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陽光館は“介護老人保健施設”です
高齢者を対象とした介護施設がここ数年増えていますが、施設の種類もいろいろ登場し、入所施
設を探しているご家族からは「分かりにくい」
「違いがよく分からない」という声をよく耳にします。
そこで今回、各介護施設の機能や特徴についてご紹介します。
介護
施
設
各施設の目的及び入所対象者
保険

１．介護老人保健施設
（陽光館）

65 歳以上の要介護認定者が対象。病院に入院して治療をす
る必要はないが、介護を必要とするお年寄りに対し、自立し
た日常生活を営むことが出来るよう、機能維持、日常生活動
作等のリハビリを行いながら、在宅生活復帰をめざす施設。
適応
医師、看護師、介護士、理学療法士、管理栄養士、支援相談員、
介護支援専門員（ケアマネージャー）など多分野の専門スタ
ッフが常駐。

２．介護老人福祉施設

65 歳以上の高齢者で、要介護度 3～5 に認定された方を対象
とした入所施設。特別養護老人ホームとも呼ばれている。重
度の要介護認定者の優先順位が高い。

適応

３．介護療養型医療施設

65 歳以上の要介護認定者で、病状が安定し、継続的に医療
サービスを受けながら長期療養が必要な方が入所する施設。

適応

４．認知症老人共同生活介護
（グループホーム）

65 歳以上の要介護者で認知症によって自立した生活が困難
な方が、家庭的な環境の中でスタッフとともに生活する施設。
適応
５～９人を１ユニットとし、施設所在地と同じ市区町村にお
住まいの方が対象となる地域密着型サービス施設。

５．養護老人ホーム

65 歳以上で、心身上の障害及び低所得などの経済的理由か
ら家庭での養護が困難と認められた方を対象とした入所型老
適応外
人福祉施設です。入所相談は直接施設ではなく、市町村が窓
口となる。

６．経費老人ホーム
（ケアハウス）

自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、高齢のため
独立して生活するには不安があり、家族による援助を受ける 適応外
のが困難な 60 歳以上の人が対象。
健康型

７．有料老人ホーム

介護不要の自立生活者だけを入居対象としたホーム。
適応外
介護が必要となった場合には退去となる。

自立されている方、介護が必要な人も対象とした
ホーム。ホーム自らは介護サービスの提供は行わ
住宅型 ない。自宅で居宅サービスを利用するのと同じよ 適応外
うに、入居者が外部の介護事業者と別途契約をし
て在宅サービスを受けることができる。
介護不要者と要介護者の方が同居する最も一般的
介護付 な形態で、ホームスタッフにより、介護を含む日 適応外
常生活全般の支援を行う。

８．サービス付
高齢者向け住宅

高齢者を対象とした集合住宅で、公営のケア付住宅から民間
の高齢者住宅まで様々なタイプがある。介護施設ではないので、 適応外
要介護状態となった場合は在宅サービスを利用する。

９．老人短期入所施設

併設型と単独型がある。介護者の疾病や冠婚葬祭、旅行など
の理由で自宅での介護が一時的に困難となった方を短期間入
所 ( ショートステイ ) させる施設。介護保険施設などの併設
型が多く、単独型は少ない。
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適応

高齢者の心の安定をはかる回想法
認知症の高齢者は、すぐ前の出来事を忘れてしまっていても過去のことは覚えています。アメリ
カの精神科医によって創始された心理療法の一つである回想法は、主に高齢者を対象とし、人生の
思い出や歴史の記憶を引き出し、受容・共感しながら聞くことで高齢者の精神的な安定をはかられ
る療法です。
高齢者が過去のことを語るのは自然なことであり、回想を通して過去を現在に活かしているのです。
高齢者の歴史や体験、こだわり、習慣をより深く理解し、日常の援助に行かしていく事が大事だと
考えます。回想法の効果と行う際のテーマは以下のようなものがあります。ぜひ機会がある時に回
想法を実践してみて下さい。
回想法の効果
個人、個人内面への効果
・脳の活性化
・不安感の軽減
・周囲への関心の高まり
・自分の居場所を感じることができる
・行動障害の軽減等

社会的、対人関係的、対外的世界への効果
・対人関係の進展を促す
・世代間交流を促す
・人の話を理解しようとする優しさが育まれる
・生活を活性化し、楽しみを作る

認知症を有する高齢者への効果

職員の変化及び家族への効果

・情動機能の回復
・発言回数の増加
・表情などの非言語的表現の豊かさの増加
・社会的交流の促進
・集中力の増大
・意欲の向上

・高齢者の個性、歴史、背景への理解を深め、か
けがえのない存在として尊敬の念を抱かせるよ
うになる
・その人の人格を認め、尊重する気持ちにさせる
など心理的配慮も豊かになる
・職員や家族より質の高いケアへの意欲につながる

回想法を行う場合のテーマの具体例
●時系列によるもの
・小さい頃住んでた家（写真） ・小さい頃の遊び
・学校の思い出 ・季節行事で心に残る事など
●道具を用いたもの（写真を含む）
・お手玉、おはじき、
・洗濯板、たらい（昭和の家電の写真）
・昔使っていた化粧品
・好きだった洋服
●歴史的な流れに添ったもの
・子供のころ歌った文部省唱歌
・太平洋戦争の思い出
・テレビを初めて見た時
・皇太子（現在の天皇）
・美智子様のご結婚
・東京オリンピック等
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・小学校時代のお手伝い

にんじん麺うま～い！！具志川東中学校で給食デビュー！
今年２月、うるま市の商品開発セミナーを通じて地元企業がコ
ラボし、開発した「にんじん麺」が、具志川東中学校（うるま市）
にて初めて給食の食材として採用されました。津堅にんじんとい
う特産品と、ソウルフードである沖縄そばがマッチングして出来
上がったにんじん麺。給食に使用してもらえないか、栄養士の方々
と昨年末から話し合いを重ね、子どもたちの安全を守るための厳
しい工場審査などを経て、「にんじん麺の焼きそば」が完成しまし
た。念願かなった給食デビューでした。
実際の給食風景では生徒たちが口々に「にんじんのせいで少し甘い感じ」「キャロットアイランドって呼ば
れているとこ？」と関心を寄せていました。食育にも力を入れている同校の上江洲たかし校長は「津堅にんじ
んは、うるま市の特産品。地域のものを活かした食材が献立に使用されれば、子どもたちにも良い刺激を与える。
地元高校生が考案したオクラ麺など、これまでにも食育を意識した素材選びで、給食センターのスタッフが尽
力してきた。第一次産業から第三次産業までを総称して、六次産業と呼ばれている。子どもたちが六次産業に
興味を持って参画できるように育てたい。」と話されています。
農家、工場、市、調理師、学校が連なって実現した今回のにんじん麺デビュー。給食を単に「バランスのよ
い食事の場」にとどめず、地元の産業やそこに関わる人々の想いを伝える手段、自分たちが住む地域への愛着
形成の一方法としての可能性を見いだせたのではないでしょうか。今後もうるまの持ち味、特色を生かす道を
模索しつつ地域振興に少しでも貢献していければと思います。

「人の命をつなぐ」CPR 訓練
CPR とは Cardio Pulmonary Resuscitation の略で「心肺蘇生法」のことをいいます。CPR は
特殊な器具や医療品を用いずに行う BLS（ブレス）「一次救命処置」と、医師や看護師、救命救急士
による蘇生処置を行う ACLS「二次救命処置」の２つに分けることができます。
当院の看護部では CPR 訓練を定期的に行っています。去った２月１０日、“看護師以外の他職種”
を対象に BLS「一次救命処置」訓練を行いました。
今回の訓練では、第一発見者は何をすればいいのか、助けを求められたらどう動けばいいのかを
考えてもらい、人形を相手にシミュレーション形式で行いました。当日は事務職や施設職員が多く
参加しました。最初は大きな声で助けを呼ぶことに躊躇したり、慣れないＡＥＤで戸惑う姿も見ら
れましたが、指導役の医師・看護師からその都度アドバイスを受け『応援を呼ぶ・絶え間ない心臓
マッサージ・救急車の手配』というポイントを、身を持って学ぶ時間となったようです。
参加した職員からは「実際にやってみたら大変だったけど、
少し自信がついた」「ＡＥＤを扱えるか不安だった、やって良か
った」等の声が聞かれました。緊急事態は起こらないことが一
番ですが、職種に関係なく医療現場に携わる人間として今後も
定期的な訓練を行い、「人の命をつなぐ」ことに努めていきたい
と考えています。

4

精神科の窓

情報クローズアップ

クロザリルについて
今回は、クロザリルというお薬について紹介させて頂きます。クロザリルは、従来の薬
物治療で十分な改善が認められなかった難治性の統合失調症に効果が期待できるお薬です。
医局 宮城 則孝
陽性症状 ( 幻聴、被害妄想など ) と、陰性症状 ( 引きこもり交流をしなくなる、身の回りのこ
とができなくなるなど ) の両方の改善が期待でき、手の震えや筋肉のこわばり、よだれ等の通常の統合失調症
の治療薬に出現しやすい副作用も少ないと言われています。複数の薬を服用している方は、クロザリルの治療
を始めることによって薬の種類を減らすことができることもあります。
海外では、100 ヵ国近い国で使用されていますが、副作用の問題で日本国内での使用が難しい状況が続いて
いました。現在では、一定の条件で使用できるようになりました。全ての病院で使用できるわけでなく、定期
的な血液検査や重篤な副作用が発生した時に対応ができるよう、連携システムに登録した病院のみで使用可能
となっております。
クロザリル治療を開始するには、下記のような条件を満たす必要があります。
１）これまで、他の複数の薬剤で十分な改善が認められなかった
２）禁忌に該当する合併症がない
３）血液検査値が基準を満たしている
４）文書で本人の同意が取れる
５）定期的な検査が可能である
またクロザリルの副作用としては下記のことがあげられます。

①白血球減少、無顆粒球減少症
 血球の一種である顆粒球が急激に減少するという副作用が起こる可能性があります。急激に減少すると、
白
感染症を起こしやすくなります。

②高血糖、糖尿病
 たに糖尿病を発症したり、元々ある糖尿病を悪化させたりするおそれがあります。糖尿病と診断されて
新
いる方は、担当医師に十分に相談することが必要です。
クロザリル服用中に上記のような副作用を生じた場合は、重篤化するリスクがあります。クロザリルを処方
している全ての医療機関は、クロザリル患者モニタリングサービス ( ＣＰＭＳ ) というシステムに登録してい
ます。ＣＰＭＳでは、検査が規定通り行われているかを確認し、重篤な副作用を早期発見する目的があります。
氏名や住所などの個人を特定できる情報は収集しません。安全性を検討するために、治療を行っている医療機
関以外の医療関係者が、検査データを使用・閲覧することがありますが、情報の管理に十分な注意を払ってい
ます。
クロザリルは、必ず入院治療から開始することになっているため、外来通院で開始することはできません。
クロザリルの内服を開始して 18 週間は原則として入院治療を継続する必要があり、治療中は定期的な検査が
義務付けられています。検査結果によっては、投与を中止することがあります。無顆粒球症や高血糖などが、
万が一起こったとしても、早期に対応できる体制が整えられています。他の内科医療機関と連携しているため、
迅速な治療が可能となっています。
入院期間中に、担当医師がクロザリルの治療効果や安全性を認め、通院治療が可能と判断した場合は退院と
なります。外来通院に切り替えた場合は、症状や服薬状況を確認できる人と同居する必要があります。
当院もＣＰＭＳに登録しており外来での処方が可能ですが、開始する際には、指定された病院に入院する必
要があります。クロザリルは、定期的な検査や治療の適格性が定められており、細かな条件の元での服用とな
りますが、これまでの薬物療法で効果が不十分であった方も、改善を期待できる薬だと思われます。
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作業療法便り Vol.4
スポーツで起こる危険（転倒編）
暖かくなって身体を動かしやすい季節になってきました。今回は、作業療法で行うスポーツで起こる危険に
ついて触れてみたいと思います。
スポーツは『勝ち負けがはっきりする』という特徴があります。それは私が想像する以上に
患者さんの感情を揺さぶるようで、普段物静かで感情を表に出さない方も、大きな声を出した
り思い切り走ったりします。「えっ！この方ってこんなに一生懸命プレーするんだ！？」と何
新里 将悟

度も驚かされました。

病院のリハビリ（作業療法）でスポーツを取り入れる時、避けられない問題があります。それは、『転倒しやすい』
という事。入院されている方は、いわゆる“身体がなまった”状態の人がほとんどです。長期の入院に加え、
運動不足、加えて加齢も大きな原因となります。そういった方が急に一生懸命走ると、昔は筋力があり問題なかっ
たはずが．．．。“おっとっと”と前のめりになり、バランスが取れず、自分のイメージする動きに身体がついて
いけなくなって転倒となります（＞＜ ;）
以下に、平和病院のスポーツ班に参加されている患者さんの傾向をまとめてみました。

★２０～３０歳
体力の低下はほとんどない。転倒してもバランスがいいので受身が取れる。そのため転んでもあまり怪我を
しない。

★３０～５０歳
比較的筋力が保たれているため、自分の限界値が下がっていることに気づけず２０代の頃のように動こうと
して無理をしがち。走っていて転んでしまうと、筋力が保たれている分、大きな怪我を負う可能性が一番高い
（運動会に出たお父さんが怪我するみたいな感じ）
。普段、歩いている時は問題がないので、いざ運動をする時
に転倒を予見して防ぐことが非常に難しい世代。

★５０～６５歳
自分の体力を受け入れ始める。受身を取れる範囲で運動し、無理をしようとしない。仮に無理をしようとし
ても無理できない・・・。年齢を重ねたことで性格も穏かになり、怪我をしにくい世代。

★６５歳以上
能力の個人差が大きい。認知面の問題で受身が取れない方や手足の震えが目立つようになる方も少なくない。
プレーによってはマンツーマンで対応するなど、確実にリスクを管理する必要が出てくる。この年代が転倒し
てしまうと．．．。一度骨折すると、回復力が低いのでそのまま寝たきりなど、急激な生活水準の低下に繋がる
恐れがものすごく高い。
※例外的に４０～５０歳の体力に匹敵する、いわゆる「スーパーおじいちゃん」みたいな方もいる。８０才
ぐらいで那覇マラソン完走しちゃうような方！
もしかすると、うちあたいする方もいたのではないでしょうか？
一生懸命走るからこそ、転ぶと大きい怪我をする可能性がとても高くなってしまいます。そうなると楽しかっ
たはずのスポーツが台無し。かといって手を抜いてするスポーツは楽しくない．．．。 私たち作業療法士は、い
つもこのジレンマを抱えながらスポーツを提供しています。本当に難しい問題だと感じます。春を向かえ、新
しいことに挑戦する季節。安全第一で怪我のないよう過ごしていきたいと思います。
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この春の
沖縄リハビリテーション福祉学院にて講義

去った３月１６日、沖縄リハビリテーション福祉学院に

て作業療法学科の学生約２０名を対象に講義を行いました。
『臨床における精神科作業療法と、実習を迎えるにあたっ
て』をテーマに、教科書だけではイメージしづらい精神科の
作業療法やリハビリテーションの紹介やこれから臨床実習を迎える学生に対し
てのアドバイスも含め 90 分間の講義でした。最初は緊張気味だった学生達も、
当院のリハビリ施設の写真を紹介した際には目がキラキラと輝いていました。
彼等がプロの作業療法士として巣立つ日が今から楽しみです。
作業療法課

比嘉創

クリニックと病診連携について意見交換

３月７日
（土）心療内科クリニックと
の病診連携をスムーズに図るため、沖
縄市泡瀬にある「レストラン・キーウエ
スト」で意見交換会を開催。この会は
今年で９回目を迎え、山本クリニック
（浦添市）
、なおまさクリニック
（沖縄市）
、
初参加の高原こころクリニック（沖縄
市）
、とくだ診療内科
（うるま市）
の医師、
スタッフが参加。
「当院への紹介患者
の動向」について精神保健福祉士の高
屋幸佑さんが統計報告。医局からは山
口洋介医師による、復職支援につなげ
るまでデイケアを活用した症例、島袋
哲英医師からはクリニックからタイム
リーな紹介により軽快退院された症例
をそれぞれ紹介。引き続き意見交換が
行われ病診連
携の必要性を確
認し合いました。

沖縄県より施設見学

去った 1 月 30 日（金）に、「精
神障害福祉の現状の視察を行い、
今後の障害福祉行政に活かし
ていきたい」と沖縄県子ども生
活福祉部より依頼があり、部
長を含め県職員７名が施設見
学に訪れました。見学後には「現
状と課題」について意見交換が
行われ大変有意義な時間とな
りました。

家族説明会開催

あおば邸 春のお茶会

平 成２７年３月２８日、
第７回「あ お ば 邸 春 の お 茶
会」を開催。地域から２名、
ご家族 9 名が参加しました。
三味線ボランティア「島椿」
のみなさまが会を盛り上げ
てくださり、またスクリー
ン上映を行い出席したみな
さまにあおば邸の一年間の
活動を紹介することができ
ました。

ついに！東京マルシェに
「にんじん麺」出品★

去 っ た３月１４日、陽 光 館
にて「介護報酬改定説明会」を
開催しました。急な開催にも
関わらず多くのご家族に出席
して頂きました。今回は、介
護報酬改定の他に「生活棟改修
工事」、「利用料口座振替サー
ビス利用」についての説明も行
い、今後も質の高いサービス
の提供を目指していくことを
お約束させていただきました。

にんじん麺、故郷に錦を飾る！

平敷屋港
からフェリー
で 30 分 の 旅
を 終 え、に
ん じ ん 麺 40
食が津堅島
に凱旋！
島で生ま
れ育ったに
んじんが「にんじん麺のちゃんぷるー」と姿を変えて、
島の学校給食になりました！今後も活躍の場を広
げるべく精進していきます★

六本木ヒルズ近くの
マルシェ（市場）にて、
「沖縄郷土の食材を！」
との号令の下、津堅島
のにんじんを使用した
にんじん麺にも白羽の
矢が立ち、出品が決定。
沖縄わらびや雲南百薬（うんなんひゃくやく）など
の沖縄県産品とともに、初の県外出荷を果たすこ
とができました！
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精 神 科・心 療 内 科・内 科
病床数：212床（内 指定病床17床）
□ 急性期治療病棟

□ 精神療養病棟

□ 精神科訪問看護

□ 精神科デイ・ケア

受付/午前８:30～11：00 午後１:00～3:00

日・祝祭日は休診（木曜は新患受付行っておりません。）

電話：098-973- 2000

住所：うるま市字上江洲665番地

介 護 老 人 保 健 施 設

No.72 April 2015

入所定員：140床（認知症専門棟40床）
□ 介護老人保健施設陽光館入所 □ デイケアセンター陽光館 □ ホームヘルプサービスセンター陽光館
□ 居宅介護支援事業所陽光館 □ 短期入所療養施設陽光館
□ 認知症グループホームあおば邸 □ 高齢者相談センター具志川ひがし

受付/午前８:30～12：00 午後１:00～5:00 木・日・祝祭日は休館
電話：098 -９７４-４０００ 住所：うるま市字上江洲661番地

発行日：平成 27 年 4 月 28 日 発行所：〒 904 － 2222 うるま市上江洲 665 番地
TEL098（973）2000 FAX098（974）5169

精神障害者社会復帰施設
□ 一葉邸・二葉邸（外部サービス利用型共同生活援助）
□自立訓練事業所しせいかい（宿泊型自立訓練・生活訓練）
□就労訓練工場しせいかい（多機能型）
（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型）

各施設へのアクセス

うるま
警察署
●
県営松原団地●
ニュー三和●

県道10号線

●機動隊
●うるま市
消防本部

★
★

平和病院

陽光館

★

精神障害者
社会復帰施設
うるま市芸術劇場●

●天狗
県道224号線
◀石川方面

平良川交差点

沖縄市方面→
県道75号線

編 集 後 記

発行責任者：理事長 小渡敬
編
集：志誠会広報誌編集委員会

最近では多くの商業施設や公共施設でＡＥＤ
が設置されているのを見かけます。当院でも多
くの方が利用する外来で、万が一の事態に備え
たいという思いからＡＥＤを増設しました。今
回掲載した記事『
「人の命をつなぐ」ＣＰＲ訓
練』ではＡＥＤを使用し訓練する様子をご紹介
しています。一人でも多くの職員が救命活動に
協力できるよう取り組んでいきたいと思ってい
ます。
山本 久美子
●ご意見・ご感想は右記までお寄せ下さい。ホームページアドレス http://www5.ocn.ne.jp/̃heiwahsp/

