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夏の恒例となった「☆ア
ルビレオ☆」のコンサート
が、7 月 26 日（日）に 厚
生棟にて行われました。ギ
タ ーと ボー カル のお 二 人
が、午後の楽しいひと時を
センターの利用者様に提供してくれました。
ボーカルの岩佐さんは、利用者様一人一人に
語りかけるような優しい歌声です。楽しくて元
気が出る曲、なつかしい曲、心にしみいるよう
な曲など、素晴らしい構成でした。
オープニングは「勇気100パーセント」で
す。手拍子のリズムで会場内は一気に盛り上が
りました。「ひょっこりひょうたん島」や「幸
せなら手をたたこう」では、引率の職員もなつ
かしく唱和している姿が見られました。
後半には、島田わいわい祭りのテーマ曲の
「どっかんマーチ」まで登場しました。
また来年の夏、この会場でお会いできることを
楽しみにしています。（療育長 高橋 節夫）

新しくできた部署ですが、大きく二つの使命
を持っています。
一つ目は当センターの教育システムの改善な
らびに構築をすることで、具体的には階層別教
育プログラムの設計・運用・管理があります。
人材の採用、選抜、適材適所、リーダーの育
成・開発、評価、報酬、後継者養成等の人材マ
ネジメントのプロセス改善を通して、職場の生
産性を改善し、必要なスキルを持つ人材の意欲
を増進させ、現在と将来のビジネスニーズの違
いを見極め、優秀人材の維持、能力開発を統合
的、戦略的に進める取り組みやシステムデザイ
ンを導入することが大きな目標となります。こ
のために、人材育成方針、研修方針を０から
作っていくことになります。ここには目標管理

アルビレオ（Albireo）
夏の夜空を彩る白鳥座の
ひ と つ で、エ メ ラ ル ド と
金色に輝くとても美しい
二重星です。

Albireo

も関係するので、各部署の研修ニーズを探りな
がら、行うべき研修を計画し実施していくこと
が必要です。
二つ目は、当センターの持つ、知見・経験な
ど先端的な部分を生かしていくことで、学術の
成果として外に向けて発信すること、知的財産
として組織の中に蓄積すること、およびそれら
をセンター内で共有し、新しい取り組みに生か
していくことが重要です。一方で、それらの発
信をバックアップするために、資料作りや文献
検索などの支援も必要になります。このため、
従来の学会発表や外部研修等のフィードバック
をセンター内で行う機会を設けたり、発表内容
の集積などを検討しています。これらにより、
全職員のタレントマネジメントを行うことを目
指していきます。
（学術研究・研修部長 有本 潔）
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療育部第3病棟 療育長 星野 抄織

就職したきっかけ
「とにかくじっくり患者さんと関わりたい、自
分で直接ケアをしたい」これが島田を選んだ理由
です。それまでは、やりたい事ができると職場を
変えていました。働き始めて2年くらいするとや
りたいことが出てきて、じっとしていられなくな
るのです。しかし、新しいことを始めるには多く
のエネルギーが必要です。そろそろじっくりと患
者さんと関われる、長く続けられる職場を、と考
えていました。
島田を知ったのは高校生の時でした。友人が島
田に就職すると言ったのです。日本で初めての重
症心身障害児施設ということでしたが、重症心身
障害児施設といわれても、その当時私にはピンと
きませんでした。その後、看護学生時代に一度島
田で働く友人に会いに行きました。今はもうあり
ませんが、敷地内にあった島田の寮に遊びに行っ
たのです。実習で疲れていた私と違って活き活き
とした友人のその姿は「島田」という名前を私の
中に植え付けました。
次に島田の名前を聞いたのは、新人看護師とし
て小児科病棟で勤務していた時です。退院のめど
が立たない一人の男の子のご両親が「島田療育園
を見に行ってきた」とおっしゃいました。その後
しばらくして、その男の子は退院していきまし
た。そうです、島田に入所されたのです。その病
棟では、今思い返すと何人もの重症児が入退院を

繰り返していました。変形拘縮があり、体位変換
にも苦労しました。ゼコゼコと呼吸も苦しそう
で、経鼻胃管も挿入困難、どう接していいのかわ
からずとても難しさを感じていました。ところが
ある時、とても筋緊張の強いひとりの女の子を
抱っこした時、全身の力が抜けてとても穏やかな
表情になったことを鮮明に覚えています。大げさ
かもしれませんが、この時が重症児看護の魅力に
はまった瞬間だったのかもしれません。
それから長い年月が経ちました。重症児施設で
働きたいと以前から考えていたわけではありませ
んが、縁があったということでしょうか。本当に
突然「じっくり取り組むなら島田」と思い立った
のです。

今の仕事に対する想い
島田で働き始めて8年になり、その期間はあっ
という間でした。島田に入所した男の子との再会
は果たせませんでしたが、魅力的な利用者様との
出会いは、日々私に力を与えてくれました。今、
職場長として「働き続けられる魅力的な職場」を
めざしています。スタッフが元気にやりがいを
持って働き続けられること、これが利用者様への
良いケアにつながると考えるからです。今年度の
初めにスタッフから挙がった「利用者様も職員も
笑顔あふれる病棟にしたい」との声に近づけるよ
うに、職場環境を整えていかなければならないと
考えています。そして、小林提樹先生が病院勤務
されていたころ懸命に「親切丁寧」の実践に努め
られたように「利用者様おひとりおひとりを大切
に思い、親切丁寧に接する事」、何ら新しさはあ
りませんが、このことを心に刻んで働いていきた
いと思っています。

島田療育センター 事務部 次長

いよいよ療育学会学術集会もあと1か月となり
ました。前日の9月30日に行われる島田療育セン
ター施設見学会には予想を上回り多くの方にご希
望頂きましたが、受け入れ人数の関係上60名に
限定させて頂きました。今回見学にいらっしゃれ
なかった施設の方々には是非別の機会に見学にい
らして頂きたいと思っております。
今回の演題は前回の報告にもありましたが、
92題。参加申し込みは7月末の申し込み終了時点
では、当初の予定通り、400名弱。当日参加もお
受けしておりますので、多くの方にご参加いただ
きたいと思っております。1日目の夜に予定して
いる意見交換会も当初は100名を予定しておりま

森久保 真由美

したが、200名を超える希望がございました。こ
ちらは会場を変えて皆さんに出席して頂く予定で
す。
準備の方は職員一同最終調整を行っておりま
す。道案内は今回、毎年介護等体験実習でつなが
りのある国士舘大学に協力をお願いしています。
会場には島田療育センター多摩とはちおうじの職
員40名あまりを当日スタッフとして配置致しま
す。当日何かお困りの事がございましたら、お気
軽にお声掛け下さい。緑多い多摩の地で、多くを
学び、有意義な時間を過ごして頂きたいと思って
おります。
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♨
わが家には梅の木があるのですが、今回はそ
れについて書きたいと思います。その木は長男
が生まれた年にやってきました。30cm程の小
さな木は毎年ぐんぐん生長し、長男が11歳に
なった現在では8m程までに大きくなりまし
た。虫がついたり、伸びすぎてしまった枝を
切ったりと結構手がかかります。そのかわり春
にはたくさんの実をつけ、おいしい梅干しに
なってくれ、わが家での楽しみの1つとなって
います。
また、10歳になった昨年の1/2成人式で長男
が自分の宝物としてその木を絵に描いて発表し
てくれました。生まれた時からずっと一緒に成
長しているのですものね。これからも大事にし
ていきたいです。
（介護福祉士 小林 尚美）

9月

行事予定

（○数字は病棟名）

１日（火）小遠足
ｻﾝﾘｵﾋﾟｭｰﾛﾗﾝﾄﾞ⑦
２日（水）ドライブ 相模川ふれあい科学館①
３日（木）ドライブ パルテノン多摩③
４日（金）ドライブ 南大沢⑥
８日（火）ドライブ 長池公園②
１２日（土）島田わいわい祭り2015
１５日（火）小遠足
ｻﾝﾘｵﾋﾟｭｰﾛﾗﾝﾄﾞ②
１６日（水）小遠足
昭和記念公園③
１７日（木）小遠足
多摩動物公園⑥
１８日（金）小遠足
多摩動物公園①
２５日（金）ドライブ 長池公園⑤
２８日（月）ドライブ 町田リス園⑦
２９日（火）小遠足
多摩動物公園⑤

入退所 状況
平成

27年 7月

長期
短期
緊急一時
医療緊急

入所
0 名
21 名
28 名
0 名

退所
0 名
20 名
26 名
1 名

◆トーンチャイムコンサート
8月11日（火）に行われました
◆本人講座
8月29日（土）に行われました
◆島田わいわい祭り2015
日時：9月12日（土） 13:30～18:45
（地域開放 18:00～）
会場： 島田療育センター グラウンド など
内容： 出張イベント各種、和太鼓演奏、
打ち上げ花火、その他
テーマ：島田の空に花まる咲かそう
テーマソング：どっかんマーチ

夏のほっとA室前

トウモロコシ

サトイモ

ミニトマト

大葉（シソ）

