へ
ーES調査とCS調査から見えてくるものー

西村　香織
洲戸久美子

第19回全老健京都大会 Ｈ20 .8月
トリアージタッグを活用した地震災害訓練を試みて

ー老健施設における看護師の役割を考えるー
高橋美穂子
馬居　景子

生き生き笑顔あふれる行事と趣味活動
ー11年間の活動報ー

小川　葉子
藤田　麻耶

　第19回　全国介護老人保健施設大会に参加して
　今年度の大会は８月２７日から２９日の３日間、京都市の国立
京都国際会館で開催されました。
　「京から明日へ、はんなり介護」～ひとりひとりに命の輝きを～
というテーマの中、多くの演題が発表されました。
　当施設からもケアワーカーの小川葉子と藤田麻耶による「生き
生き笑顔あふれる行事と趣味活動～11年間の活動報告～」、
看護師の高橋美穂子主任と馬居景子による「トリアージタッグを
活用した地震災害訓練を試みて～老健施設における看護師の
役割を考える～」の２題が発表され、今後の介護・看護の向上に
つながる大会となりました。
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敬 老会
　毎年恒例の施設最大行事、敬老会が9月13日に行
なわれました。利用者様、ご家族様が参加され240名
を越える人数が２階多目的ホールに集まりました。そ
の内14名の利用者様に長寿のお祝いとして、花束と
記念品を贈らせていただきました。当日は、遠方から

事事
紹紹 敬 老会

第9回 家族介護者教室
　講　義　「夏をのりきるための食事」　　会議室
　試食会　一般食・各疾患別・形態別　　３階フロアー
　展　示　自助食器・自助具・栄養補助食品
　猛暑の中、３７名のご家族様に参加いただき誠に有難うございました。　
　このような流れで利用者様の普段の食事を召し上がっていただきました。
また御飯から作ったミキサー粥を、その場で見て、触って、味みをする等
講義の後の実食なので十分に納得していただけたのではと思っております。
　会場移動もあり、ご迷惑をおかけしたことと思います。

　食の安全が脅かされる出来事が
多い昨今ですが、食材の安全性を
十分確認して、今後も利用者様に
喜ばれるお食事をつくって参りま
す。

栄養科　　西田・高吉

平
成
二
十
年
七
月
十
九
日
土
曜
日

足を運んでくださったご家族様もおり、久しぶりの家族
団欒に、利用者様の素晴らしい笑顔を見ることが出来ま
した。また、ボランティアさんによる歌とピアノ・ユーフォニ
ュームの演奏では、のびやかな歌声と柔らかな音が癒し
の空間を作り上げ、良い気分転換になったと思います。
　今回、狭いスペースの中で不便な点も多々あったと思
いますが、皆様のご協力により無事に会を終えることが
出来ました。今後も、より一層楽しい時間を提供できるよ
う、職員一同努力していきたいと思います。

　「夏をのりきるための食事」　

3



（デイケアご利用の宮鍋作造様宅をモデルにしたものです）

押し花

　武蔵村山には、豊かな自然が残されている都内最大の
都立公園があります。それが冒険の森、遊びの森、かたくり
見生地、里山民家、六道広場です。開園予定地を含めると、
その面積は東京ドーム約５６倍あるそうです。今回は、その中の里山民家
を紹介いたします。
　江戸時代の民家を新築、復元したもので、母屋・蔵・納屋・作業部屋
など昔の人々が生活していた風景がそこにあります。田んぼや小川・ため池・
畑など、自然と人の調和がとれた「里山」もあり、田んぼでは、もち米・
うるち米・古代米を育て、イナゴやトンボがたくさん稲穂に止まり、小川に
はたくさんのザリガニがいました。公園では里山の体験をしていただくために、
色々なイベントを開催しています。米が実る秋には盛大な収穫祭を行なって
います。又ハイキング、野鳥観察、森遊びと、色々な楽しみ方が出来ます。
身近な所で田舎を感じる事が出来、とても懐かしく、のんびり出来ました。
民家の中では、いろりに座り、くつろぐ方もいらっしゃいました。
　人と暮らしが自然とともにあった時代、自然が人々の生活を支えた時代を
もう一度体験してみてはいかがですか？ 里山民家へは市内循環バス
「東西横断ルート」岸バス停下車従歩10分です。（須賀神社の脇をとおります）
駐車場あり、無料、利用時間 9：00～ 16：00（3～ 9月17：00）

　毎月、第 1、第 3水曜日の午後 1時 30分より、デイケア利用者様を対象に行っている「押
し花」。先生が持参した花材を選ぶ所から始まり、利用者様は、思うがままに葉書の上にの
せていきます。利用者様が考えた作品にのり付けするのが担当職員の仕事となるのですが、
利用者様が見つめる中、作品を崩さない様にのり付けするのが、とても緊張します。
　のり付けされた作品に和紙のフィルムをのせアイロンをあてると出来上がり！！この時、
ロウソクを使用すると、押し花の色が鮮やかに出るそうです。毎回、8～10名の参加者がい
らっしゃいますが、真剣に作品に取り組まれています。集中しながらも会話が弾み、楽しい
雰囲気の中、行われています。又、菅谷先生の
着物姿など、先生の衣裳も、利用者様には楽し
みの一つになっているようです。

　菅谷　泉さん
　好きな押し花を通して、お年寄りに楽しい時間を過ごしても
らえればと思っています。
　同じ花材を使っても出来上がる作品は個性的で、又手先を使
うのでリハビリにもなります。
　出来た作品を見る皆様のうれしそうな表情がとても素敵です。

押し花
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第17回全老健熊本大会 Ｈ18.11月

Ｈ19.10月

クリティカルパス「在宅パス」の運用について
ー在宅復帰に向けてその実績と結果ー

喜多村明子
遠藤　涼子・冨士　野 正

「家族介護者教室」の成果と展望
ー在宅生活の維持・推進を目指してー

杉渕恵美子
岩田　尚徳

第18回全老健愛知大会
次亜塩素酸NA混合水の活用報告
ー感染予防・褥瘡・水虫治療に試みてー

梶沼千恵子
安斎　寛乃

職員満足度調査を活かしサービス向上へ
ーES調査とCS調査から見えてくるものー

西村　香織
洲戸久美子

第19回全老健京都大会 Ｈ20 .8月
トリアージタッグを活用した地震災害訓練を試みて

ー老健施設における看護師の役割を考えるー
高橋美穂子
馬居　景子

生き生き笑顔あふれる行事と趣味活動
ー11年間の活動報ー

小川　葉子
藤田　麻耶

　第19回　全国介護老人保健施設大会に参加して
　今年度の大会は８月２７日から２９日の３日間、京都市の国立
京都国際会館で開催されました。
　「京から明日へ、はんなり介護」～ひとりひとりに命の輝きを～
というテーマの中、多くの演題が発表されました。
　当施設からもケアワーカーの小川葉子と藤田麻耶による「生き
生き笑顔あふれる行事と趣味活動～11年間の活動報告～」、
看護師の高橋美穂子主任と馬居景子による「トリアージタッグを
活用した地震災害訓練を試みて～老健施設における看護師の
役割を考える～」の２題が発表され、今後の介護・看護の向上に
つながる大会となりました。

ちょっと耳よりちょっと耳より ～リハビリからのお話～

第6回　起き上がりについて

作品展に参加して



太田　真一
　おおた　　しんいち

ケアワーカー

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
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　10月になり、朝晩がだいぶ冷え込むようになってきました。道端に
は落ち葉が落ち、すっかり秋らしくなってきました。多摩湖や、ちょ
っと足をのばして、奥多摩や秩父のほうまで紅葉を楽しみに行くの
もいいかもしれませんね。
　さて、皆さんは紅葉についてどのくらい知っていますか？その歴
史の中には、「源氏物語」や、「百人一首」にも使われ、日本には古くか
ら紅葉狩りが存在していたのです。 もっとも古くは、貴族の遊びとし
て平安時代に楽しまれ、庶民が親しむようになったのは江戸時代の
頃からといわれています。明治時代になると、紅葉狩りは人々の中に
定着し、紅葉狩りを楽しむために旅行することも普通になりました。
大昔から紅葉の美しさは人々を魅了してきたということでしょう。 

東大和ケアセンターの基本理念

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支援します。

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。

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。

1.　自立と家庭復帰を支援します。

■10月以降の予定
10月29日
11月10日～11日
11月15日

11月 9 日
11月18日

８施設合同訓練
結核検診
東大和ケアセンター開設記念講演会

講師：森　清　
第8回大和会研究集会   （ハミングホール）
マグロの解体ショー

■アンケートについてのご報告
　この度は、お忙しい中アンケートにご協力頂き
ありがとうございました。季刊誌について、「面
白い・参考になる・読みやすい」等のお褒めの言
葉を多く頂きました。また、「東大和の良いとこ
ろをもっと知りたい！」等のご要望も頂き、ご指
摘を頂いた点と合わせて改善していきたいと思い
ます。今後も季刊誌『青い空のもとで』を宜しく
お願い致します。

　9月2日、会議室に
てボランティア懇話会
が開かれました。
　日頃趣味活動を指
導してくださっている
ボランティアさん17名
に参加していただきま
した。
　会終了後、職員の暑
気払いも兼ねて、慰労
会を行い、日頃は出来
ない交流の機会が持
てました。

　９月17日、自衛消防操法大会が
あり、各事業者が日頃の練習の成
果を出し合いました。
　地震による
火災を想定し、
実際に消火器
やホースでの消
火活動を行い
ました。

　　　　入職日
　平成２０年 9月 1日
① 将来の家族のために
頑張ります。

② サッカー
③ 釣り
④ 子供の顔が見たい
⑤ 地黒の肌
⑥ O型の人
⑦ 小心者なので宜しく
お願いします。
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ボランティア懇話会自 衛 消 防 操 法 大 会自 衛 消 防 操 法 大 会


