
広島医療生協では、介護現場で働く皆さんは、2年に 1

回以上、心肺蘇生等の緊急時対応研修を受講するよう定

めています。今年度も、看護部の協力を得て研修会を開

催し、82名の参加がありました（昼の部・夜の部の 2回開

催）。受講した多くの方から、「もっと学びの機会が欲しい」

「繰り返し学ぶ必要がある」と感想が寄せられており、2019

年度以降は実施回数など改善したいと思います。 

 

～やはり定期的に学ぶ必要があるね！～ 

広島医療生協介護職員必須研修 

「緊急時の判断と対応を学ぼう」 
2019年 2月 5日 介護職員 82名の参加で開催 

 

 

■研修の様子■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇この研修の魅力Ⅰ～講師（広島共立病院看護師）とひざを突き合わせて語り・学べる～ 
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〇最初に、参加前ｱﾝｹｰﾄ結果の説明と、心肺

蘇生等に関する学習を行いました。ｱﾝｹｰﾄで

は、前回の研修以降に、緊急対応が必要な場

面に出会った方は多くはありませんでしたが、ｼ

ｮｰﾄｽﾃｲやﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ等で、

立ち会ったことがある方が数名いました。 

〇その後、各ｸﾞﾙｰﾌﾟで心肺蘇生や実際に AED

（ﾃﾞﾓ機）に触れ、操作方法を全員で学びまし

た。AED 操作は、初めての人が多く、音声ｶﾞｲ

ﾀﾞﾝｽを聞きながら実際に操作することで学び

を深めることができました。 

〇講師（広島共立病院看護師）と、素朴な

疑問、現場の事例等、気軽に話し合うことが

でき、学びが深まりました。 



〇この研修の魅力Ⅱ～事例演習で、みんなで事例検討し学べる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【皆さんの感想】胸骨圧迫が、あんなに大変だと思っていなかったので良い経験になった／繰り返し学ぶことが大切

だと思う。その事が緊急時に冷静に対応できる自信につながる／事例演習が大変勉強になった／利用者宅の近く

で AEDのある場所を確認しておく必要がある 

 

 純ちゃんの部屋㊱ 

 寒い時期は麺類が一番！？ 

 介護事業統括部長 山本純司 

2/2（土）に当法人では初となる

介護職責者などを対象とした

「2019 年度予算づくり検討研修会」

を、全日本民医連より松田事務局

次長を講師に招き、24 名の参加

で開催しました。松田先生からは、

当法人が出来ていない痛い所を

的確に指摘を受けるなどし、この研

修を通じて介護職責者の経営（予

算）に対する意識が変わったように

感じました。2019年度は必ず経営

改善し、全介護事業所が予算を

達成する事を目指します。前半に

山本から介護事業の経営状況に

ついて報告した際には、美味しそう

なﾗｰﾒﾝの写真を見せましたが、時

間の関係で説明が出来なかった

為、2 月号はﾗｰﾒﾝなど麺類につい

て熱く語りたいと思います。研修会

で使用したﾗｰﾒﾝ写真は、県生協

連の企画で 11月に福島県 きらり

健康生協などを視察した際に、福

地専務に連れて行って頂いた伊

藤商店の「朝ﾗｰ」の写真でした。朝

7：00 に開店するのですが、海鮮

系のﾀﾞｼが良く効いたあっさり系の

ﾗｰﾒﾝで、朝からでもｽﾙｯと食べら

れるとても美味しいﾗｰﾒﾝだった事

を思い出します。もちろん 8時前に

はﾎﾃﾙに戻り、ﾎﾃﾙの朝食（朝ｶﾚ

ｰなど）もちゃっかり頂きました。この

視察で体重

が激増した

事は・・・主

治医には内

緒です。 

最近悲しい出来事が 2つ続きま

した。ひとつは私の出身地である三

次市にある「うどんや」が閉店した

事です。私がまだ高校生の頃に三

次ｻﾝｸﾞﾘｰﾝの一角にｵｰﾌﾟﾝした「う

どんや」は、食べ盛りの若い私の胃

袋を満たしてくれました。最近では

店舗を構えｾﾙﾌ営業をしていまし

たが、麺が 1.5 倍でも 2 倍でも料

金が変わらなかったのが嬉しかっ

たです。昆布の良く効いた優しいﾀﾞ

ｼと、柔らかめなのにｺｼのある手打

ち麺が良くﾏｯﾁして、夏は少し甘め

のﾀﾞｼでさらっと食べれる冷たい

「ぶっかけうどん」、冬は大きな梅

干し入りの「こんぴらうどん」を好ん

で 食 べ

ていまし

た。盆な

ど で 里

帰りした

時や、訪問看護えのかわに用事が

あって行った時には必ず寄ってい

ましたが、現在「しばらく休業」の案

〇事例演習は 6 つの事例を各ｸﾞﾙｰﾌﾟで検討し、

実演しました。 

〇皆さんの迫真の演技の後、全体で意見交換を

行い、講師から助言がありました。 

〇2 年前に学んだはずなのに・・・という事例もあ

り、皆さんで再確認することが出来ました。 

＊緊急時には、命を救うことを念頭

に「まず！119番」を徹底しましょう 



内になっています。ﾊﾜｲでは丸亀

製麺が進出し大儲けしているそう

ですが、私にとっては 30年以上続

いた「うどんや」のうどんが一番美

味しいと思っているので、是非また

復活して欲しいです。もうひとつは、

ｲﾓﾝﾓｰﾙ祇園の対面に店を構えて

いた「ｻﾞ･ﾗｰﾒﾝ」が店ごとなくなって

いた事です。入職したての頃、労

組の青年部の集まりの後で、松尾

さんなどに連れて行ってもらった事

が「ｻﾞ･ﾗｰﾒﾝ」との出会いでした。当

時は緑井に店があり私もまだ若か

った。いつの間にか店がなくなりもう

2 度と食べられないのか？と諦め

ていましたが、数年前に祇園に店

を出している事を知りその後 10 回

ぐらい通いました。安佐南区では珍

しく行列のできるﾗｰﾒﾝ屋で、小さい

お爺さんがひとりで営業されていま

した。ﾊﾟｯと見は少し怖い感じです

が、時折見せる笑顔がとても可愛

かった事を思い出します。漬物類

は無料で、ﾗｰﾒﾝは汁がとても油ぎ

っていますが味はすごく美味しかっ

たです。特に歯ごたえ十分で噛め

ば肉の旨味がしっかり味わえる焼

き豚が、器からはみ出す程のせら

れたﾁｬｰｼｭｰ麺（900円）は最高で、

歯の悪

い 私 で

すが痛

み に耐

え な が

らでもも

う一度食べたいﾗｰﾒﾝです。大将の

調子が悪いのかと思いましたが・・

道路工事の為に閉店されたそうで

す。どこか別の場所でまた「ｻﾞ･ﾗｰﾒ

ﾝ」が食べられる事を・・・心から祈

っています。 

沼田診療所の駐車場の一角に、

住み込み式の小さなお店を出して、

看板猫とともに美味しい麺類を提

供する事が私の将来の夢なの

で・・・両大将とも一子相伝の秘密

の技術なのかもしれませんが、（ま

た食べたいと思っている人は沢山

いるはずなので）是非私に作り方を

伝授して欲しいものです。 

 

重要なお知らせ 

2019年度介護職員処遇改

善加算について 

 

各事業所にも掲示していますが、

2019 年度介護職員処遇改善手

当について下記のとおりお知らせし

ます。（2018 年度と変更はありませ

ん）＊2019年 2月 15日現在 

 

1.定期昇給の実施 

○正規職員の定期昇給 3,100 円

を平成 30 年度に引き続き実施す

る(平成 23 年度との差額 24,800

円） 

○嘱託介護福祉士、嘱託介護職

の定期昇給 500 円を平成 30 年

度に引き続き実施する（平成 23

年度との差額 4,000円） 

 

2.勤続給の支給 

○正規職員に勤続給として 1年勤

務を増すごとに 500円～6,800円

/月を毎月の給与に上乗せして支

給する（平成 23 年度との差額

500円～6,800円） 

○パート介護福祉士、パート介護

職員に勤続給として 1 年勤務を増

すごとに 290 円～3,910 円/月を

毎月の給与に上乗せして支給する

（平成 23 年度との差額 290 円～

3,910円） 

 

3.処遇改善手当の支給 

○正規職員の処遇改善手当を月

額21,000円支給する（平成23年

度との差額 21,000円） 

○嘱託介護福祉士の処遇改善手

当を月額 21,000 円支給する（平

成 23年度との差額 20,500円） 

○嘱託介護職員の処遇改善手当

を月額 18,500 円支給する（平成

23年度との差額 18,000円） 

○パート介護福祉士の 1 時間あた

り処遇改善手当を 160 円支給す

る（平成 23年度との差額 160円） 

○パート介護職員の 1 時間あたり

処遇改善手当を 130 円支給する

（平成 23年度との差額 130円） 

○パートヘルパー介護福祉士の 1

時間当たり処遇改善手当を 30 円

支給する（平成 23 年度との差額

30 円）※実際には障害者福祉分

交付金245円/時間を加えて275

円/時間を支給。（平成 23 年度と

の差額 275 円）。なお、定期昇給

分として勤続年数 1 年あたり時給

に 5 円を加算して支給する（ただし

50円を上限とする） 

○パートヘルパーの 1 時間当たり

処遇改善手当を 25 円支給する

（平成 23 年度との差額 25 円）※

実際には障害者福祉分交付金



225 円/時間を加えて 250 円/時

間を支給。（平成 23年度との差額

250円） 

○夜勤手当現行 5,100 円に処遇

改善手当として 1,400 円支給し、

合わせて 6,500 円支給する（平成

29年度との差額 1,400円） 

 

4.期末手当の支給（実績に応じ支

給） 

○正規職員に新たに期末手当

50,000円を支給する（平成 26年

度との差額 50,000円） 

○嘱託介護福祉士に新たに期末

手当 40,000 円を支給する（平成

26年度との差額 40,000円） 

○嘱託介護職員に新たに期末手

当 37,000円を支給する（平成 26

年度との差額 37,000円） 

○パート介護福祉士に新たに期末

手当 10,000 円を支給する（平成

26年度との差額 10,000円） 

○パート介護職員に新たに期末手

当 8,000 円を支給する（平成 26

年度との差額 8,000円） 

○パートヘルパー介護福祉士に新

たに期末手当 10,000円を支給す

る（平成 26 年度との差額 10,000

円）。※実際には障害者福祉交付

金期末手当 28,000 円を加えて

38,000円を支給 

○パートヘルパーに新たに期末手

当 8,000 円を支給する（平成 26

年度との差額 8,000 円）。※実際

には障害者福祉交付金期末手当

21,000円を加えて29,000を支給

する 

 

 Top message㊽ 

 共に未来を語ること 

 代表理事専務理事 斉藤孝司 

毎年、患者・

利用者 (顧

客)満足度の

継続的向上

のための基

礎資料とす

るため、医療

福祉生協連の「医療介護評価」に

取り組んでいる。その調査のひとつ

として「職員意識調査」が行われる。

職員を内部顧客ととらえ、その意

識動向を分析するものである。この

調査の結果を分析してみると、広

島医療生協の職員の育成につい

ての課題が見出される。例えば、

「生協は理念、方針、目標が明確

に示されている」、「職場目標や個

人目標が上位目標と連動している」

と考える職員は「そう思う」、「どちら

かというとそう思う」合計で、8 割以

上だが、「生協の仕事にやりがいを

感じる」、「医療福祉生協の職員で

あることに誇りに思う」は 6 割程度

に落ちる。そのギャップﾟを埋めるこ

とを考えるのが重要なことである。

手がかりは、他の質問事項と比較

検討してみると見えてくる。「仕事

ぶりを上司から評価されている」や

「目標の進捗状況を上司との間で

定期的に確認している」という項目

が 6割程度になっている。また、情

報の共有も 5 割程度であるが、一

方で、同じ情報共有の項で介護職

は 7 割程度に引き上がる。さらに

特徴的なのは「生協の活動は時間

内にやりたい」というのは 9 割以上

で圧倒的であるということだ。こうし

たことの関連をよく考えると、育成

の視点から個人目標を自己ｺﾝﾄﾛｰ

ﾙしながら、達成をめざす「目標に

よる管理」にいっそう習熟していくこ

と、介護事業で、福祉職部会など

この間の情報共有の実践の努力

に学ぶこと、昼間に旺盛な組合員

活動を展開する組合員のみなさん

と大いに交流できるとう条件を、教

育の視点で大胆にすすめることな

ど、育成活動に生かせる手がかり

が見いだせるのではないだろうか。 

 ﾄﾞﾗｯｶﾞｰがﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの役割として、

目標を達成すること、人を育てるこ

と、社会に貢献することの 3 つをあ

げている。ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを担う職責者

の役割の半分以上は、職員を育て

ることといえるだろう。従って、職場

長は個人目標の達成を支援する

など、仕事をつうじて職員を育成す

ることが最も重要な職務となる。そ

して、育成の課題で、もうひとつ大

事なのが、組織との一体感(ｱｲﾃﾞﾝ

ﾃｨﾃｨ)を培うために、理念への共

感を広げることである。かつて、ﾌﾗ

ﾝｽの詩人、ﾙｲ･ｱﾗｺﾞﾝが「ﾌﾗﾝｽの

起床ﾗｯﾊﾟ、ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ大学の歌」

のなかで、「教えるとは、希望を語

ること、学ぶとは誠実を胸にきざむ

こと」と語っていたが、「教育とは共

に未来を語ること」という言葉に、

学生時代たいへん共感したことを

思い出す。40 年たった今、ﾏﾈｼﾞﾒ

ﾝﾄと教育の力に私たち組織の未来

があるのだと強く思っている。 


