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この街で自分らしい人生を可能に ～医療・福祉・介護の連携～

〒697-0052
島根県浜田市港町294-11
☎0855-23-5596 FAX 0855-23-5586
営業／平日：8：30～17：30
定休／土曜、日曜、祝日、盆、年末年始

※臨時訪問や特別指示期間等においては対応いたします。

社会医療法人清和会

訪問看護ステーション浜田
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今回ご紹介する施設は、浜田市港町の「社会医療法人
清和会 訪問看護ステーション浜田」管理者 福井宏枝さ
んです。
　当訪問看護ステーションは、平成５年６月15日に看
護師2.5人体制でスタートし、現在は看護師11名、理
学療法士３名の体制で活動しています。訪問看護ステー
ション開設後、介護保険制度が始まった年の平成12年
４月１日に介護支援専門員が訪問する「ケアプランせい
わ」を、同年10月１日に介護員が訪問する「スマイルヘ
ルパーステーション」を併設しました。
　平成28年度からは県の補助金を利用して、浜田市佐
野町と浜田市上府町の２カ所に出張所を開所し、旧那
賀郡をカバーして利用者数は全体で140名となってい
ます。利用者が増えてきたことから5年前よりICTを導
入、昨年よりタブレット端末を職員１人に１台支給し
業務効率を上げ、利用者の皆さまへのサービス向上を
図っています。
　また、西川病院の中で包括型地域生活支援プログラム
（ACT）をモデルとして立ち上げた地域ケアチームNACT
（ナクト：Nishikawa Assertive Community Treatment）
も一緒になって、精神障がいを抱える利用者やその家族、
利用者周囲の人間関係の課題などに対応しています。
　NACTは、西川病院の精神科医、こころクリニックせい
わの精神科医や法人内の精神保健福祉士のバックアップ
を受けながら、看護師３名、作業療法士２名で活動し、
利用者は60名以上となっています。ちなみに、この包括
型地域生活支援プログラムをモデルとしたケアチームは日
本全国でまだ25カ所程度しかなく、島根県内ではパイオ
ニア的なケアチームとなっており、豊富なノウハウを備え
活動しています。

　重度の認知症の利用者や精神疾患の利用者など訪問看
護ステーションで対応が難しい場合は、地域包括支援セン
ターの支援を受けながら対応しています。その他、浜田医
療センターの地域医療連携室とも連携をとりあっています。

　私たちは、「医療・福祉・介護」の各サービスをそれぞ
れ個別に提供するだけでは利用者のニーズにこたえた
「真の支援」を実施することはできないと考えています。
　これまで紹介させていただいた「在宅サービス」の他
に、障がい福祉サービス事業の「入所サービス」・「通所
サービス」・「相談サービス」の３つも併せ「せいわ総合
支援チーム」として、それぞれの活動をモニター・評価
しながら、多職種チームの立ち上げ、機能的運用、カ

ンファレンスの推進などを促進し、主体的に医療・福祉・
介護の連携を深める機能を担っています。また、理念
である「追求・挑戦・創造～この街で自分らしい人生を
可能に～」の実現に向けてリーダーシップを発揮してい
きたいと思います。

〒697-0422
島根県浜田市旭町本郷362-10
☎0855-45-1001 FAX 0855-45-1002

介護老人保健施設
旭・やすらぎの郷

医療法人ともみ会

お問い合わせ受付時間／月～金　8：30～17：30

次にご紹介する施設は、浜田市旭町の「医療法人とも
み会 介護老人保健施設 旭・やすらぎの郷」施設長 大倉
英久さんです。
　当施設は、「自立支援」「安心介護」「地域交流」の３つの
理念を掲げて運営しており、早いもので、今年で20年目
を迎えました。
　当施設の入所定員は60名、通所定員は40名となってお
ります。また医学的管理の下、利用者様の身体機能の維持、
向上のためリハビリ専門職による機能訓練、看護、介護
のケアサービスを提供させていただき、利用者様の在宅
生活支援、復帰を目指しています。当施設はリハビリに力
を入れており、理学療法士、作業療法士3名の配置により、
充実したリハビリ内容と時間の確保をしております。また
利用者様との関わりを大切にし、利用者様が施設内で安
心して過ごしていただけるよう心がけております。

　当施設では定期的にイベント行事を行っています。入所
されている方の中には起伏の少ない生活を送っておられる
方もいます。施設での生活でも、季節感を味わってもらい、
日々の生活のアクセントにしていただけるようにと思って
おります。つい先日は納涼祭を行いました。今年は職員が
練習を重ね神楽を2演目披露させていただき、その他地
域のボランティアの方々の協力により、地元に伝わる踊り
を利用者様、職員一緒になって楽しみました。模擬店を出
店し、プロジェクターで花火大会の映像を映し出すなど
各種催し物の中、夏祭りの雰囲気を利用者の皆様に楽し
んでいただきました。その他、運動会や文化祭などの行事
も予定しており、次回は10月に文化祭を開催予定です。
こういった行事を通し、参加される利用者様の笑顔や「楽
しかった」、「ありがとう」という言葉をいただくと、明日の
活力が生まれてくるのを感じます。

　全国的に人材不足が進む中、島根県西部も同様に中山
間地域の高齢化に伴う深刻な人材不足という問題がある
のが現状です。この影響から他業種から介護分野に転職
される方が増えてきており、中には初めての介護の仕事
に戸惑いや不安を覚える職員が少なくありません。当施設
では、ベテラン職員が開催する各種研修会（介護技術、
認知症等基礎知識、看護及びリハビリ分野など）の開催
に取り組み、職員の育成、定着を図っています。職員の
育成と定着が利用者様へのサービス向上に繋がることは
言うまでもありません。
　その他、協力医療機関として浜田医療センターには日頃
から医療管理上の相談やお願いがスムーズにできており、

利用者様に特変者等あれば、救急外来の受診や入院の対
応をいただいております。今後も浜田医療センター、各医
療機関、施設と連携をとりながら利用者の皆様が安心して
過ごしていただけるよう対応していきたいと考えています。

　当施設の今後についてですが、引き続き介護老人保健
施設としての役割を果たし地域包括ケアシステムの一端を
担えるよう取り組んでいきたいと思います。時代の流れで
日本は大きく変化してきています。来年は医療・介護報酬
同時改定があり、医療、介護の世界もどんどん変化して
いくと感じます。今まで通りではなく、時代の変化に柔軟
に対応でき、また時代に沿った施設の在り方を考えてい
かなければなりません。地域で求められる「旭・やすらぎ
の郷」の役割を果たすことが地域の為、利用者様の為に繋
がるであろうと考えています。

　日頃より、旭・やすらぎの郷の運営につきまして、ご
理解、ご支援いただき有り難うございます。今後ともよろ
しくお願いいたします。

自地域の為、利用者の為に繋がると信じて
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