
医療法人和同会 
〒731-5152 広島県広島市佐伯区五日市町下河内188-6 
 http://www.gh.wadoukai.jp 

○自動車 
西広島バイパス木舟交差点・波出石交差点から、 
県道41号五日市・筒賀線を北に約１０分 
※駐車場をご利用ください 
 

○バス 
JR五日市駅（北口）より広電バス湯来線（藤の木団地行 
・湯来ロッジ行）乗車、河内下城バス停より徒歩５分 

交通アクセス 
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○広島グリーンヒル病院 
 TEL 082-929-1110  FAX 082-927-2225 
 

○介護老人保健施設 五日市幸楽苑 
 TEL 082-927-2511  FAX 082-927-2225 
 

○五日市幸楽苑 通所リハビリテーション 
 TEL 082-927-1611  FAX 082-927-2225 
 

○訪問看護ステーション ハローナース五日市 
 TEL 082-927-0700  FAX 082-929-1114 
 

○訪問介護事業所  グリーンヒル・ヘルパーステーション 
 TEL 082-929-5007  FAX 082-929-5007 
 

○定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所 
 グリーンヒル・ヘルパーステーション24 
 TEL 082-929-5007  FAX 082-929-5007 
 

○認知症対応型共同生活介護 グループホーム五日市 
 TEL 082-927-2511  FAX 082-927-2225 
 

○居宅介護支援事業所 なごみ 
 TEL 082-929-0753  FAX 082-927-2229 

第27号 
平成29年4月   

■ご挨拶  

 今年1月にアメリカではトランプ大統領が就任し、予測されてい

たとはいえ、激情的・衝撃的な発言に世界中が翻弄され、隣国の

韓国では大統領が罷免され、これからの日韓関係も闇に包まれ

たままであり、また北朝鮮では狂気ともいえるミサイル開発や核実

験、異母兄のマレーシアでの殺害など、ヨーロッパ各地でのテロ事

件や紛争など、世界中混沌としていますが、季節は着実に移ろい、

4月になると野山は色づき、今年も見事な桜の花を愛でることが

できました。 

 この春には五日市和同会では14名の新入職員を迎えて新年

度が始まりました。新人研修も終え、それぞれの職場に配置され 

広島グリーンヒル病院 

院長 稲水 惇 

たところです。宮本武蔵の「我以外皆師なり」の言葉のごとく、常

に学ぶ気持ちを持ち続け、それぞれ医療人のプロに成長される

ことを祈っています。今年度の和同会の目標の一つに職場環

境の改善に取り込むことがあげられています。五日市和同会で

も、患者、家族、利用者の皆様にとってより快適な病院、施設

であり、職員にとって快適に仕事のできる職場作りに取り組んで

いきます。 

 さて地域包括ケアシステムの構築に向けて、平成30年度に

は診療報酬と介護報酬の同時改定に加えて、第7次医療計画、

第7期介護保険事業計画、介護療養病床の廃止と「介護医療

院」の創設など、社会保障制度改革の節目となる施策が次か

ら次へとスタートします。この様々な施策が重なる様は「惑星直

列」と呼ばれています。この「惑星直列」に対して今年は重要な

年であり、それぞれの動向を見極め、それぞれに対応したいと

心新たにしています。皆様方のご協力・ご支援をよろしくお願い

いたします。 
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-五日市和同会- 

■平成29年度の抱負 

 地域包括ケアの構築が叫ばれているが、来年度の診療報酬・

介護報酬の同時改定に加え、第７次医療計画や第７期介護保

険事業（支援）計画、さらには介護療養病床の廃止と介護医療

院の創設など多くのものが同時に改定されスタートすることを「惑

星直列」と厚生労働省の鈴木康裕保険局長が表現し、多くの医

療関係者がその対応に苦慮しているところである。当然、その前

年度の本年度こそが重要であることは言うまでもない。本年度に

策定作業は終わり2018年４月より、淡々と進められていく。特に

新類型「介護医療院」については地域に与える影響は大きいと思

う。それは「医療機関」に「住まい」の機能を加えるからであり、い

ろいろなところでも言われているように医療から介護に関しすべて 

五日市幸楽苑 

施設長 茗荷 浩志 

のことが自院で完結してしまうことも意味する。この転換が進め

ば、病院から施設への紹介が減り、有料老人ホーム、サ高住、

特別養護老人ホームなどの地域の介護事業者との競合が生

まれてしまうと考える。地域包括ケアシステムとは何だったのか

もう一度考え直してみなければならないと感じている。 

 地域包括ケアシステム構築のために我々五日市幸楽苑は何

をすべきかを考えると、やはり「看取り」機能だと思っている。現

在は職員体制の関係から困難であるが、本年度はこの点に注

視して取り組んでいきたいと思案している。また、地域ケアマネ

ジメント会議も始まる。多くの関係職種の人材を派遣して、老健

の理念と役割を守っていきたい。 

 3月初旬から全8回毎週水曜日、下城地区介護予防拠点の立ち上げ支援に関わらせて頂きました。現在、日本各地で健康寿命

を延ばす為、各分野で様々な取り組みが成されています。介護予防の目的は、筋力運動を行い、体力・生活機能の向上を図り、地

域の行事や活発な生活を促し、要介護状態の発生をできる限り防ぐことにあります。 

 下城地区においては筋力運動とリズム体操を中心に楽しい通いの場作りが出来るよう、地域の皆さんと地域包括、五日市あかり

園、当院のスタッフが協働し、安全で、楽しく、効果が得られる運動を考えました。地域の繋がりが深く、和やかな雰囲気で始めるこ

とが出来ました。 

 当初は専門職という立場上、指導者というイメージが抜け辛かったものの、回を重ねるにつれ参加者ご自身が筋力運動に使用す

る重りを工夫して持参されるなど、徐々にこの活動に対する考え方に変化が見られました。地域の皆さんが主体的に運動を継続し

て頂ける様、動機付けを行うことが、この活動を支援する立場として最も重要であり、難しいところだと感じることが出来ました。 

 下城地区のこの通いの場は、参加者の皆さんが話し合いをされ、地域の皆さんが主体となり週1回継続して取り組まれます。 

 このような素敵な場が、各地域に拡がる様これからも地域の皆さんとの関わりや取り組みが重要だと感じています。 

                                                     広島グリーンヒル病院 リハビリテーション科 

介護予防拠点事業 下城地区立ち上げに参加させて頂きました！ 

 春、恒例のさくら祭りを今年も開催することが出来ました。患者さんも、その家族も、みんなが笑顔で楽しく過す事が出来る時間の

提供ができれば良いとレクリエーション委員全員が一丸となって取り組んでいます。準備は色々と苦労することもありますが、手拍子

を打ってくれたり、一緒に歌をうたってくれている患者さん方を目の当たりにすると、全て吹き飛んでしまいます。 

 今年は４月からの新入職者の協力もあり、フレッシュな自己紹介で一層祭りを盛り上げてくれました。ボランティアさんによる「銭太

鼓」も軽快なリズムと話術に合わせて、患者さんがとても楽しそうに参加されていました。その様子を見て自然と私たちも笑顔になり、

家族の方も「こんなに話ができるの」「こんな笑顔見たことない」と、驚いておられました。最後に花笠音頭。患者さんを輪の中心に職

員と一緒に踊りました。各病棟で色とりどりの花笠を用意してもらい、患者さんに被ってもらいました。花笠のお花畑の中で素適な笑

顔がはじけていました。 

 病院の中という決められた空間と時間の経過の中で、少しでも季節を感じ、楽しいと思ってもらえていればいいなと願っています。 

たった１時間程度ではありますが、今後も患者さんの活性と笑顔を引き出すために頑張っていこうと思います。 

                                                                 レクリエーション委員会 

さくら祭り 開催しました！ 



  五日市和同会 
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曽禰 満江 
通所リハビリテーション 
介護職 
 

明るく、元気に、をモットーに
これから頑張りたいと思いま
す。宜しくお願い致します。 

川本 香 
老健 3階療養棟 
准看護師 
 

職場に早くなじめるように人
間関係を大切にして頑張っ
ていきたいと思います。 

松本 爽佳 
訪問看護ステーション 
事務 
 

いつも笑顔を心がけ、明るく
元気に頑張ります。宜しくお
願いします。 

松元 佳鶴 
病院 6階病棟 
看護師 
 

経験は浅いですが、患者さ
んの想いに沿った看護がで
きるよう日々成長していきた
いです。 

山本 秀明 
病院 8階病棟 
看護師 
 

初めての慢性期病棟でドキド
キしていますが、毎日笑顔で
患者さんに接していきます。 

加藤 寛之 
老健 4階療養棟 
介護福祉士 
 

今年の目標は体重を5キロ
減らす事です。力仕事はド
ンドン任せて下さい。 

森山 るり 
病院 4階病棟 
介護職 
 

皆さんの笑顔のお手伝い
が出来る様、一生懸命が
んばります。 

椎名 夏美 
老健 3階療養棟 
介護福祉士 
 

利用者様一人ひとりの想い
に寄り添える介護福祉士を
目指して日々頑張っていき

たいです。 

三上 真実 
病院 8階病棟 
看護師 
 

明るく、笑顔で、患者様に
寄り添える看護ができるよう
に、頑張ります！ 

福原 大輝 
老健 3階療養棟 
介護福祉士 
 

4月から、五日市幸楽苑3
階に配属になりました。一生
懸命働いて早くなじめるよう
に！ 

向井 竜輔 
病院 7階病棟 
准看護師 
 

4月より正看護師の資格を
取る為、学校に通いながら
の仕事になるので両立を
目指します。 

分島 さやか 
病院 5階病棟 
看護師 
 

私は笑顔で患者様に優しい
看護を提供し、多職種の方
とつながりながら頑張ります。 

社会福祉法人制度改正に伴う体制づくり 
 

 「医療・保健・福祉の連携」と言われて何年も経ちますが、五日市和同会の福祉の部分(厳密に言えば社会福

祉法人広島博愛会)を主に担っている特別養護老人ホーム五日市あかり園です。我々は医療法人ではなく、社

会福祉法人という法人格で、社会福祉事業を行なうことを目的としている民間団体の1つです。尚、社会福祉事

業の中でも、特別養護老人ホーム(第1種社会福祉事業)は国や地方自治体及び社会福祉法人以外の法人が

事業を行なうことは認められておらず、人権擁護や生活の保護という点ではきわめて重要な事業です。その社会

福祉法人がこの度施行される改正社会福祉法にて制度設計を大きく変更することを余儀なくされます。そこでは、

社会福祉法人に対する社会の要請として社会福祉法人の社会的責務が明示され、社会福祉法人のガバナン

スの強化及び透明性の確保と説明責任が挙げられています。従来の構造を変える一大改革により、当施設も事

業運営の透明性向上や財務規律の強化等、より充実した福祉サービスの提供へ向けての変革が求められる様

になります。又、最近の社会福祉法人は事業運営が不透明、税制優遇の恩恵を受けて利益をため込んでいると

いった批判もあります。改正法は社会福祉法人に数々の経営改革を促しており、事業の透明性向上を目的に財

務諸表等の公表を求めています。内部留保についても改正法では余裕財産があると判定された場合は社会福

祉法人充実計画という新たな事業等の計画を策定・実行しなければなりません。当施設の内部留保とされるも

のは、施設の建て替えや整備の費用など、事業継続の為の必要な資金です。企業会計とは基準が違うので収

支計算書等をみると一見、資金が余っている様に見えます。職員からは余剰金は給与等の待遇改善に充てる

べきではとの声も上がりますが、内部留保は制度で用途が決められており、企業の利益の様に法人の自由裁量

が認められていません。社会福祉法人は一般企業と異なり生産性や収益性を求める事業体ではなく、地域福

祉の担い手として安定的した運営を続けることが求められており、内部留保もこの様な目的で使用されるもので

す。何れにしても、自立した施設としてコンプライアンスやリスク管理、組織や業務に関する手続き等、内部管理

体制の構築を行い、法人の経営課題を具体的に実現していくことによって、社会からの要請に対応できる様に努

めてまいります。 

特別養護老人ホーム五日市あかり園 定員30名 
 

基本的には要介護3~5の方が対象､1･2の方も条件によって
は入居可。個室及び二人部屋の入居施設。併設で短期入所
定員5名有り 自己負担額(月額)300~140,000円程度 

特別養護老人ホーム五日市あかり園(ユニット型) 定員20名  
 

基本的には要介護3～5の方が対象、1・2の方も条件によっては
入居可。全室個室の入居施設。 

自己負担額(月額)40,000~140,000程度 

軽費老人ホーム(ｹｱﾊｳｽ)五日市グリーンヒルホーム  
 

定員50名 自立～要介護1・2程度で自分で自身の事が 
概ね出来る方が対象 全室個室で本人自己管理の入居施設 
自己負担額(月額)65,000~140,000円 

あかり園デイサービス 定員25名 
 

要支援1･2 要介護1~5の方が対象の日帰りの通所施設。 

自己負担額(日額)650~1,300円程度 

あかり園居宅介護支援事業所  
 

支援事業･要支援1･2要介護1~5の方が対象在宅介護の窓口 

五日市和同会に併設する社会福祉法人広島博愛会の各事業 

※各施設の料金は、各種保険、年金、軽減処置制度等を利用した場合も含まれています。 

髙橋 晃司 

（園長） 

近隣事業所紹介 
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 この度、平成29年3月1日より定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 グリーンヒル・ヘルパース

テーション24を開設しました。昨年11月に開設した訪問介護の職員と兼務の形になります。 

 その定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス（以下、定期巡回サービス）は利用者が要介護状態

にあっても住み慣れた地域、住居で過ごしていけるよう24時間の訪問介護、訪問看護サービスを提供する

ものです。 

 定期巡回サービスには24時間の定期的な訪問介護と必要に応じて提供する訪問看護、自宅に設置す

る通報装置など、利用者が自宅で過ごされる中で必要なサービスが多く盛り込まれおり、地域の利用者の

自宅での生活を支援させていただきたいと思っています。 

 詳しい内容や料金など、お問い合わせがあれば事業所まで 

お電話ください。今後も皆様のご指導よろしくお願いいたします。 

髙原 亮介 

（管理者） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 開設しました!! 

 

問い合わせ（直通電話） 

082-929-5007 


