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知覧の親族宅へ行った際に撮影しました。ホワイトバランスをあえて外し
青系統としたところ開聞岳の荘厳さが際立ったように感じます。



厚生会では働きやすい環境づくりをおこなっています♪
私たちと一緒に働いてみませんか？

就職支援として直接応募で入職された
方に入職お祝い金を支給いたします！

※入居要件等については
　お気軽にお問い合わせください。

入職お祝い金制度
はじまりました！

単身者用職員寮を
リフォーム！

単身者用職員（女性）向けに備えている
寮を2021年4月にリフォームしました！

［お祝い金（全職種共通）］

●常勤（夜勤可）：１０万円
●常勤（日勤）：５万円
●非常勤（パート等）：３万円

［寮費］

●月額約5,000円
●水道･光熱費は実費です

※支給額は、職種・雇用形態によりことなります。

採用情報はホームページをCHECK 検索枕崎 厚生会

QRコードから
アクセス！

10万円5～
〈常勤職員〉 〈非常勤職員〉

3万円

［支給対象となる条件］

●ホームページまたは電話からの直接応募の方
（ハローワークからの紹介も対象）
●紹介会社を経由された方は対象外です
●入職後６ヶ月が経過した方

［応募方法］

ホームページ、もしくは電話からの応募者採用を推
奨しております。まずは、電話かメールにて
「ホームページをみて応募しました」とお伝えください。

医療療養病床・介護医療院

立神リハビリテーション温泉病院
枕崎市火之神町620番地☎0993-72-7711

グループホーム 宝寿庵（ほうじゅあん）
枕崎市寿町26番地1 ☎0993-72-0084

救急指定
枕崎市折口町109番地☎0993-72-2226

小原病院

枕崎市火之神町630番地 0993-73-2266☎

介護老人保健施設

エスポワール立神

白を基調とした
明るい部屋♪

近くにはホームセンターや
コンビニなどもあります

洋室ワンルーム（8畳）

医療・介護スタッフ募集中！医療・介護スタッフ募集中！

通所リハビリテーション

力をされている皆様には、心より感謝と敬意を
表します。
世間ではソーシャルディスタンスが推奨されて
おりますが、最終的には人と人とのつながりが
大切になってくるのではないかと思います。
常に患者様やその家族の視点に立った医療・福
祉の実践に努め、地域を支える施設としての自
負と使命感があったからこそ、今まで地域の皆
様から信頼される施設として存在し、発展して
きたのだと思います。
今後も厚生会グループ全体で地域の医療・福
祉・保健・行政と連携を強め、患者様がより安心
した生活を送れるよう、そして職員が安心して
働ける職場づくりを目指して、これから100年
先も地域の皆様に愛される場所として存在でき
るように努めていく所存でありますので、ご指導
ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

令和3年6月より小原該一前理事長の後を継ぎ、
若輩ながらピースフル立神の新理事長に就任し
ました小原安雄です。
身に余る重責ではございますが、今後も「健全で
安らかな生活を求めて」個人の尊厳を維持しな
がら能力に応じ自立した生活を営むという基本
理念を軸に、ピースフル立神、そして地域の発展
のため、誠心誠意、努力していく所存であります。
当施設は、平成12年3月に開設され、その後20
年以上も地域のために力を尽くして、医療法人
厚生会グループとともに発展をしてきました。こ
の平成12年という年は社会福祉基礎構造改革
の真っただ中にあり、社会福祉事業法が社会福
祉法に改正された年ということで、今日につな
がる大変革期だったそうです。
そして現在も新型コロナウイルス感染拡大とい
うことで、日本だけでなく世界中が大混乱して
いる状態で、日々患者様と向き合い、最大限の努

リフォームで
快適な空間に♪

健全で安らかな生活を求めて

小原　安雄
社会福祉法人 厚生福祉会
新理事長

ごあいさつ
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エスポワール立神
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厚生福祉会
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花渡川
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データで見るデータで見る

※ データは令和3年1月～12月の1年間を使用しています。

平均在院日数21日以内
看護師比率70％以上
重症度、医療・看護必要度22%以上
急性期看護補助体制加算 25：1
夜間 100：1 急性期看護補助体制加算　
超急性期脳卒中加算

●

●

●

●

●

●

看護配置 10：1
月平均夜勤時間72時間以内

●

●

一般急性期病棟 46床3階病棟

救急搬送された重症患者の受け入れや、各
診療科の専門的治療や検査、手術を必要と
する患者さんを受け入れる病棟です。

脳血管疾患

腹部外科疾患

59.0％

13.7％
その他27.3％

疾患別割合基本データ 退院先について

自宅

45.3％
その他

9.5％18.1％
転院（施設を含む）

手術室の 様 子

11.8％
15.3％

当 

院

68.8月平均入院数 人

15.5平均在院日数 日

45.2救急搬送患者入院率 ％

地域包括ケア
病棟（4階病棟）

回復期リハビリテーション
病棟（5階病棟）

急性期一般 入院料４

小原病院の
機能紹介

276年間手術件数 件（病院全体）

脳神経外科手術用
ナビゲーションシステムについて

［脳神経外科］

ナビゲーションを使用すると、病
巣の大きさ、位置、脳組織との関
係が3次元で表示され、どこから、
どの方向に、何センチメートル進
めば標的に到達できるかが、リア
ルタイムに正確に分かります。
脳腫瘍、脳出血の手術の他、特定
部分を正確に穿刺したい場合や
生検術にも威力を発揮します。

小原病院では2021年よりブレインラボ株式
会社の脳神経外科手術用ナビゲーションシス
テムを導入しています。
手術ナビゲーションとは、手術時の脳の三次
元的な位置とCTやMRIなどの画像上の位置を
コンピュータ上で一致させ、手術を支援する
装置です。これにより開頭する前から病変の
位置が正確に把握できます。

手術用ナビゲーションシステムとは？ ナビゲーションシステムの
メリット

小原病院の
機器紹介

装置は❶頭部固定装置に固定されるアンテナ❷アンテ
ナの位置を計測する赤外線カメラ❸位置情報を計算し
表示するコンピュータとモニターで構成されています。

モニターに表示される情報
1

2

3

CTやMRIや血管撮影など異なる
画像を合わせて表示することも
可能です。

CT

MRI

NEWS
医療

病 院理念

基 本方針

地域の皆様が安心、満足して医療を受けられるようにベストを
尽くします。医療、福祉を通じて地域社会を支え、健康で生きがい
のある生活を支援します。

● 地域完結的視点を軸に、地域のニーズに合わせた、最新・最適な医療を提供し、新た
な医療資源としての価値を創造する。

● 地域医療を担う“気概と誇り”を持った職員を育成し続けるとともに、全ての職員がやりが
いを持って、いつまでも安心して働くことによって地域社会を支え、支援します。

小原病院
脳神経外科/外科/消化器外科/呼吸器外科/整形外科/放射線科/循環器内科/循環器外科/
腎臓内科/泌尿器科/リハビリテーション科/消化器内科/内科/糖尿病内科/神経内科

当院は、一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション
病棟を有し、救急医療・健診事業に力を注いでいます。1施　設

だより
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つながれ！トークのバトン！

リレトーー クリレトーー ク
医師
下荒磯　裕

2021年4月より、小原病院の泌尿器科で勤務させて頂いております。泌尿器科全

般について診察しておりますが、その中でも下部尿路機能障害（いわゆる排尿機能
障害）・老年泌尿器科を専門としております。
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敬老会
職員による枕崎音頭♪

お揃いのユニフォームを着て大活躍

介護医療院の様子を皆さんにお届けしています！
※行事食は、給食業務を委託している（株）LEOCさまと 

栄養課のスタッフが連携して提供しています。

介護医療院の

イベントイベント

夏春

上手に割れました！

ご利用者様も

一緒に

枕崎音頭

ホームページ
QRコードからアクセス
してご確認ください。

介護医療院だより
病院玄関の広報コーナー
にございます。

お出かけ

新型コロナウィルス感染症対策により、面会禁
止の取り組みにご理解・ご協力を賜りありがとう
ございます。本来ならば、ご家族や地域の皆さ
まも一緒にイベントを楽しんでいただきたい
ところですが、まだ難しい状況です。介護
医療院で開催されている季節ごとの
イベントや園芸、行事食などを

ご紹介いたします。

開聞岳を一望
できる瀬戸公園へ

お花見

スイカ割り大会

七夕はみんなで
飾りつけ

運動会

冬

もちつき大会

秋
赤鬼・

青鬼さんが！

節分

昨年末、厚生会では「それぞれ好きな
食事や飲み物を選んで自宅で楽しむ」
という新しいスタイルの忘年会が催
されました。
感染対策を心がけながら懸命に業務
に従事してきた職員の労をねぎらう
ため、枕崎市の様々な飲食店さまにご
協力をいただいて企画されました。
当院では締め切りの前日に全員が注
文を終える盛況ぶりでした。
好きなお店の豪華なお弁当や家族で
楽しめるオードブルを受け取り、お家

で「おいしいものを
食べて英気を養う」
ことができました。

卓球大会で好成績を収めました！

お家 忘年会忘年会dede

お弁当・

オードブル

配布の様子

職員の皆さまが安心して働ける環境と、プライベートが充実できるように、様々な福利厚生を設けています。
厚生会の福利厚生の一部をご紹介いたします。

東京2020オリンピックにおいて「男女混合

ダブルス」で日本勢初の金メダルを獲得する

など日本代表チームの活躍に沸いた卓球。

厚生会では、各病院・施設の職員から構成さ

れる卓球クラブチーム「枕崎 厚生会 T.C」と

して、合同練習や大会への出場など活動を

行っています。

2021年11月23日に開催された第121回さ

わやかラージ交流大会では、竹下院長もダ

ブルスの部で出場しました。仕事終わりに夜

遅くまで練習に打ち込んだ成果が発揮され、

「出場パートで1位に輝く」好成績を収めまし

た。

福利厚生のご紹介

相手が驚く

竹下院長の

回転サーブ

ひなまつり 菜園で育てたスイカの収穫

お正月のお節

ちらし寿司は桃の花の形

お粥の方は「飾り粥」

こだ
わってます！こだ
わってます！

クリスマス会
職員によるハンドベル演奏

お
粥
食
は
寅
！

お
粥
食
は
寅
！

敬老の日
長寿を願いお粥食は鶴と亀！

長寿を願いお粥食は鶴と亀！

エスポワール立神
相談室・室長

立神リハ温泉病院
医療相談室

主任・社会福祉士

小原病院
副院長

お粥食 普通食

立神リハビリテーション温泉病院
当院は、高齢者の慢性期疾患を中心とした医療を行い、地域を支える病院です。

内科
リハビリテーション科　2施　設

だより
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高齢者を取りまく背景
  社会の高齢化に伴う様々な課題が、交通事故や
なりすまし詐欺等々社会的問題として表面化して
久しくなります。その根底にあるのはどうしても
避けられない認知症の急増ということだと思い
ます。厚労省の推計では団塊の世代が後期高齢
者になる２５年には高齢者の５人に１人が認知
症になるとされています。この問題は決して他人
ごとではありません。
　ところで、先述の事故や事件は大きくニュース
で取り上げられる機会もあり、世間的認知も高
まってきていますが、実は忘れてはならない命に
も係わるより深刻で身近な問題があります。それ
は「行方不明」です。新聞の片隅に小さく載ってい
たりしますが、地域の防災放送で協力要請を聞か
れた方も多いのではないでしょうか。

行方不明事例
　警視庁の統計から、昨今の年間の認知症に由
来する行方不明事例は全国で２万人近くに及び
８年前に比べ1.8倍と急増しているそうです。そ
の内５００人ほどの方が残念なことに亡くなって
いるとの事です。７５歳以上の高齢者の交通事
故死亡者数は年間約４００人で徐々に減少傾向
にある事と比べてもその重大さが伝わります。そ
して、この問題は生活地域だけでなく、介護施設
にとっても対応を求められる大切な点となってい
るのです。
　実はエスポワール立神でも、これまでに「行方
不明」未遂事故(離苑)が数回発生しています。見
守り体制や各種センサーの設置、場合によって
は注意個所の施錠等必要な対策は行っていても
基本的に出入りが自由である施設にとって離苑を
１００％阻止することは難しいのです。これまで
は、幸いにも職員や通りかかった知人の方に発見
される等大事には至っていませんが、大変肝を冷
やす思いをいたします。

離苑事故シミュレーション
　これらの経験を踏まえ、エスポワール立神で
は、昨年１０月に、離苑予防対策の再確認ととも

に離苑事故発生時の早期発見のための対策マ
ニュアルを策定し、関係機関の協力を得て実際に
シミュレーションを実施してみました。捜索の手
順や連絡方法、捜索地域割りを定め、筆者が模擬
離苑者となり予め想定された半径２㎞内の公道
上を１時間余り徘徊しましたが、残念なことに最
期まで発見してもらえずそのまま演習は終了とな
り、実に多くの反省をもたらす結果となりまし
た。しかし、この経験が今後の取り組みに活かさ
れる事は間違いありません。

　今回の経験を踏まえ対応マニュアルの見直し
を行い引き続き利用者様の安全確保のための取
り組みを継続していきたいと思います。同時に、
地域の見守りネットワークの必要性を痛感した一
日でもありました。協力いただいた皆様ありがと
うございました。  （文責　有村真也）

                                              　　　　　   

のためにゼロ離 苑 事 故

新人職員紹介 エスポワール立神に入職した
新人職員の皆さんに聞きました！ 募集中！

職員

三重県桑名市出身。趣味は

卓球、ボーリング。現在、介

護職員初任者研修を受けて

いますが、介護の仕事の重要

性や高齢化社会における必

要な仕事だと思うと共に、こ

の地球上で生活している全て

の人々 が健康に暮らせる世の

中が来る事を願っています。

生まれも育ちも静岡、去年

鹿児島に越してきました。

職員の方が明るく、キビキ

ビと働いていて自分も頑張

らなければと奮起している

ところです。利用者様が

楽しく、安心安全に施設の

生活が送れるようお手伝い

できればと思っています。

薩摩川内市出身で、令和３
年に結婚を機に枕崎市へ

越してまいりました。利用

者様からの「ありがとう」

の言葉や名前を覚えて頂け

たことへ喜びを感じていま

す。未経験からのスタート

ですが、笑顔でできることか

ら頑張りたいと思います。

熊本生まれの熊本育ち。

趣味はドラム演奏とカラオケ。

これからは多くのことを学び

人と接することが好きという

長所と経験を活かし、利用者

様一人ひとりに優しく寄り添

い、親切、丁寧な介護サービ

スを提供できる様に日々精

進していきたいと思います。

昨年、宮崎県都城市より南

さつま市の方へ移住してき

ました。子どもは２人（皆、

結婚しています）職員をは

じめ、利用者様の方が活

気もあり、明るいのには

ビックリしました。利用者

様に頼りにされる職場に

していきたいです。

趣味はガーデニングやお菓

子作り。デイスタッフの方々

は、利用者様個々の能力に

合わせ懸命に支援していま

す。通所リハの看護スタッフ

として、利用者様と信頼関

係を築き、利用者様の変化

に気づき、より良い看護を

していきたいと思います。

年齢は５０歳、気持ちは３０

代です。子供は２人で成人して

います。エスポワールはレク

リエーションに力を入れてい

て、利用者様も楽しそうにさ

れておりビックリしました。

これからの看護・介護はど

うあるべきかを考え仕事を

していきたいと思います。

趣味は温泉とサウナです。

釣りも好きです。利用者様

が頑張っている姿を見て考

えさせられることが自分自

身たくさんあります。利用者

様全員が楽しく一日を送ら

れるよう頑張り、自分自身

も楽しく利用者様、職員の

皆様と仕事がしたいです。

橋本環江 山下敦子 安田稔

山内広実 出口満代

今門ひとみ今門ひとみ

鶴留裕美鶴留裕美 斉藤明美

趣味は
ドラム！

趣味も！
仕事も！

この町が
好きです！

ありがとう
が喜びに！

利用者様の
姿を見て…

皆さん
明るい！

やりがいが
あります！

信頼関係を
大切に

［シミュレーションの様子］

関係機関
への報告
4.4.

今後に
活かす反省会
5.5.

2.2.敷地内の捜索

3.3.敷地外捜索へ！

離苑発生報告1.1.

家庭復帰と在宅ケアを応援します

介護老人保健施設

エスポワール立神3施　設
だより
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今門ひとみ今門ひとみ

鶴留裕美鶴留裕美 斉藤明美

趣味は
ドラム！

趣味も！
仕事も！

この町が
好きです！

ありがとう
が喜びに！

利用者様の
姿を見て…

皆さん
明るい！

やりがいが
あります！

信頼関係を
大切に

［シミュレーションの様子］

関係機関
への報告
4.4.

今後に
活かす反省会
5.5.

2.2.敷地内の捜索

3.3.敷地外捜索へ！

離苑発生報告1.1.

家庭復帰と在宅ケアを応援します

介護老人保健施設

エスポワール立神3施　設
だより

（9）

つながれ！トークのバトン！

リレトーー クリレトーー ク
理学療法士
台場　耕

私は19歳で入職し、准看護師を経て現在は理学療法士として勤務させていただ
いております。これまでたくさんの方と出会い、仕事もプライベートでも様々な経
験をさせていただきました。厚生会で彼女ができ、厚生会で結婚し子供が生まれ、厚生会でマイホー
ムを建てることができました。これまで私を育てていただき本当に感謝しております。今後もしっか
り厚生会に貢献できるように努めてまいります。

さて、エスポワール立神では、ICT化に伴い介護ソフトを導入することとなりました。介護ソフトは
介護記録・情報共有・報酬業務の効率化等を通じて、業務負担軽減を図り、質の高いサービス提供や
人材確保の観点からも重要と考えられております。現在、導入に向けて「ICT委員会」を立ち上げ、
職員一丸となり、スムーズに導入できるように進めていきたいと思います。今後ともよろしくお願いい
たします。

エスポワール
立神

11番

次号のトークは加治屋　将人さんお願いします。
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年間行事

ピ ー ス フ ル 立 神

デイサービス

日頃より当事業所のご利用につきまして、
ご理解とご協力を頂きありがとうございます。
厚労省の通知等を踏まえ、新型コロナウイル
ス感染症対策の一環で長期にわたる面会制限
をお願いしている状態が続いております。
そこで、当施設では令和2年7月からご家族

との大切な時間を持てる機会を増やせるよう
にオンライン面会の環境を整えております。
令和3年12月からは感染症対策に留意し一

時的ではありましたが条件付きで対面面会を
実施しておりました。新型コロナウイルス感染
症、第6派の影響で再開の見通しは立っており

ませんが、リモート面会は継続中です。
施設のタブレット端末を利用して画面越し

の面会が可能でご家族にも好評です。予約制
となっており、下記をご確認のうえ、是非ご利
用ください。（入居者の体調や設備の保守な
どで制限がある場合があります）

安心して会える

リモート面会 です！継 続 中

ピースフル立神のデイサービスでは、特色の
1つとして温水プールがあります。水深1m・長さ
10ｍ、水温30℃前後の温水プールで、1年を通じ
て歩行訓練などの運動を行うことができます。
プール利用されている方にとって水中での運動

は体への負担が少なく、膝や腰の痛みなども軽減
して、足が軽く感じる、と大変喜ばれています。
ストレッチでは、水の浮力により、足を前・

後に蹴り出したり、大きく回旋したり、片足で
立ってバランスを取ったりと、陸上では難しい
動きを無理なく行えます。

その他に、午後は個別訓練やゲーム等がありま
す。ゲームは、楽しみながら体を動かせる内容を、
毎月職員が知恵を出し合って考えています。

ピースフル立神ユニット特養では、最高齢の１０
４歳の方に続いて今年は二人目の１００歳を迎え
る方がいらっしゃいました。［データ収集時点（令
和４年１月）では９９歳となっています］
データを見ると分かる通り、半数の方が９０歳

を超え超高齢者の多い施設となってきました。平

均介護度も４．３と高く要介護度の重度の方も
多くなっています。
高齢の為、無理はできませんができる範囲で季

節の行事やちょっとしたレクリエーションを行い、
健康面だけでなく、精神面でも健やかに日々を楽
しく過ごしていただけるよう頑張っています。

ぜひご活用ください！

タブレットに面会者が
映っています！

［面会お問い合わせ先］

0993-76-2211☎ 平日（月～金）
9：00～17：00

リモート面会は予約制です
日程…平日（月～金）
時間…10分程度（14:30～16:30の間）

●

●

●

報告

季節を感じて頂けるように
行事は縮小しておりますが
今年も餅つきを行いました。

ピ ー ス フ ル 立 神

ユニット特養

75歳以上80歳未満

80歳以上85歳未満

85歳以上90歳未満

90歳以上95歳未満

95歳以上100歳未満

100歳以上

1名

3名

6名

7名

2名

1名

［入居者の年代別人数］

79歳 104歳 89．2歳
最年少 最高齢 平均年齢

［入居者の年齢］

入居者の年齢が
高くなってきています

祝
100歳！

イキイキ♪

イキイキ♪

ピース！ピース！

2021

温水プールで楽しみながら運動！

（写真は令和3年12/23のものです）

家庭で介護を受けることが困難な高齢者を介護保険の給付
を受けながら長期間にわたってお世話する施設です。
短期入所と通所介護も併設されています。ピースフル立神

特別養護老人ホーム4施　設
だより
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つながれ！トークのバトン！

リレトーー クリレトーー ク
生活相談員
森 直人

昨年、ピースフル立神に入職し、生活相談員兼介護支援専門員として働いており
ます。前職も長く福祉の仕事に携わっておりましたが、地域のなかでの個別援助や
間接援助、事務作業が多く、高齢で要介護度の高い方 と々接することは多くありませんでした。もういい
歳になってきたので、新しい分野に飛び込んでいくことに不安がありましたが、周りの方々に優しく接し
て頂き、今日も仕事ができることに感謝しております。

さて、昨年は色々なことが起きた一年でした。その一つに人生初めての入院がありました。若い時か
らたまに胃が痛くなることがありましたが、だんだんと胃痛の間隔が短くなり、１年に１回が半年に１回。
３か月に１回といった感じでした。「今回もいつものことだろう」と高を括り、胃薬飲んで寝れば大丈夫
と思っていたのですが、次の日もその次の日も痛みが治まりませんでした。これはマズいなと思い、受
診したところ、胆のう炎ということで即入院。入院はしたもののγ-ＧＴＰの数値が直ぐには下がらず、一
旦退院し、再度入院して手術を行いました。結果、無事に切除できましたが、術後ってこんなに大変な
のだなと思いました。その後、本苑にお世話になり、新たな生活を送っています。ライフスタイルも大分
変わり、その生活にも慣れて来ました。

近年、地方は特に少子高齢化の波が激しく押し寄せ、今後も更に厳しくなることは必至です。医療・福
祉の世界においても私が就職した時とは様変わりしたと思います。先ずは健康に気を付け、厚生会・厚
生福祉会グループの皆様でがっちりとスクラムを組み、この難局を乗り越えていけたらと思っています。

ピースフル
立神

14番



通い から 泊り を利用したり、定期的に 泊り を利用
したり等、本人の状態・家族の介護状況に合わせて、計画・

利用プランは様々です。

花渡川祭り開催！

利用プランを柔軟に対応
通い 訪問 泊り

コロナの影響で開催でき

ずにいましたが、利用者と

職員のみで開催しました。

「介護」は「地域と多くの専門

職が、連携して」つながりを

持つことを中学生へ説明。

通い の日、自宅まで迎えに行きます。時間は柔軟に対応
可能です。支援が必要な方には、そこで 訪問 サービスを

行います。薬の支援、食事、身支度、ゴミ捨て等を行い出発。

花渡川では、体操、レクリエーションなど生活のための健

康・体力づくりを行い、機能訓練として生活・リハビリを共に行

います。自分にできることを行うＱＯＬ（Quality Of Life=生活

の質）の維持精神的充足感が得られる支援を行っています。

人はたとえ認知症や持病を患っても、住み慣れ
た地域で、顔なじみの人たちと関わりを持ち続
けながら、最後まで自分らしい「暮らし」や「生き
方」をしたいと願うも
の。小規模多機能型
居宅介護は、「生き
方」を支援する場所
です。

通い

訪問

泊り

お迎え　体操やレクリエーション（1日2回） お送り
［昼食］給食をお届け、配膳 ［午後］運動と体調管理
［夕食］宅配食をお届け／温めて配膳、体調管理
18時夕食、21時消灯。お部屋はすべて個室です。

サービスを利用
している方の
１日をご紹介！

花渡川は、利用者との関係を大切に考えています。共に
この町で、共に今を生きている。私たちはお互いを支え
て・支えられている関係。したい事もしたくない事も、誰
かに言える関係を作り「満足できる」生活支援を心掛け
ています。

居宅介護とは
小規模多機能型

？

通い を中心に、短期間の 泊り や

自宅への 訪問 を組み合わせ、生活支援

や機能訓練をひとつの事業所で行う在

宅介護サービスです。

ケアプラン作成からサービスの提供

まで同じ事業所が行います。利用者と職

員、また利用者同士が顔見知りとなり、

アットホームな雰囲気が生まれます。こ

のような場所で継続的にケアを受けら

れることは、環境の変化に敏感な高齢者

にとって、大きな安心感につながります。

～地域貢献活動～
枕崎中学校「未来塾」へ参加枕崎中学校「未来塾」へ参加

5施　設
だより 花渡川（けどがわ）

小規模多機能ホーム
通い・泊り・訪問を組み合わせて利用する新しい介護
サービスです。家族や地域との繋がりを保ちながら、
家庭的な雰囲気の中でのケアを目指します。

（12）

つながれ！トークのバトン！

リレトーー クリレトーー ク
介護福祉士
井料　美紀

花渡川に勤務して8年目になります。
以前は、訪問介護事業所に勤務していました。入職当初は、小規模多機能ホーム

の訪問介護の支援内容に驚きました。本人の状態に合わせた細やかな支援に感心する毎日でした。
「いつまでもこの家で暮らしたい」という本人の意向に合わせて、早朝まだ、薄暗い時間から訪問

する方、一日に何度も訪問する方、また、訪問するたびに支援内容が変化する方、訪問は、緊張する
業務ですが、利用者がご自宅でリラックスされている姿を見るたびに、自宅で暮らし続けることを望
まれている方へのこの支援にやりがいを感じます。花渡川の職員は、利用者が、自宅で満足して暮ら
すための「工夫や技術」が豊富です。そんな知恵を学びながら、これからも努力していきたいと思っ
ています。

花渡川
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行います。薬の支援、食事、身支度、ゴミ捨て等を行い出発。

花渡川では、体操、レクリエーションなど生活のための健

康・体力づくりを行い、機能訓練として生活・リハビリを共に行

います。自分にできることを行うＱＯＬ（Quality Of Life=生活

の質）の維持精神的充足感が得られる支援を行っています。
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通い

訪問

泊り

お迎え　体操やレクリエーション（1日2回） お送り
［昼食］給食をお届け、配膳 ［午後］運動と体調管理
［夕食］宅配食をお届け／温めて配膳、体調管理
18時夕食、21時消灯。お部屋はすべて個室です。

サービスを利用
している方の
１日をご紹介！

花渡川は、利用者との関係を大切に考えています。共に
この町で、共に今を生きている。私たちはお互いを支え
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居宅介護とは
小規模多機能型

？
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～地域貢献活動～
枕崎中学校「未来塾」へ参加枕崎中学校「未来塾」へ参加

5施　設
だより 花渡川（けどがわ）

小規模多機能ホーム
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で定員は１４４名、南九州市は、１０事業所で定員
は１０７名です。人口比率を差し引いても、枕崎市と
は大きな差があります。枕崎市の事業所が、常に多
くの待機者を抱える要因は、ここにあります。地域
包括ケアシステムの観点から、医療と介護の連携
が重要視されていますが、枕崎市の認知症介護に
おいては、事業所の不足が多くの課題を生んでい
るのではと考えます。特に在宅介護の負担増は、大
きな問題です。
そこで、グループホーム宝寿庵は、令和４年度前

期（予定）に増床します。同じ敷地に新しい施設を
建設し、２ユニット体制に移行します。僅かな増員
ですが、定員は１８名となります。2ユニット体制へ
の移行は、予てからの現場の希望でもあり、やっと
具現化することができます。もちろん、不安はあり
ます。しかし、この11年で培った「宝寿庵の介護の
力」を増幅させるという楽しみもあり、更なる地域

総務 ●松田 浩信

現在の宝寿庵は、職員９名体制で運営し
ていますが、新ユニットの開業には新しい力
が不可欠です。2ユニットへの移行までに、
１８名体制にしなくてはなりません。しかし、介
護の現場では、人材不足が深刻な問題と
なっており、新規人材の確保が大きな不安
材料となります。現在、厚生会のホーム
ページやハローワーク等でスタッフ募
集を行っております。もし、認知症介
護に興味をお持ちの方がいました
ら、宝寿庵の新しいステージでチャ
レンジしてみてはどうでしょうか。

6施　設
だより

私たちは、利用者が住み慣れた地域で、その人
らしく普通に生活し、｢今｣を楽しんで笑顔で暮
らす事が出来るよう、目と耳と心を最大限に活
用した介護サービスを提供します。

グループホーム

宝寿庵（ほうじゅあん）

飛 躍さらなる地域貢献を目指して

新スタッフ
大募集中！！
経験者、未経験者問わず

新ユニット
建設予定地

つながれ！トークのバトン！

リレトーー クリレトーー ク
介護福祉士
清水　克子

グループホーム宝寿庵に入職して2年半が経過しました。障がい者施設から 
高齢者介護へ移り、初めは不安や戸惑いもありましたが、2年半を振り返りますと、
正直大変でした。次から次へとくる新しい学びや経験に失敗を繰り返し、不慣れながらも他の先輩職
員に指導を仰ぎ、そして支えられ、利用者様の笑顔や励ましの言葉に癒やされながら、皆様のお陰で
前向きに歩んでこれたように思います。

次年度よりグループホーム宝寿庵は2ユニットへと増床します。地域密着型サービスのグループホー
ムは、認知症になっても住み慣れた地域で、社会的な関係を保ちながら、その人らしく生活を継続で
きるサービスですが、新型コロナウイルスの影響から、家族や社会的な関わりを制限され、サービス
の質の低下を余儀なくされました。しかし、この関係性が保たれなくなった時だからこそ、利用者様が
心から望むものは何なのか知ることができました。それをこれからの介護に生かせていけたらと思い
ます。

宝寿庵

7番
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枕崎市の地域包括ケアシステムを知ろう！

コロナ禍におけるアドバンス・ケア・
プラニング（人生会議）について 災害時の避難について

昨年度3月、南日本新聞のアンケートで鹿
児島県内において災害時に自力避難が難し
い障がい者や高齢者ら要支援者一人ひとり
の避難先や手順、支援者などを記した「個別
支援計画」を作成していない市町村が33％
あることが発表されました。枕崎市において
も「一部作成済み」との回答でした。在宅利用
者支援のため市の防災・災害等の避難支援
体制、事業所等のBCP(業務継続計画)もあ
り、追加企画してくださった研修会でした。

災害はいつ起きるかわかりません。住みや
すい枕崎を目指して利用者の優先避難対応
や地域との連携は必須です。個別計画にとど
まらず、地域で避難訓練など行い、支援体制
の整備の必要があると感じました。

この研修会は、令和3年8/18（水）に開催されました。参加者は
市内の居宅介護支援事業所 訪問看護・訪問介護・委員等でした。

アドバンス・ケア・プラニング（以下ACP）とは？
突然の事故や病気・認知症などにより自身で意思
決定ができなくなってしまうことがあります。ACP
とは、もしもの時のために、人生の最終段階の医
療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチー
ムと事前に繰り返し話し合い共有することです。

ACPは、本人の人生をより豊かにすること
が目的で自らの価値観や好みは時間ととも
に変化していきます。なかでも生活歴での本
人の言葉や表現等は重要であるとのこと。
また、コロナ禍での課題として①感染対策
が、孤立化につながっていないか、②意思決
定支援は、延命措置についての話し合いが中
心になっていないか③在宅療養への移行は、
本当に納得、了解のもとで行われたか…など
の意見が出ています。コロナ禍だからこそ
「大切にしていることは何かを関係者で考え
てみよう」と先生は問題提起されていました。
さらにアンケート結果より、「ACPの話し合い
は必要である」と感じながら「それにかかわ
る機会が少ない」との返答の割合が多いこと
もわかりました。まずは、支える側である専門
職の意識や理解を求められている研修会で
した。

この研修会は、令和3年11/19（金）に開催され、参加者は市内医療機関、
調剤薬局、介護保険施設、介護サービス事業所、行政 他 約140名でした。

職員レポート

枕崎市地域包括ケア推進課事業のひとつである在宅医療・介護連携推進事業の委員は市内の種別
ごとの代表者が参画しています。今年度も地域包括ケアシステムの理解を深めていただけるように
研修に参加した職員のレポートをお伝えします。(令和3年度はコロナ感染防止のためWEB受講となりました。)

防災・避難行動計画で分かったこと

［登録者］
災害時の避難行動要支援者は439名（4/1/12現在）そのうち
個別避難計画策定者は59名（ケアマネ等と連携が図られている方10名）

［要支援対象者］
要介護認定を受けている要介護4・5／身体障がい者手帳1・2級　
療育手帳A／精神障がい者／独居 高齢者／その他

①枕崎市の防災のあり方について…市民と防災マップでの共有
②災害避難行動要支援者の登録と避難プラン策定し、台帳整備中

講師
社会医療法人博愛会
相良病院 顧問江口 惠子先生 講師 枕崎市役所

総務課危機管理対策係及び福祉課社会係

枕崎市地域包括ケア専門職研修会(兼枕崎メディカルミーティング)

居宅・訪問看護・訪問介護７施　設
だより 在宅相談コーナーQ&AQ&A
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叔父が、一人暮らしをしています。現在要介護２の認定を受けており、介護サービス等を受けて何とか生
活しています。叔父はここのところ、通帳を無くしては銀行で再発行してもらうことも多く、また各種行
政手続き等についても滞るようになっています。叔父には、身寄りがないため、その度、私のところに連
絡がきて処理していますが、私も仕事、子育てと忙しく、対応が難しくなっています。知り合いの方から
成年後見制度を利用してみてはどうかと言われました。成年後見制度とは、どのような制度でしょうか？

ご相談ありがとうございます。仕事と子育てを抱えて叔父様の支援大変だと思います。
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい、発達障がいなどにより、判断能力が不十分な方（以

下ご本人）について、ご本人の権利を守る援助者（以下成年後見人等）を選ぶことで、ご本人を法律的
に支援する制度です。この制度は、法定後見、任意後見の二種類があり、叔父様の場合だと、既に判断
能力が不十分になっておられると思われる為、法定後見の対象になると思います。
法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後、ご本人の判断能力に応じて、「補助」、「保佐」、

「後見」の３つの制度が用意され、それぞれの状態に応じて、家庭裁判所より成年後見人等（補助人、保
佐人、後見人）が選任されます。法定後見制度では、ご本人が契約等の法律行為を行う時は、成年後見
人等の同意が必要になります。また、成年後見人等の同意がないままにご本人が、契約等の法律行為を
行った時は、成年後見人等が取り消すこともできます。加えて、成年後見人等がご本人に代わって契約等
の法律行為を行うことができます。
成年後見人等には、大きく分けると「財産管理」と「身上監護」の２つの役割があります。財産管理は、

ご本人の預貯金の管理、不動産の処分、相続等の財産に関する契約等について助言や支援を行います。
身上監護は、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所手続きや費用の支払など、日常生活
に関わってくる契約等を支援します。叔父様の場合は、現在姪御さんが、代理で処理されているようなこ
とを成年後見人等が、代わりに支援していくことができます。但し、成年後見人等にもできないことが幾
つかあります。医療行為への同意（手術の同意等）は、成年後見人等はできないことになっています。ま
た入所契約等は支援しますが、身元保証人にはなれないので、その点は注意が必要です。
今回は、成年後見制度の一般的な中身について確認しておりますので、申し立ての方法も含めて、もう

少し具体的に知りたいなとお思いでしたら、叔父様を担当しているケアマネージャーの方に相談して、管
轄の地域包括支援センターに繋いでもらってください。成年後見制度の相談や申し立て方法等、様々な形
で支援してくれます。
最後に成年後見制度は、ご本人の「最善の利益」のために活用していく制度です。そのため、ご本人

に代わってすべての事を成年後見人等が判断する訳ではなく、仮にご本人の判断能力が不十分でも、でき
る限りご本人の意思を尊重するようになっています。現在活動している成年後見人等は、そこを特に意識
した形で日々支援にあたっておられます。

Q

A

つながれ！トークのバトン！

リレトーー クリレトーー ク
介護支援専門員
住吉　宰幸

令和3年7月よりエスポワール立神居宅介護支援事業所で働かせて頂くことになりまし
た。以前の職場でも厚生会・厚生福祉会には大変お世話になっており、そこで働くことが
できることに感謝の気持ちと幸せを感じております。在宅の介護支援専門員としては、5年程ブランクがあり
不安もありましたが、職場の皆さんに優しく教えて頂きながら業務をさせて貰っています。私は、16歳頃か
らIgA腎症にて腎臓が悪く令和元年5月に透析治療を開始となりました。透析治療中は正社員からパート勤務
になりましたが令和2年11月に父親から腎臓を提供して頂き腎移植を行ったことで正社員として働くことがで
きています。治療を受けて今、こうして働くことができるのも家族や周りの人たちの協力はもちろんですが、
日本の社会保障制度のおかげだと実感しています。昔、ある方から福祉とは『安心』であると伺ったことが
あります。私は、介護支援専門員、社会福祉士の専門職として医療、介護、障害、貧困、児童などの多種多
様な問題に対して困っている人たちに安心が提供できるように各機関や専門職の人達と繋がり、協力して取
りこぼしのない支援体制の構築ができる手伝いができればと思っています。厚生会で働くことで社会貢献に
繋がれるよう日々研鑚に努めながら皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。宜しくお願い致します。

居宅
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救急指定

小 原 病 院
〒898-0003
鹿児島県枕崎市折口町109番地（法人本部）
TEL：0993-72-2226　FAX：0993-72-2225
地域医療連携室（直通FAX）：0993-72-1683
URL https://ko-seikai.jp/
e-mail info@ko-seikai.jp

介護老人保健施設

エスポワール立神
通所リハビリテーション

〒898-0048
鹿児島県枕崎市火之神町630番地
TEL：0993-73-2266　FAX：0993-73-2265
URL https://espo.ko-seikai.jp/
e-mail espoir@po2.synapse.ne.jp

医療療養病床・介護医療院

立神リハビリテーション温泉病院

〒898-0048
鹿児島県枕崎市火之神町620番地
TEL：0993-72-7711　FAX：0993-72-2736
URL https://tategami.ko-seikai.jp/
e-mail tategami@po.synapse.ne.jp

特別養護老人ホーム

ピースフル立神
通所介護事業所（デイサービス）

〒898-0048
鹿児島県枕崎市火之神町725番地（法人本部）
TEL：0993-76-2211　FAX：0993-58-1066
URL http://www5.synapse.ne.jp/peaceful725/
e-mail peaceful@po3.synapse.ne.jp

〒898-0062
鹿児島県枕崎市寿町26番地1
TEL：0993-72-0084　FAX：0993-72-0084
URL https://houjuan.ko-seikai.jp/
e-mail houjuan@po2.synapse.ne.jp

グループホーム

宝　寿　庵（ほうじゅあん）

〒898-0051
鹿児島県枕崎市中央町219番地
TEL：0993-76-5733　FAX：0993-76-5733
URL http://www5.synapse.ne.jp/peaceful725/kedogawa219/
e-mail kedogawa219@po3.synapse.ne.jp

小規模多機能ホーム

花 渡 川（けどがわ）
〒898-0048
鹿児島県枕崎市火之神町733番地
TEL：0993-76-2211　FAX：0993-58-1066
URL http://www5.synapse.ne.jp/peaceful725/
e-mail peaceful@po3.synapse.ne.jp

地域密着型（ユニット型）特別養護老人ホーム

ピースフル立神

エスポワール立神

訪 問 介 護 事 業 所
〒898-0048
鹿児島県枕崎市火之神町630番地
TEL：0993-73-1568　FAX：0993-73-2468

訪問看護ステーション立神

〒898-0048
鹿児島県枕崎市火之神町620番地
TEL：0993-73-2856　FAX：0993-73-2857

〒898-0048
鹿児島県枕崎市火之神町630番地
TEL：0993-73-5017　FAX：0993-73-5021

エスポワール立神

居宅介護支援事業所

編集後記

各施設いつでも見学可能です。
最新情報は下記の公式ホームページをご覧下さい。

医療法人厚生会
法人本部　TEL：0993-72-2464

社会福祉法人厚生福祉会
法人本部　TEL：0993-76-2211

本誌に掲載されている写真の中には、利用者の皆様のご病状やプライバシーに配慮して、意図的に解像度を下げたり構図を切り取ったり
しているものがございます。あらかじめご了承ください。おことわり

医療・介護のスタッフを随時募集！！
詳しくは、ホームページまたはハローワークまでお問い合わせください。

一
緒

に働
きませんか？

一
緒

に働
きませんか？

信頼しあえる

明るい職場環境！

検索枕崎　厚生会 ▶▶▶　www.synapse.ne.jp/koseikai/gp/

今回は介護医療院のイ
ベントについ

て取り上げました。コロ
ナ禍において、

ご家族との面会も許さ
れない中、1年を

通じて季節ごとに様々な
イベントを実施

することができて本当に
よかったと思い

ます。今後とも医療療養
病棟、介護医療

院ともに利用者様への医
療・介護サービ

スの充実に努めていきた
いと思います。

立神リハビリテーション温
泉病院
藤山 修

昨年より、広報誌作りの話し合
いをウェブ会議（パソコンでの会
議）で行っています。移動等がなく
なり効率的ですが、人の表情、声の
トーン、会議の雰囲気を感じる事
が難しく、会話が一方的になりがち
でなかなか慣れません。初めて会
う人ならなおさらです。柔らかさを
失いつつある脳が進化できるか？

小原病院  新澤 公

ピースフル立神は厚生会グルー
プのなかで高齢者福祉

サービスを担っています。入所施
設と通所施設の2つの部門

があります。感染症の流行に伴
い、外出や面会の機会が制

限されておりますが、健康管理
に留意しながら、季節を感じ

て頂ける行事など行い、日々の
ケアの中にも楽しみが持て

るように努めております。面会も
行政等の通知に基づき、可

能な範囲でご家族との接点を絶
たない様、試行錯誤してお

ります。今後も、利用者・ご家族
の方々に少しでも満足いた

だけるようサービスの向上に努
めていきたいと思います。

ピースフル立神　桑代 剛
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