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　新年あけましておめでとうございます。つつがなく新しい年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　私は、これまで、約４０年余り十和田市内で内科医として診療に従事
しておりました。この度ご縁がありまして、昨年１１月１日よりここ介
護老人保健施設とわだの施設長として着任いたしました。私自身、介護
施設という新しい現場で、わからないことも沢山ありますが多職種と協
働し、日々勉強しながら利用者様の健康管理に取り組んでまいります。

さて、施設の状況としましては新型コロナウイルスの感染拡大により面会も休止せざるを得な
い状況が続いており、利用者様がどのように過ごされているかをご覧いただく機会が少なく
なっているところでございます。私共介護老人保健施設とわだでは、本広報誌をはじめとして
ＩｎｓｔａｇｒａｍやｆａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳを利用して行事でのご様子を発信してお
ります。こうした媒体を活用し、ご家族様に入所中の雰囲気が少しでも伝わればと思いますの
で是非ご覧いただければ幸いです。
　介護老人保健施設とわだは平成６年の開設以来地域の皆様に支えて頂きながらこれまで施設
運営を継続して参りました。引き続き利用者様、ご家族様、地域の皆様へ貢献できるよう職員
一丸となって今年も取り組んでいくことをお約束し、新年のご挨拶とさせていただきます。

介護老人保健施設とわだ

施設長　工藤 陽子

施設長ごあいさつ

　新年あけましておめでとうございます。謹んで新春のお慶びを申し上
げます。
　さて、新型コロナウイルス感染に対し、ご利用者様、ご家族様には面
会制限にご協力いただき感謝申し上げます。私共の施設では、令和４年
４月から新卒職員６名を迎え利用者様へのケアに当たっております。そ
して、１１月より新たな施設長を迎え、新体制として施設運営を行って
おります。昨年は、サッカーＷ杯で日本チームの素晴らしい活躍に勇気
づけられました。今年もワールドベースボールクラシックやラグビーＷ

杯など様々な大会でアスリートたちの素晴らしいプレーが見られることを期待しております。
私共もこうしたアスリートのように日々技術習得に励みながら、安心で安全なサービスが提供
できるよう職員一丸となって頑張ってまいります。
　今年は卯年です。「卯」はもともと「茂」という字が由来といわれ「春の訪れを感じる」と
いう意味、また、「卯」という字の形が「門が開いている様子」を連想させることから「冬の
門が開き、飛び出る」という意味があると言われています。老健とわだも皆様にお役に立てる
よう、地域へ飛び出し様々な機会を作っていきたいと思いますので、本年もどうぞよろしくお
願い申し上げます。

介護老人保健施設とわだ

事務長　小川 修司

事務長ごあいさつ
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介護支援専門員
(入所ケアマネ )

介護福祉士
認知症ケア
専門士

理学療法士

社会福祉士
社会福祉主事
(支援相談員 )

管理栄養士
調理師

医師
看護師
准看護師

言語聴覚士 作業療法士

利用者家族

在宅復帰に向けて専門職が多職種協働で支援しています

入所～在宅復帰までの流れ

食事環境の提案：管理栄養士・言語聴覚士・作業療法士の協働

環境設定の提案：リハビリスタッフ・本人・家族・ケアマネ・福祉用具事業者等との協働

　これで、出入りが自分で
できる‼
　不安の軽減と行動範囲の
拡大に繋がります。

　在宅では配食サービスを想定しているため、自力で器の
蓋を取る➡食べる➡ゼリーの蓋を開ける➡食べる、の動作
を動画で情報共有し、在宅での環境準備のアドバイスに‼
　コロナ禍でも、安心できるよう家族・ケアマネ等の関係
者へ、都合に合わせて情報提供します。

➡

入
所

在
宅

①家屋調査 (1 回目 )：
入所前または入所後に在宅へ
訪問し、リハビリや支援方法
を検討。

② ：①を踏まえて、多職
種協働で改善に向けての
リハビリや取り組みを行
います。

⑥退所前カンファレンス：
④を踏まえて、環境や介護保
険サービス等の内容を最終確
認します。

⑤家屋調査 (2 回目 )：
③で整えた環境を訪問し
て、本人・家族等と確認
します。

③退所相談：
在宅のケアマネジャーを
交えて、時期やサービス
内容等を検討。

④環境の準備：
ベッド等の福祉用具の選
定・居室等の生活環境を
整えます。
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　脳楽習とは『脳に楽しい学習を』という事で、言語聴覚士が作成した脳リハビリテーションの IT 教材です。
これを行う事で脳の血流促進が認められ、脳の活性化や言語機能の回復を目指します。
　通所リハビリテーションでは、令和 3 年 11 月より『脳楽習』を導入し、認知機能面に対するリハビリと
して幅広い利用者様に活用しています。

『脳楽習』はじめました

脳の活性化に効果のある『脳楽習』、試してみたい方は、ぜひお声がけ下さい！

通所リハビリ
テーションの
新たな取組み
をご紹介！

　リハビリスタッフと一緒に、タブレットやテレビで画像を見てクイズ形式の問題に答えます。
問題文を一緒に声に出して読んでもらい『声を出す』機会を促します。問題文や答えを基に会
話を広げて、更に『自分から話す力』を引き出します。答えにくい方へは画像の絵等でヒント
を出し、答えて頂きます。個人でも行えますが、少人数で会話をしながらにぎやかに行う事も
でき、楽しく実施しています。

小集団リハビリ小集団リハビリ 個別リハビリ個別リハビリ

タブレット
教材

　学習プリントは、［読解］［書字］［漢字の読み書き］［横書き計算］［理科］［社会］［漢字の書字］
［縦書き計算］と豊富な課題の中から、リハビリ担当が課題と難易度（最大 10 段階）を選んで行っ
ています。個別リハビリとしてリハビリスタッフと一緒に行ったり、自主学習として行ったりと、
個人個人の状態に合わせて実施しています。

個別リハビリ個別リハビリ 自主学習自主学習

プリント教
材
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　リハビリテーションという
と、病院で行われている機能訓
練の光景を思い浮かべる方が多
いと思います。しかし人間は何
のために物を持ったり、歩いた
りするのでしょう。そこには必
ず、箸を持って食事をする・ト
イレに行って用を足す・包丁を
持って料理を作る・買い物に行
く・趣味や仕事にうちこむとい
う目的があります。
　リハビリテーションとは、単
に訓練をさす言葉ではなく、『障
害をもった方が可能な限り元の
生活を取り戻す・その人にあっ
た生活を獲得する』事を意味す
るのです。
　私たちは、病気や怪我により
生じた障害に対して、元の生活
に戻れるよう、また障害を持っ
ていてもその人らしい生活がで
きるよう支援しています。

リハビリテーション

平地だけではなく、
不安定な芝生の上を歩いて
安定性を高めます。

リハビリで出来るようになった
動作を介護士に伝えて
情報共有をします。

ご飯をしっかり飲み込めるか
聴診器で確認しています。

自宅では自分で
洗濯をするため、

服を干す練習をします。

実際に自宅で動きを確認し、
ご家族にも動作方法を

指導します。

好きな事や興味のある事を
引き出し、意欲の向上を

図ります。

折り紙で作品作り。
指先の運動や折り方を考える事が
脳の活性化につながります。

寝たきりの方の手足の関節が
固くならないように関節を

動かしています。

カードを使い、言葉を引き
出します。会話がスムーズに
出来るよう目指します。

体を動かす機会を作っています。
皆で輪投げをして
リフレッシュ！
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　ノーリフティングケアとは　①持ち上げない　②抱え上げない　③引きずらない
ケアを行うこと。介護をする側と利用者様（介護される側）双方の負担軽減に繋がり安心・
安全な介護が提供できるとされています。

今までのおさらい今までのおさらい

ノーリフティングケア

　ノーリフティングケアに取り組み２年がたち、施設でも定着しています。
　今回は実際にスライディングボードを使用し、在宅復帰された利用者様をご紹介します。

ノーリフティングケアに取り組んでノーリフティングケアに取り組んで

～入所～
八甲田棟
奥入瀬棟

在宅での退所前指導の様子です。在宅での退所前指導の様子です。
　ヘルパー・ケアマネージャー・レンタル業者・相談員・介護指導員（介護福祉士）・リハビリスタッ
フでご自宅へ訪問し、A 氏とご家族様へ介護指導をしている様子です。

ベッドと介助バー付きベッド
柵を設置しています。

排泄の指導　おむつの使用方法
を説明しています。

このように設置してスライディ
ングボードを使用します。

4ヶ月後

2ヶ月後

　動作手順が多く、1 つ 1 つ覚える事に時間がかかりました。また体の使い方もなかなか定着しま
せんでしたが、何度も繰り返し練習を行い、見守りする事で出来るようになりました。

入所当初

　左手足にマヒがあり、両足の筋力も低いため、車イスを使用しています。
　寝返りや起き上がりは、柵につかり可能。
　立つ動作は、両手で柵につかまり腰を支えて立ち上がるも、立っている事ができません。
　ベッドと車イスへの乗り移りはスタッフが全介助で行っています。
　コミュニケーションは可能ですが、記憶力が低く新しい事を覚えるのに時間がかかります。
　今後、在宅へ帰る予定であり妻が 1 人で介護をします。妻への介護負担軽減のため、ベッドと車
イスへの乗り移りが自立できるように、スライディングボードの使用を提案し練習する事になりま
した。

Ａ氏　70歳代　要介護4Ａ氏　70歳代　要介護4
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　職員からは「腰痛が軽減しました」
「負担なく介助ができています」との
意見が多く聞かれています。

　ノーリフティングケアに関する福祉用具や技術は上記以外にも様々あります。
疑問に思ったことや聞きたいこと等ありましたらいつでもご相談・ご質問承って
おります‼

支援相談室　野田頭
入所　白取
通所リハビリテーション　沢目　まで…🙂

窓口：0176-27-3131（代表）
　" ノーリフティングケア " についてと
　一言お知らせください

　youtube　QRコード　ぜひご覧下さい

スライディングボードを使用した感想を
ご本人様に聞いてみました。

Q＆A
１　Q：スライディングボードの第一印象は？

A：「いいね、こんな物があるんだ。どうやって使うんだろう？」
２　Q：使用しての感想は？

A：「これは楽だなー」
３　Q：難しかった点は何ですか？

A：「覚えるのに時間がかかった事かな（2 ヶ月位）手順を覚えるのが大変だった。」
４　Q：自宅でも、不安なく使用できていますか？

A：「してますよ、これからも継続して使いたいですね」
　　と、笑顔で話して下さいました。

職員もこの様に使用しています職員もこの様に使用しています
スライディングボードスライディングボード

フレックスボードフレックスボード

　人の力で無理矢理抱え上げる力まかせの介護を減らすことで、ご利用者様も抱え上げ
られていた時に生じた痛みや恐怖が大きく軽減されます。その為、精神的に落ち着かれ、
身体の強張りがなくなる事で関節の固さが緩み、姿勢が良くなるといった変化も見られ
ます。在宅だから、なかなか福祉用具を導入しづらいという声も聞かれますが、在宅で
も実践できるのがノーリフティングケアの強みです。これからもノーリフティングケア
を生かして、利用者様とご家族様の負担軽減につながるように取り組んでいきます。

まとめ
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＊当広報誌の個人情報 (写真含む )は、各個人 (または代理人 )の同意を得ております。

　昨年も新型コロナウイルス感染症予防対策に、常に
緊張感のある一年だった事でしょう。
　そんな中、三年ぶりに『老健とわだ祭り』を開催す
る事ができ、ご利用者様に大変喜んで頂く事ができま
した。満面の笑顔になられる利用者様を見て、私たち
職員も嬉しい気持ちで一杯になりました。
　まだまだ不安はありますが、一日も早く安心した生
活が送れますよう、皆様にとって良い一年になる事を
願っております。

～あとがき～

居宅介護支援事業所
ケアマネージャーです

　ご本人、ご家族様の思いを組み取りながら、ご自宅での生活を継続できるように、
介護保険のサービスの紹介や利用調整を行い、ケアプランを作成します。
　入院時は、病院等、各関係機関と連携し退院支援を致します。
　また、最後までご自宅で過ごせますように、お看取りの支援もしております。

※支援の内容

・介護認定等の手続きの代行

・サービス利用相談、アドバイス

・ケアプランの作成・見直し

・介護サービス事業者との調整

・毎月のモニタリング訪問

・介護保険施設の紹介等

お気軽にご相談ください。
電話：0176-27-3158
所長　野坂

介護の
方法が
わからない

介護保険
の事が
わからない

一人での
移動が
心配

介護
ベッドや
車イスを
使いたい
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