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先見性に富む柔軟な発想で
理想の医療・福祉を追求します
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認知症高齢者グループホーム アクティブライフ千代田

4月オープン予定

今年4月、八幡浜市川通にあるチヨダクリニックの隣に、くじらグループで7番目となる
グループホーム「アクティブライフ千代田」がオープン予定です。認知症介護はその難し
さから、多くの人が抱えている悩みにも関わらず、今なお適切なケアを受けられる介護施
設が限られています。軽度者から重度者までの対応が求められる中、くじらグループでは
医療機関や往診医との連携による、重度化しても一貫してサービスを提供できる体制の
構築に取り組んでいます。
誰もが願う、
「すべての人が当たり前に、安心して暮らせる社会」の実現の前には、まだ
まだ挑戦しなければならないことが山ほどあります。私たちは高齢化社会と向き合う企
業として責任を果たせるよう、なお一層の努力を積み重ねていく所存ですので、今後と
も見守っていただければ幸いです。

施設名

アクティブライフ千代田

住所

愛媛県八幡浜市川通1455-20

2015.12.17 棟上げ「もちまき」の様子

実習

研修

2015.10.25

認知症疾患医療センター
平成27年度研修会

実習レポート

帝京第五高等学校 看護科3年生

今年は
「認知症と車の運転〜改正道路交通法施行に向けて〜」
と
題し、八幡浜警察署の交通課、愛媛県警運転免許課、市役所の公共
交通会議事務局から講師を招き、八幡浜・大洲圏域の医療関係者約
90名にお集まり頂きました。平成27年公布の改正道路交通法で、
「75歳以上の高齢者が運転免許更新前の認知機能検査で『認知症
のおそれ』
と判定された場合、医師の診断書が必要」
と定められまし
た。その改正の概要と今後の課題や、圏域内の高齢者の事故概況、
公共交通の現状や、地域公共交通会議で検討されている内容など
のお話しがあり、開業医の先生より
「認知症で運転に危険が伴うと
思われる患者さんに対してどのように対応すれば良いか」、行政よ
り
「今後の警察署と行政との連携」
などの質問が出ました。
当センターでは、今後も研修会を通して、医療・介護・福祉の専門
職が知識を共有し、地域の特性に応じた連携を促す場となるよう
取り組んで参ります。
●回復状態に合わせて看護の方法を変えていくことを知りました。
担当の患者様に軽度の認知機能障害が見られたのですが、毎日繰
り返し挨拶をすることで顔を覚えて頂き、名前を呼ばれた時は嬉し
かったです。
（楠野 伊織）
●ドクターの講義は分かりやすく、楽しく学べました。
（清家 美耶）
●今までで1番充実した実習になり、勉強への意欲が湧いてきまし
た。患者様とのコミュニケーション一つ取っても、入院前の生活背
景や性格など、あらゆる情報から考察し接していかなければならな
いことを教えて頂きました。
（濱野 音々）

学会

2015.11.13

院内学術研究発表会
くじら病院 学術研究発表会実行委員長

伊藤 真樹

業務多忙の中であっても、日々の疑問や取り組みから題材を選び発
表することは、仕事の質を高める上で意味のあることです。今回も興味
深い内容が多く、
これからの私たちに必要とされる看護・介護について
考える機会となりました。
くじら病院や各施設において看護・介護の質
向上に向けた一歩になったと感じています。
くじら病院

第13回開催

1.DCの現状と今後の課題〜利用者アンケートを通じて考えられること〜
作業療法士 曽我部耕多
2.日々の業務の見直しで気付いたこと
介護福祉士 浅岡るみ
3.当院における夜勤業務に従事する看護師のストレスの現状
新職業性ストレス簡易調査票を用いて
看護師 清水やよい
4.ハーブハウスの地域移行支援の実際と今後の課題
サービス管理責任者 浅岡強
5.嚥下食の取り組み〜ムース食導入について〜
管理栄養士 村上愛加
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新入職員
フォローアップ研修

やってます、ミュージックケア
デイサービスいこっと
昨年2月からミュージックケアワーカー菊池史子氏を招き、月に

平成27年度の新卒新入職員にフォローアップ研修を実施し、
「チーム力を高めるコミュニケーション」
という題目でグループワー

一度「ミュージックケア」
を実施しています。
ミュージックケアは、音

ク等を行いました。
コミュニケーションが課題と思っている職員が

楽を聞き・歌い・リズムに合わせて体を動かすことで、心身に快い

多く、目標や意識が明確となり、有意義な研修となったのではない

刺激を与え、身体機能の促進や生活意欲の喚起・助長、
リラクゼー

でしょうか。皆さんの入社時からの成長は著しく、現場で大きな戦

ションなど様々な効果をもたらすとされています。ラジカセから流

力になっていることを頼もしく感じました。

れる優しく懐かしい曲に、利用者様も自然と体が動き、コミュニ
ケーションと笑顔が増え、
「楽しい」
「癒された」の声が多数聞かれ

研修を終えて、ひとこと

ます。
皆さん始めませんか、
ミュージックケア。

●ディスカッションを通してお互いの成長を評価し合いました。今の
自分を振り返り、足りていない部分を認識する機会になりました。
目標の再確認もでき、やる気が湧いてきました。
●実際に現場で働いたことで、入職直後の研修と比べディスカッション
内容が、より現実的で具体的なものへと変わりました。同期のみんな
と久しぶりに思いをぶつけ合い、それぞれの意識が高くなっていると
感じました。

菊
池
史
子
氏

日 常の心理学

PSYCHOLOGY

−メンタルが強い人間についての勘違い−
1.彼は生まれつき強いんだから！

皆さまご無沙汰しております。寒の入りとともに、寒さが一段と厳しく感
じられるこの頃、いかがお過ごしでしょうか。毎日眠い、寒くて仕事に行き

強靭な心と身体を持つ赤ちゃんっているのでしょうか。人間にはメンタ

たくない、気が滅入る…など、憂鬱な気分に囚われている方はいらっしゃ

ルマッスル（Mental Muscle）を鍛える能力が内在しています。
まずは、

いませんか。そういう時、
「もっと心の強い人間だったら」
と思いますよね。

あなたの認知・感情・行動面の、現在の力を把握して下さい。その上で能

では一体、心の強い人間とはどんな人を指すのでしょうか。世の中に出

力を伸ばし鍛える練習とハードワークを、日々の生活で行うのです。ま

回っている“勘違い”を振り返ることで、本当に強い人間になる方法を探り

た、心と身体に負担となるような悪習慣を無くしていくことも必要です。

ましょう。

2.彼は冷たい人間で無感情！

今回は、Morin博士がPsychology Todayで述べた、Myths About

人間は誰しも「感情」を持っています。メンタルが強い人というのは、その「感

Mentally Strong Peopleを参考にします（2015）。

情」が自分の思考や行動にどの様に影響するか認識しているのです。そして、
自分の目標に到達するためには感情と逆の行動も取ることができ、感情の
赴くままに行動はしません。世の中には上司とうまくいかないなど感情的な

1.彼は生まれつき強いんだから！

理由で転職を繰り返す人がいます。メンタルの強い人はたとえそんな場合

2.彼は冷たくて無感情！

でも、感情を冷静に見つめ、自分の目標に立ち返り、どこまで到達している

3.彼は威張りくさって攻撃的！

か検討するでしょう。そしてあくまで冷静に辞職か継続かを判断するのです。

4.彼は挫折知らずで成功ばかり！

次回、残りの項目をみていきます。それでは今回はこの辺で。

5.彼は誰の手も借りず、すべて自分で解決できる！
6.彼にメンタルヘルス上の悩みはない！

Key Word：メンタルに強い、
認知ー感情ー行動、
自分の目標、
感情のコントロール

7.彼は苦しい経験を軽視する！

チヨダクリニック 医師
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近藤 強

Watch!

News

カフェテリア改装
くじらホスピタルには、入院患者様の憩いのスペース「カ
フェテリア」があります。今回の改装で、テーブルや椅子の色
や形、大きさが変わり、暖かみのある落ち着いた雰囲気にな
りました。患者様からは「食事がより美味しく感じられる」
「落ち着く」
「ゆったりと食べられる気がする」といった言葉
を頂いています。
背もたれの高いソファを置き、一部見えない空間を作ると
いう改装案が出た時は、
「様子が見えないことで、何か問題
が起きたらどうしよう？」
「ソファの席数は限られるので、席
取りなどトラブルが起きるのではないか？」など不安ばかりが
頭に浮かびましたが、いま思えばこちらの都合でしか物事を
捉えていなかったのかもしれません。本来、カフェテリアは患
者様同士の交流を可能にする場であると同時に、干渉される
事なく個別に食事を摂ることができる空間です。今回の改装
でカフェテリア内の食事場所に選択肢を持たせ、これまで叶
えられなかった様々な要求にも対応できるようになりまし
た。単に栄養を摂るだけでなく、快適で楽しく食事をするこ
とが心身の健康にとって重要です。新しいカフェテリアを楽
しんでいただければ幸いです。

Study session

医療経営革新のための訪米研修を終えて
いつでも安心してかかりたい病院や医師に診て貰えると

これまでアメリカでは、病気になって駆け込むのが病院で

いうのは、日本の国民皆保険制度の素晴らしい点ですが、高

した。しかしこれからプライマリーケアへとシフトしていきます。

齢者人口の増加による医療費の財政圧迫が根深い問題と

地域の需要に応えられる力を付け、ITによる情報共有から重

なっています。

複診療を分析し、地域住民の健康を維持することが医療費の

アメリカでは2010年にオバマケアが可決されましたが、民間

抑制に繋がります。これは日本も同じで、早急な対応が求め

の保険会社に頼っており、日本の皆保険とは様子が違います。

られています。現在の社会情勢の中で、日本の皆保険制度を

病院も買収や合併を繰り返しています。所得の多い人が少ない

今後も守っていくためにも、在宅診療を利用しながら、短期

人を助けるという短期的なヘルスケアプランは有効ではなく、

入院で有効的な治療・ケアを行うことを包括的に考えること

ヘルスケアシステムの考え方が徐々に変わろうとしています。

が、今後の医療には大事なことのように思います。

「スーマアクロンシティー病院」
での講義

左から辻本科長（心理臨床科）、田村看護部長、
細山田看護副部長
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「マルコム・ポールドリッジ賞」
を受賞した
ヒルカントリー記念病院

くじらグループ
くじらグループ内

2

サ ー クル 紹 介

0 1 5 年 忘 年 会

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ラジック

皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。

（ソフトボール）

Ｂ最５
棟優Ｓ
が秀活
受賞動
賞は
！

1.名前の由来
「くじら」の逆さで「ラジック」
2.活動内容
八代・松柏中学校グラウンドで月に数
回。2部リーグ制で凌ぎを削ってい
ます。年2回の決起集会では焼き肉
を食べて力を蓄えます。
3.メンバー
真網代くじらリハビリテーション病院
のスタッフを中心に、その他各施設か
ら総勢22名が参加しています。ビギ
ナー歓迎！
【入部希望連絡先】真網代
リハ課
（担当：塩崎）

9. 27／10

職 員 旅 行 へ 行 き ま し た。

山梨

いっぱい食べるぞー！
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ひと・もの・こと

20

編集後記に代えて、
八幡浜のローカルな情報をお伝えします。

2 01

10kg以上のダイエット成功者がいま
す！女子マネージャーが2人います！
！
（メンバーにセラピストが多いので、普
段のトレーニングのアドバイスもでき
ます。）

5.

.18

4.アピールポイント

沖縄

ハートみかん

世界文化遺産姫路城をバックに

八幡浜市でみかん栽培が始まり約130年。
「三つの太陽（空＋海＋石垣の照り返し）」
で育つ、自慢のみかんです。3年前から若
手後継者を中心に生産が始まった「ハート
みかん」には、手に取る人に笑顔になって
もらいたいという願いが込められています。

くじらグループ広報誌

高さ300mの
あべのハルカス展望台

神戸三宮でステーキランチ

首里城守礼門にて

沖縄ワールドにてゴールデン マリンスポーツも満喫できました
パイソンに巻かれて

くじらグループのfacebookで、その他のイベント記事随時更新中
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