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皆様に「やすらぎ」と「信頼」と「安心」を提供し、
この地域で暮らしていて良かったと思っていただける存在へ

20年の歩み

【理念】

【沿革】

昭和９年 

昭和32年８月 

昭和54年１月

 

平成８年７月 

平成14年11月1日

 

平成17年３月１日

平成18年４月１日

平成21年４月１日

平成24年５月１日

平成30年11月１日 

令和元年９月１日

令和元年10月１日

令和２年５月20日

令和４年10月１日 

中村医院 開業 

中村病院 開設 精神科 神経科 

医療法人社団心明会となる 

中村 孝 理事長就任 

中村 信 理事長就任 

介護老人保健施設ケアリングよしかわ 開設  

池谷 不律 管理者就任 

入所定員100名（一般フロア53床 認知症フロア47床） 通所定員20名 

通所リハビリテーション定員40名とする 

介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所療養介護 開設 

サービス提供体制強化加算（介護職員に占める介護福祉士の割合が50％以上）

介護職員処遇改善加算 取得 

高山 公吉 管理者就任 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ取得 

介護職員等特定処遇改善加算 取得 

中村　信会長就任　中村 徹 理事長就任 

介護職員等ベースアップ等支援加算 取得 
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中村 信 会長



　2022年11月1日、ケアリングよしかわは開設20周年を迎
えることとなりました。これもひとえに利用者様、ご家族、地域
住民、地域の医療・介護関係者、行政の方々のお陰であると
心より感謝を申し上げます。
　当法人は実に88年前に中村診療所を開設した、初代理事
長中村孝によって設立されました。そして介護保険法が施行
された2000年から遅れること2年後の2002年、二代目理事
長であり現会長の中村信によってケアリングよしかわは開設
されることとなります。コロナ禍の2020年に小生が引き継ぎ、
現在まで走り抜けてくることが出来ました。
　当施設が開設された2002年と言えば、アゴヒゲアザラシ
の「タマちゃん」とサッカーの日韓共催の「W杯」が流行語と
なった年です。当時は大学生の身分であった私ですが、応援
で来日していた多くの外国人の方 と々サッカー観戦を楽しん
だことを、今でも鮮明に覚えております。この20年でICT化は
急速に進行し、電気自動車が街中を走るようになりました。我
が国は人口減少社会となった一方で、世界では人口が実に
1.2倍以上に増加して80億人に迫り、アメリカに代わって中国
が世界一の経済大国となろうとしています。長いようで短い時
間ですが、これだけの変化があった20年でした。そして、長き
に渡って20歳が成人であったように、ケアリングよしかわもこ
の間に少しずつ皆様に認知され支えられて、やっと一人前に
近づけたのかも知れません。
　初代管理者の池谷不律先生と共に産声を上げ、2018年
に現管理者の高山公吉先生にバトンタッチされました。開設
当初から尽力してくれている実に9名もの職員を筆頭に、これ
までに本当に多くの職員が利用者さんのために汗水流して精
一杯働いてくれました。吉川市唯一の老健として脈 と々受け
継がれた強い想いと歴史が、現在のかけがえのないケアリン
グよしかわを作り上げてくれたのだと思っております。全職員
を心から誇りに思うと同時に、この場を借りて改めて感謝を申
し上げます。
　当法人は、「皆様に『やすらぎ』と『信頼』と『安心』を提供す
る」という従来からの理念に加えて、2020年より「この地域で
暮らしていて良かったと思っていただける存在へ」となることを
掲げました。ケアリングよしかわはもちろんのこと、当法人は
地域の皆様に支えられ、地域の皆様のためにあるのだという
ことを、これまで以上に強く意識することが必要であるし、必
然でもあると考えております。
　既に我が国では、世界でも誰も経験をしたことのない超高
齢社会に突入しています。2002年時点で20.6％であった高

齢化率は、2022年には28.9％まで上昇し、2040年には高齢
者人口が最大となると推計されております。これだけの高齢
者を支えていくためには労働者の実に5人に1人が医療介護
に従事する必要があるとも言われております。足元では円安
や物価高が叫ばれ、withコロナに向けてもまだまだ問題は山
積しております。そんな日本という国にあって、我々が負うべき
使命が増していくことは間違いありません。我々を支えてくだ
さっている地域のすべての方々にとって、さらには当法人の職
員にとっても、「この地域で暮らしていて良かったと思っていた
だける存在へ」となっていくことが、当施設がこの先50年、
100年と存在する意義なのだと確信しております。
　今後も職員一同、さらに地域の皆様に愛される施設となる
よう、全力を尽くしていく所存でございます。これまで以上に、
ケアリングよしかわをどうぞよろしくお願い申し上げます。
　末筆ではありますが、皆様の益々のご健勝をお祈り申し上
げます。

理事長挨拶
開設20周年への感謝と
これからの ケアリングよしかわ
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医療法人社団心明会
理事長 中村 徹
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　介護老人保健施設「ケアリングよしかわ」開設二〇周年を
心からお祝い申し上げます。
　吉川市八子新田、江戸川、河岸の県営吉川公園のすぐ
西に貴施設が開業して以来、豊かな情感と癒しの感覚、自
然と湧き出る笑顔の大切さを踏まえて運営をされてきたも
のと聞いております。それは、田園都市・吉川市、表情豊か
な自然に恵まれた環境に立地したからこその強みだと思い
ます。
　医療法人社団心明会 理事長の中村 徹 先生を先頭に、
医師・看護師・介護士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
・管理栄養士・介護支援専門員・支援相談員といった多職種
のスタッフが連携し、利用者の皆様に「やすらぎ」と「信頼」と
「安心」を提供する介護老人保健施設である貴施設が、地域
社会の介護のニーズに応え続けて、今日までその歴史を積
み重ねてこられたことに、感謝と敬意を表します。
　私も、医療の現場を知る医師として、地域医療を支える
皆様の様々な悩みを直接耳にいたします。特に、コロナ禍に
おける介護業界は、大変厳しい状況にあります。職員・利用
者に安心・安全を提供するための様々な取り組みが求めら
れる今日、豊かな経験を有する「ケアリングよしかわ」の皆様
の、介護現場での尊い行いが、きちんと報われるように、私
も全力を尽くしてまいりますことを、ここにお誓い申し上げ、
また皆様のご健勝ご発展を祈念して、お祝いの挨拶とさせ
ていただきます。

祝辞

衆議院厚生労働委員長
衆議院議員 三ツ林ひろみ



　医療法人社団心明会 介護老人保健施設 ケアリングよし
かわ、開設２０周年を迎えられましたことを心からお喜び申
し上げます。 
　これも、ひとえに２００２年に開設されて以来、長年にわた
って吉川市の地域福祉向上の為にご尽力されてこられまし
た中村 信会長、中村 徹理事長をはじめ、職員の皆様方が
熱意をもって携わってこられた賜であり、ここに２０年という
年月を刻まれたことに深く敬意を表する次第でございます。
　また、ケアリングよしかわの基本理念にあります皆様に「
やすらぎ」と「信頼」と「安心」を提供し、この地域で暮らして
いて良かったと思っていただける存在を掲げられ、利用者が
その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む
ことができるようにするとともに、利用者の居宅における生
活への復帰を目指したサービス、特に日常生活動作のリハ
ビリテーションやレクリエーション、中でも排泄の自立に向
けての援助に力を入れて実施しておられ、以来、２０年の長
きにわたって地域の福祉に対する責任を担っていただき、吉
川市にはなくてはならない施設として利用者やご家族から
大変喜ばれているとお聞きしております。
　高齢化が年々進行していく中、これからの介護老人保健
施設は、利用者さんの多様なニーズに応える多機能性の施
設への期待や、機能回復を目指し、いかに在宅復帰をしてい
くのか期待が寄せられています。その一方で、新型コロナウ
イルス対策の施設負担の増加など課題も多いと考えられま
すが、今後も高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせ
る社会をつくるために、これまで以上に、貴施設の長年培わ
れた豊富な経験や実績が必要不可欠であり、地域福祉の
中核としてご尽力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
　結びに、開設２０周年を契機に貴施設が、ますます発展さ
れますことを心から祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせ
ていただきます。
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吉川松伏医師会
会長 平井　真実

祝辞
ケアリングよしかわ開設２０周年を祝して
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　「医療法人社団心明会　介護老人保健施設ケアリングよ
しかわ」の創立２０周年心からお祝い申し上げます。
貴施設は、平成14年に創立以来、関係職員の学術・技術を
研磨し、介護老人保健施設の資質向上に努めてこられまし
た。
　また、地域住民に対する講演会の開催、関係者に対する
研修事業、広報の発行など各種事業に進取的に取り組ま
れ、地域住民の医療・福祉に大いに貢献されておられます。
　これもひとえに、中村徹理事長をはじめ、高山公吉施設
長並びに職員の皆さまの精力的なご尽力によるものであ
り、深甚なる敬意を表します。
　さて、貴施設設立後２０年の間に、我が国の医療や介護
を取り巻く環境は大きく変化しました。
日本の人口動態は、前年比の伸び率でみると７５歳以上の
ピークが２３年、８５歳以上は３３年にピークを迎えます。３５
年時点の８５歳以上人口は１０００万人を超え、要介護認定
率は、７５歳以上で３２.１％、８５歳以上だと６０.６％となる見
込みです。
　このような状況下で、在宅医療や在宅介護など在宅支援
機能が重要視され、医療と介護の連携がますます強く求め
られる中、貴施設の皆さまにおかれましては、地域住民の
方々の期待に応えられるよう、これまで以上に現場で頑張っ
ていただきたいと思います。
埼玉県介護老人保健施設協会としましては、貴会と共に行
政との連携のもと、持続可能な社会保障の実現の為に活
動して参る所存です。今後ともご支援・ご指導いただきます
ようお願い申し上げます。
　結びに、貴施設が創立２０周年を契機として、中村徹理
事長を中心に職員の皆さまがより一層結束を固め研磨を重
ねられ、ますます発展される事を心からご祈念申し上げ挨
拶とさせていただきます。

祝辞

公益社団法人
埼玉県介護老人保健施設協会

会長
荒舩　丈一



　医療法人社団 心明会 介護老人保健施設 ケアリングよしかわ
の創立20周年にあたり、心からお喜び申し上げます。貴施設に
おかれましては、2002年の開設当初から、『皆様に「やすらぎ」と
「信頼」と「安心」を提供し、この地域で暮らしていて良かったと
思っていただける存在へ』の理念のもと、高齢者福祉の中核的な
拠点として、大きな役割を果たされてきました。
　老人保健施設は、1986（昭和61）年2月に老人保健法改正法
案が国会に提出され、12月に成立。翌年1987（昭和62）年から
1年間の試行期間としてのモデル事業を経て、1988（昭和63）
年4月から正式に事業が開始されました。当時、1973年の老人
医療費無料化を契機に増大したとされる高齢者の社会的入院に
より、長期入院を続ける高齢者を家庭に復帰させるための新しい
施設として国が計画し、運営や建物の構造等の基準づくりのた
め、全国の７施設を選んで行う事業からの始まりでした。 病院と
は全く異なり医師も看護師も少ない老人保健施設で、退院困難
な高齢者を数か月の期間で家庭に復帰させる構想は難しいとい
う指摘を受け、さらには、医療機関によく似た施設ができることの
への反発もあり、当初、施設運営は苦心惨憺の日々 だったことは
周知の事実です。2000年介護保険法の施行に伴い、「老人保健
施設」から「介護老人保健施設」となり、介護保険施設サービス
の一翼を担い、2017（平成29）年6月の介護保険法の改正で
は、従来の在宅復帰に加え在宅療養支援への役割をも明示さ
れ、今、まさに地域包括ケアシステムの中心的役割を担っていく
ことが期待されています。そのような時代の流れの中で貴施設
は、急性期病院から退院後のリハビリテーション、在宅復帰・在
宅生活を維持するためのリハビリテーション、介護者のレスパイト
支援、さらに利用者のADLや認知機能が低下すると、長期入所
の対応、また特別養護老人ホーム等の入所待機、そして終末期
への対応など多様なニーズに対応していらっしゃいます。
　近年、複合化した課題を抱える個人や世帯に対する支援や
「制度の狭間」の問題など、既存の制度による解決が困難な課題
も多いため、施設スタッフである医師・看護師・介護士・理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・介護支援専門員・支援
相談員ら多職種が、「複数の領域の専門職者が、連携およびケ
アの質を改善するために、同じ場所でともに学び、お互いから学
び合いながら、お互いのことを学ぶ」というInterprofessional 
Education（専門職連携教育）とInterprofessional　Work（専門
職連携実践）を全うし、価値ある医療介護の実現に尽力されてい
ることに深く感謝を表します。
　その様子は、「介護老人保健施設　ケアリングよしかわ」が運
営するTwitterや、「～施設内外で起こった「発見」「感動」「驚

き」「笑い」を送ります～」のもと開設当初から脈 と々続けられてい
る職員ブログにより、利用者の皆様の様子を交え日々 伝えられて
おり、特に、コロナ禍となってからは、「新型コロナウイルス感染症
に伴う当施設の対応」や「面接方法」のあり方、施設内でのイベン
トの様子などがタイムリーに伝えられ、ご家族や地域住民への情
報提供等に一生懸命取り組む姿勢は素晴らしく、今後も大切に
していただければ幸いです。
　2021年度には、埼玉県東部圏域の専門職と大学が連携し開
催した「埼玉埼葛南専門職連携推進ねっとわーく」における研修
会にて、コロナ禍のご多忙な中、「心を軽くするコツ・コロナ禍での
専門職へのメッセージ」を理事長様よりいただきました。深く感謝
しております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、「吉川市で唯一地域を支える介護老人
保健施設」であるケアリングよしかわのますますのご発展並び
に、皆様方のご健勝とご活躍を心より祈念いたしまして、ご挨拶
とさせていただきます。

祝辞
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埼玉県立大学
保健医療福祉学部
社会福祉子ども学科

小川　孔美
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勤続20年を迎えた職員からのメッセージ
～ケアリングよしかわと歩んできた20年～

は、新卒の4月入職で、『ケアリングよしかわ』はまだ
開設しておらず、病院勤務から始まりました。半年

後、開設され異動しました。『ケアリングよしかわ』は、職員
の笑顔がとても多く、その笑顔で利用者様と接しているた
め、周りも自然に明るく笑顔になっており、職員同士も声掛
けが多く多職種とも協力して仕事をしています。
　正直、最初は家から近いという理由だけで、『ケアリング
よしかわ』を選びました。介護の仕事は夜勤もあるし、家か
ら遠いと通うのが大変かなと思いましたが、やはり人間関係
に恵まれたから長く続けることができたと思います。これか
らも、利用者様や職員との関わりを大切にし、知識・技術の
伴った職員になっていきたいと思います。（A・H）

私

親から「祖母の事で親身に相談に乗ってくれた人が
いる」と聞き、「支援相談員」という職種を知りまし

た。それがこの世界に入ったきっかけです。これまで通所や
入所の相談員として、これからどうしたらよいか悩んでいる
人を多く見てきました。自分の役割は如何に本人・家族の思
いに寄り添えるかと言う事です。「相談してよかった」との言
葉をもらえると非常にやりがいを感じます。これからも本人
や家族に安心感を与えられるような支援相談員を目指して
いきます。そして微力ではありますが中村病院グループの発
展に貢献していけるよう精進していきます。（O・T）

両 アリングよしかわに入職してから今日まであっという間
に過ぎました。振り返ってみると、20年近く一つの職

場で働くことができたのは「環境」によるところがとても大きか
ったように思います。子育てをしている主婦として、時間を融
通して働かせていただける事、定時で帰宅できる事は、あり
がたく、とても感謝しております。仕事をするうえで、つらいこ
ともありますが、それ以上にご利用者様やご家族様に感謝さ
れた時の喜びがあります。また、上司や同僚にも恵まれ、些
細な事でも気軽に相談することができるのも大きな理由の一
つです。
　今後も、感謝の気持ちと笑顔を忘れず、より良い介護を提
供出来るよう、日々精進していきたいと思っております。（K・H）

ケ

アリングよしかわで20周年を迎
えられとてもうれしく思います。

長く続けられた理由として、利用者様の
笑顔や時には自分のことを励ましてくれ
る温かい声掛けです。利用者様から思
いをもらい、明日も頑張ろうという思いに
させてくれます。また同僚と利用者様の
ことを日々考え、行き詰ったら上司に相
談しアドバイスを頂き、とても仕事がしや
すい環境で過ごすことができあっという
間の20年でした。これからもケアリング
よしかわの理念、やすらぎ・信頼・安心を
提供できるよう努力し利用者様にここを選んでよかったと言って
頂けるようにしたいです。感染対策をしっかりして次の３０周年を
迎えられるよう、業務に励んでいこうと思います。（S・T）

ケ

施設のオープンと共に歩ませていただき、私も勤続
20年になります。

　正職員から始まり、当施設初めての産休育休を取らせて
いただき、その後復帰してパートとなり、子供の成長と共に
時間を増やしたり、減らしたりと働き方を変えながらここまで
勤めさせていただいています。働き方を変えるにあたっても
快く相談に乗っていただき、有難く思っています。オープニ
ングスタッフとして共に入職した同期が、今もなお沢山働い
ているということは、とても心強くうれしいことです。
これからも地域と共に益々の繁栄を祈り、私も微力ながら
尽力させていただきたいと思います。（K・Y）

当
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づけば入職して２０年という月日が経ち、人生の半分
をケアリングよしかわで過ごしてきました。開設当初

は、実務経験も乏しく必死に毎日の業務をこなしていた事を
思い出します。時には悩み、失敗した事もありましたが、同期
の仲間や上司のおかげで今までやってこられたと思います。
年数を重ねるごとに教わる立場から教える立場となり、個人
としても妻となり、母となり２０年の間で生活スタイルも大き
く変わりました。長く続けてこられたのも良い仲間や上司に
恵まれ、個人の働き方に柔軟な対応をして下さったからだと
思います。これからもより良い施設になるよう貢献していきた
いと思います。（S・K）

気

アリングよしかわと出会って20年。人が生まれて成人
を迎えるまでの年数を越えて、今も同じ場所で勤務で

きていること、とても有難く感じています。入職当時、ほとんど
介護職経験がなかった私にとって、職種関係なく経験豊富な
上司や先輩の存在は大きく、沢山の事を教えていただきまし
た。同世代の同期も多く、小さなことから皆で考え、作り上げ
ていくやりがいのある仕事と仲間に恵まれていたからこそ、今
日まで頑張れたのだと思います。また、生活の変化に合わせ、
勤務形態の変更も柔軟に受け入れてくださり、常に無理なく
働ける環境であった事も長く続けられた理由だと思います。こ
れからも、職員、利用者様、ご家族様、20年の間、ケアリン
グよしかわで出会えた皆様への感謝の気持ちを忘れず、介
護の仕事に携わっていきたいです。（S・N）

ケ

アリングよしかわがスタートする1か月半前、9月中旬
に私たち新入職員は顔を合わせ色 と々研修を始めま

した。皆、年齢が近かったせいもあるのかとても和気あいあい
とした雰囲気で過ごした毎日だったことを覚えています。当施
設は本当に何もないところからのスタートで、一つ一つ皆で協
力して準備を進め、「ようやくオープン！」でも、最初のころは利
用者様よりも職員の人数のほうが多い日もありました。わから
ないことや不安なことは皆でよく話をしたし、あの頃があってこ
その今の自分があるのだと改めて感じます。
　色々な人のたくさんの助けがありここまで続けることができ
ました。本当にありがたく思っています。これからも感謝の気
持ちを忘れずに、利用者様の日々のお手伝いを続けていけた
らと思います。（Y・M）

ケ

がケアリングよしかわに入職してから早20年が経過し
ました。私は、新卒で新設のケアリングよしかわに就職

し学校で学んだ知識、実習で学んだ経験しかない状態でのス
タートでしたが、経験者、新卒者、職員全員で試行錯誤しなが
ら一からケアリングよしかわをつくりあげてきました。新設当時
がまるで昨日のことのように思い出され、良いことも悪いことも
沢山ありましたが同期多数在職し20周年を迎えられたことに深
い感慨を覚えています。ここまで長く続けてこられたのは職員全
員があったかく優しい心を持っていて利用者様の笑顔をたくさ
ん見ることができたからだと思います。これからもケアリングよ
しかわの理念である『やすらぎ』と『信頼』と『安心』を提供できる
よう他職員、他部署との連携を図り利用者様一人ひとりが何を
求めているか思案し、笑顔であったかく優しい介護に努めてま
いります。（K・K）

私



入所定員：　
療養室：

通所リハビリテーション　40名／日
協力病院

施設の概要
100名（一般フロア：53名・認知症専門フロア：47名）　
1人部屋：8室（認知症専門フロア：5室）
2人部屋：2室（認知症専門フロア：1室）
4人部屋：22室（認知症専門フロア：10室）

中村病院　吉川中央総合病院　宮崎歯科医院
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施設長挨拶

　ケアリングよしかわもこの度めでたく20周年を迎えること
が出来ました。これもひとえに利用者様、御家族様、支えて
くださっている病院・医療関係者様、福祉事業に携わってい
る機関の方々、地域の皆様のおかげです。ありがとうござい
ます。心より感謝申し上げます。
　また、当施設のスタッフのたゆまぬ努力、献身、誠実さ、
利用者様への愛情も忘れることは出来ません。まだまだ至
らぬところはありますが日々一生懸命仕事をし、高齢者の皆
様の笑顔に接することを目標に頑張っております。私はこの
スタッフがケアリングよしかわの最大の長所と考えており宝
物だと思っております。今後も見直すところは見直し少しで
も利用者様のお役に立てるように励んでいきたいと考えて
おります。皆様、どうぞ宜しく御指導・御鞭撻をお願い申し上
げます。20年というのはゴールではなく、やっとスタートに立
てたんだと考えております。まだまだ未熟ではございますが、
今後もいっそう努力を重ね地域に根を下ろした地域の皆様
に喜んで頂けるような介護を目指して参りたいと存じます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ケアリングよしかわ
施設長 高山 公吉

家

ショート

行　政

入　所 通　所

医療機関

その他の
社会福祉施設

当施設は、多職種〔医師・看護師・介護士・理学
療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・
介護支援専門員・支援相談員〕が、利用者様に
とって最良の支援を提供します。
また、行政・医療機関・その他の社会福祉施設
とも緊密な連携を図っています。
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医療法人社団 心明会
中村病院
【心療内科・精神科】
病床数：180床
付帯施設：精神科作業療法
・精神科デイケア・デイナイトケア
・精神科訪問診療・精神科訪問看護
〒342-0004
埼玉県吉川市鍋小路81-1
TEL 048-982-3011
FAX 048-982-7602

医療法人社団 心明会
中村クリニック
【心療内科・精神科】
〒342-0041
埼玉県吉川市保1-3-4
キングプラザ吉川駅前４F
TEL 048-983-2222
FAX 048-983-2223

多目的シェアハウス（共同住宅）
シェアハウス花みずき
〒342-0004
埼玉県吉川市鍋小路84-1
TEL 048-982-3011

居宅介護支援事業所

よしかわ
〒342-0004
埼玉県吉川市鍋小路81-1
中村病院内
TEL 048-983-4111
FAX 048-983-0044



　

医療法人社団 心明会 介護老人保健施設

ケアリング よしかわ
〒342-0003 埼玉県吉川市八子新田529
TEL.048-983-7711FAX.048-983-7722

CaringYoshikawa20thAnniversary

ケアリングよしかわ
20周年記念誌




