【介 護 報酬 改 定に つ い て】
昨年は新型コロナウ イルスによる影響から 、ご利用者、ご家

活が続けられるよう支援する」ことにも通じます。

近年の大規模災害への備 えや新型コロナウイ ルス対策は、非

声の溢れる時間を過ごしていただくことが出来ました。

今年も、邪気を追い払い 一年の無病息災を願 うと共に、笑い

れると大きな歓声と笑い声が聞かれていました。

の 職員も鬼に向かって勢い よくお手玉を投げつ け、鬼が床に倒

白 のお手玉を投げつけてい ました。ご利用者と 一緒になって他

は 外～、福は内 」と大きな 声で紅

ち 、ご利用者の 元へ向かう と「鬼

鬼 の格好にカラ ーバットや 刀を持

二 名が鬼の格好 に変装しま した。

で 行いました。 今年は、男 性職員

（ 日）に節分イ ベントを各 フロア

ピースプラザでは、 二月七日

なんと百二十四年ぶりとの事です。

る のは一八九七 年二月二日 以来、

一 九八四年二月四日以来、 三十七年ぶりとの事 。二月二日にな

わ けではないそうです。節 分の日が二月三日で なくなるのは、

三 日と思っていました。実 は節分の日は日付で 固定されている

今年、二０二一年の節分 は二月二日で節分の 日といえば二月

【 節 分 イベ ン ト開 催 】

施設』としての役割を果たせるよう努力して参ります。

せ んが、感染対策に最大限 の注意を払いながら 『在宅復帰支援

二 度目の緊急事態宣言が終 わったからと気を抜 くことはできま

族、地域の皆様にとっ ても、大変な年となっ たことと思います。 常 時にあっても可能な限り 施設が機能していく 為の対策です。
数多くの施設内行事や 、季節を感じる外出、 地域との交流など
も行えずご利用者、ご 家族は勿論のこと、ピ ースプラザで働く
職員にとっても辛い一年でした。
そのような中ですが 、三年に一度の令和三 年度四月に介護報
酬改定が行われます。 今回の介護報酬改定の 概要は、大きく分
けると、五つの項目に分かれています。
１．感染症や災害への対応力強化
（感染症対策の強化・災害への地域と連携した対応の強化）
２．地域包括ケアシステムの推進
（看取りへの対応の 充実・認知症への対応 力向上にむけた
取り組みの推進・介護保険施設における対応の強化）
３．自立支援・重度化防止の取り組みの推進
（リハビリテーション、口腔、栄養の取り組み強化、
ＬＩＦＥの活用によるデータ提出とフィードバックの活用）
４．介護人材の確保・介護現場の革新
（テクノロジーの活 用による業務効率化、 職場環境の改善に
むけた取り組みの推進）
５．制度の安定性・持続可能性の確保
（事業所の評価の適正化、重点化）
これら五項目はピー スプラザにもすべて関 連しており、介護
老人保健施設の理念で ある「利用者の尊厳を 守り、安全に配慮
しながら 、 生活 機能の維持 ・向上を めざし総合 的に援助 し 、
家族や地域の人びと・ 機関と協力し、安心し て自立した在宅生

リハビリ通信
パルスオキシメーターについて
最 近ニュ ース でも 聞いた こと があ ると思 いま
す。 コロナ ウイ ルス に感染 した 際に 、指先 につ
けて 血液中 にど れく らい酸 素が ある かとい うの
を測 る装置 のこ とで す。最 近で は薬 局で売 って

十 分に 取り 込めず 数値 が下が って しま うの で、
こ の装 置を 付けて 確認 ができ るた め、 人気 がで
たと思われます。
ただ 、こ の装置 を付 けると きに 気を 付け てい
ただきたいことがいくつかあります。

と記 載さ れて

①貧 血：そもそ もヘモグ ロビン 酸( 素を運 んでく
れる 運搬 役。 採 血デ ータ だと

循環を機械がキャッチできなくなります。

います が) 少ないと 酸素を運搬 する役が いない
ので、酸素飽和度が低下してしまいます。

です がリハ の時 にも 使用す る時 があ ります 。当

③ 頻回な 呼吸 によ る高 い数値 ：血 液の 酸素 が少

いた り、某 通販 サイ トでは 売り 切れ になっ たり

然体 の内部 の状 況や 、運動 後の 疲れ 具合を 確認

ない ので 、頻回 に呼 吸をし て、 酸素 を取 り入

② 指先が 冷た い： 末梢 の血管 が狭 くな って いて、

する ために も使 用し ていま す。 です から、 リハ

れて いる 状態。 逆に 呼吸数 が少 なけ れば 数値

と皆 さん知 る機 会が 多いと 思い ます 。この 装置

を行 ってい る利 用者 さん、 利用 者さ ん家族 など

④ 強い光 の下 で測 定： 赤い光 で測 定す るの です

一番大 切な のはこ うい った ものに 頼ら ず生 活

が送れることが望ましいですね。

編集後記

今年は早く桜が咲きました ね。二 二
0
一 年 はき っ と コロ ナ も 終息 し 、 お花 見 の

記 事 を載 せ て いる と 思 って い ま した が 残

念 で す。 施 設 内の 様 子 はピ ー ス プラ ザ の

ホ ー ムペ ー ジ にあ る ブ ログ を と きど き 更

新 し てま す 。 ほと ん ど おや つ の 写真 で す

が 良か っ たら 見に 来 てく ださ い 。
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が少なくなります。

今 回はこ の装 置に ついて ポイ ント をお伝 えし

が、 他の 光が強 いと 赤い光 が弱 まっ てし まい

■介護老人保健施設
■訪問介護ステーション
■居宅介護支援事業所
■高齢者在宅サービスセンター
■府中市地域包括支援センターかたまち
■府中市地域包括支援センターみなみ町

見る機会があるかなと思います。

ます ので、 今後 の参 考にし ても らえ ればと 思い

ます。特に屋外では気を付けて下さい。

⑥ 労作時 に測 る： 血液 の循環 が一 定で はな いた

数値が小さくなる可能性があります。

⑤ マニュ キュ ア： 当然 光を通 さな くな るの で、

ます。※全てではないのでご注意！
ま ずこの 装置 の目 的は血 液中 の酸 素を測 るこ
とで す。で すか ら、 肺炎な どで 酸素 がうま く取
り込 めてい ない と酸 素飽和 度と いう 数値が 低下

め、数値が安定しない。
な ど、 注意 点があ りま す。他 にも あり ます が、

％が

基準 値であ り、 加齢 と共に 低下 しま す。ま た、

こ うい った 説明が あま りない かな と思 い今 回は

％～

疾患 により 変化 しま すので 、個 人差 が気に なる

説 明さ せて いただ きま した。 もし ご自 宅で 測る

しま す。 一般 的に 健常 人で あ れば

場合 は、医 師に 聞い て下さ い。 コロ ナに感 染す
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ことがあれば、参考にしてください。

99

ると 肺炎の 症状 がで る場合 があ るの で、酸 素が
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