介護保険法改正により、平成29年4月1日から『介護予防・日常生活支援

ケアマネ かわら版
皆様の生活に役立つ介護保険の
情報をお届けするコーナーです。

総合事業』が開始されます。
『介護予防・日常生活支援総合事業』は、これまでの介護事業者によるサー
ビスの提供に加えて、地域住民の皆さんによる高齢者の介護予防活動や生
活支援の自主的な取り組みを支援し、幅広い支え合いの地域づくりを推進す
るものです。
要支援１・２の方が利用していた従来の訪問介護・通所介護が、全国一律

平成２９年 春号

のサービスから広島市の基準によるサービスに変わります。

可部 菜の花

発行日 平成２９年４月１５日
http://nanohana-kabe.com/
菜の花通信、秀仁会だよりのバックナンバーもホームページに掲載しています。

※総合事業のサービスは、「認定の有効期間」開始日に平成29年4月以降の日付が記載されている方から移行され
ます。現在要支援認定を受けておられる方は、次回の更新までは予防給付のサービスを継続利用となります。
事業の対象になられる方には担当ケアマネジャーから詳しい説明をさせていただきます。その他にも、疑問に思われ
る事があれば、気軽に聞いてくださいね。

ヘルツ

ないとう内科 着任のご挨拶

介護支援専門員 松島 沙也加

副院長 桑原 健一

編集後記

春の行事
４月

5月

「秀仁会だより」は今回（春号）より年４回の季刊となり、

遠足（老健、デイサービス、デイケア）

また今までは介護事業体菜の花グループの広報誌でした

桜祭り（小規模）

が、ないとう内科の広報誌「ヘルツ」と合併した内容で発行

てんぷらの会（老健）
カープ喫茶（老健）
どれみふぁ保育園（老健）

することになりました。このたびは、ないとう内科に桑原先生
をお迎えし、さっそく“着任のご挨拶”を寄稿していただき
ました。２診体制となり、きっと患者さまにも喜ばれることと
思います。

６月

家族会（老健）
大衆演劇（老健、菜の花畑）
遠足（小規模）

けんいち

申します。もしかしたらはじめまして、ではないかもしれ
ませんが・・・というのも、先月末まで広島市立安佐市民
病院消化器内科に9年間在籍しておりましたので、病院

この「秀仁会だより」もこれからは、より充実し中味の濃い
魅力あるものにしていくよう頑張っていく所存です。今後とも
よろしくお願いします。
老健 三谷 宜子

ないとう内科・循環器科

デイサービスセンター 菜の花

〒731-0221 広島市安佐北区可部5丁目4-24

〒731-0221 広島市安佐北区可部4丁目21-11

電話：082-815-3678

電話：082-815-1150

FAX：082-815-7833

くわはら

はじめまして。4月からお世話になります桑原 健一 と

に来られたことがある方ならお会いしたことがあるかも
しれません。少しだけ私の略歴を紹介させていただきます。
私は平成8年に広島大学を卒業し2年間の初期研修
ののちに広島大学第一内科（現・消化器・代謝内科）に

FAX：082-881-2111

Mail：ds@nanohana-kebe.com

入局しました。入局後は平成10年から中国労災病院

介護老人保健施設 菜の花
通所リハビリテーション 菜の花

小規模多機能施設 菜の花

（呉市広）に勤務、平成12年に大学に戻り膵臓

〒731-0221 広島市安佐北区可部5丁目4-19-10

〒731-02１５ 広島市安佐北区可部町南原340-1

電話：082-814-0008

電話：082-818-6006

FAX：082-819-1140

FAX：082-562-2127

Mail：info@nanohana-kebe.com

Mail：st@nanohana-kebe.com

居宅介護支援センター 菜の花
電話：082-814-2001 FAX：082-819-1140

サポートハウス 菜の花畑
ショートステイ 菜の花畑
トレーニングセンター 菜の花畑

Mail：kyotaku@nanohana-kebe.com

〒731-0221 広島市安佐北区可部6丁目14-8

〒731-0221 広島市安佐北区可部5丁目4-24

訪問看護ステーション 菜の花
訪問介護ステーション 菜の花
介護タクシー 菜の花

電話：082-516-7727

FAX：082-516-7726

Mail：hatake@nanohana-kebe.com（ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽ）

（すいぞう）研究室に属し、8年間ほど胆道・膵臓領域の
診断、治療手技の腕を磨きながら膵臓がんの研究を

つつ40も半ばの年齢となりまして、総合病院よりも

行ってきました。平成20年から広島市立安佐市民病院

もっと身近なかかりつけ医（家庭医、ホーム

消化器内科に勤務し本年3月末で退職しました。

ドクター）として地域に貢献できないかと考えるよう

安佐市民病院での仕事は、主に①一般診療（専門

になりました。これからは消化器内科（胃腸、

外来）②当直、救急対応、③臨床研究（学会発表・

肝臓、胆膵）の専門性を生かしつつも、あらゆる

講演）で成り立っていて常に時間に追われる毎日であり

病気や症状に関する総合的な診断を行い皆様の

ます。特に専門分野では常に最先端の医療が提供でき

健康を守る身近なかかりつけ医として信頼いただ

るように研鑽を積むことが必要です。このような日々を送り

けるよう努めますのでよろしくお願いします。

Mail：hatake-ss@nanohana-kebe.com（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
Mail：hatake-tc@nanohana-kebe.com（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

〒731-0221 広島市安佐北区可部5丁目4-19-3
電話：082-81４-0008

FAX：082-819-1140

Mail：nanohanans@nanohana-kebe.com
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見学や体験利用など、随時受け付けています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

秀仁会だより ２０１７春号
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看護トピックス

ごあいさつ

ヘルツ

医療法人 秀仁会 理事長

毎号、ないとう内科・循環器科
から旬の情報をお届けします。

内藤 秀敏

本誌巻頭にてご覧の通り、４月よりないとう内科・循環器科は新しく
桑原健一先生を迎え、私とで下欄のように２診体制で外来診療を行うようになり

秀仁会には色々な部署がありますが、
看護師は外来だけでなくどこの部所でも

Q ホームヘルパーって、どんな事をするの?

働いているのをご存知ですか。看護師から

住み慣れたご自宅で安心した生活を送っていただく

このおたよりで皆さんに、健康に関する

ために、日常生活に支障ある高齢者の方や障害者の方

旬な情報をお伝えしていこうと思います。

の自宅を訪問し、身の回りのお手伝いを行っております。
***************************************

ました。桑原先生は消化器系を専門とされており、当院としては、より質の高い
「花粉症」といえば、スギやヒノキが有名ですが、他にも

診療が提供できるようなったと確信しております。

ヘルパーQ＆A

春には、コナラ、クリ、イチョウ、アカマツなどの花粉も

①身体介護 入浴介助や身体の清拭、オムツ交換、
通院介助など。

本誌名である秀仁会は、昨年より医療法人名を「ないとう内科・循環器科」

あります。年間を通してみてみると、日本では約６０種類もの

②生活援助 掃除、洗濯、調理、買物などの家事

から「秀仁会」に変更したことによるものです。秀仁会のグループには、

原因花粉があると報告されています。そして、日本人の約4人に

全般の援助、また利用者さんの相談

ないとう内科・循環器科、デイケア菜の花、介護老人保健施設菜の花、

１人が花粉症に悩まされています。

相手になったり、さまざまな助言を行っ
たりすることもあります。

居宅介護支援センター菜の花、訪問看護ステーション菜の花、訪問介護ステー

【花粉症対策】

ション菜の花、デイサービスセンター菜の花、介護タクシー菜の花、

①毎年花粉症になる人は、｢くしゃみ｣｢鼻水｣｢鼻づまり｣
などの症状が出る前にアレルギー治療薬を飲み
ましょう。

小規模多機能施設菜の花、サポートハウス菜の花畑、ショートステイ菜の花畑、
トレーニングセンター菜の花畑と、発展的に多種多様となっております。
私たちは、患者さん、入所者さん、利用者さんのより役に立つ組織にすることが
我々の使命だと思っています。

***************************************

※症状が出てから内服を開始するよりも効果が高いといわれます。
早めの病院受診をおすすめします。

訪問介護ステーション菜の花では、12名のホーム

②規則正しい生活を送り、しっかり睡眠をとりましょう。

本誌「秀仁会だより」も、今回よりないとう内科・循環器科で発行していた「ヘルツ」と合併しました。これから
は秀仁会各施設の様子をお知らせし、そして皆様方のご意見をお聞きし、ご希望に添えるような施設に作りあげてい

※ストレスや睡眠不足は、症状の悪化につながります。これらは、
自律神経を乱して免疫力を低下させてしまうからです。

ヘルパーが働いています。
「利用して本当に良かった!!元気になれるよ!!」など、
うれしい声をいただき、私たちも大変ありがたい気持ちで
いっぱいになります。

く礎にしてまいりたいと思っています。ご要望などがありましたら各施設のスタッフに申し述べていただければ、

③腸内環境を整えましょう。（腸内細菌を増やす）

まだ利用されていない方で、お困りの事があれば、

実現するよう努力していきたいと思います。今後とも医療法人秀仁会をよろしくお願いいたします。

※免疫細胞の ７ 割は腸で作られます。その免疫細胞を鍛えて強く
するのが腸内細菌です。これは乳酸菌飲料や発酵食品（漬物、
ヨーグルト、味噌など）に多く含まれます。またオリゴ糖や食物繊維
は、腸内細菌の栄養なので、腸内細菌の増加につながります。

担当のケアマネージャーに相談してみて下さいね。

診療体制
診療時間 ： 午前（８時３０分～１３時００分） 、 午後（１５時００分～１８時００分） 、 休診日：日・ 祝日、木・土の午後

皆様の暮らしが明るく心豊かに過ごせますように……

④外出時には、マスクやメガネをつけましょう。

第１診（桑原先生）

訪問介護 藤井 恵子
看護師 橋国 みさ江

曜日

月

火

午前

診察

診察

水

木

金

診察

診察

土

診察

診察

胃カメラ
午後

診察

診察

診察

胃カメラ
休診

診察

休診

リレー
スタッフ紹介
このコーナーでは、毎回、
秀仁会で働く職員を紹介します。

第2診（内藤先生）
月

火

水

木

金

土

午前

診察

診察

診察

診察

診察

診察

往診
午後

往診

往診

休診
希望者診察可

やまもと

休診
希望者診察可

山本 直樹
センター 菜の花畑
(管理者 兼 生活相談員)

( 理由：つわりみたいに気持ち悪くなるから）

自己PR
人の笑顔を見るととても幸せになります。ご利用者様
に喜んでもらえる新企画や業務改善を考えることが
とても楽しいです。自分の力だけではできないことも、
ご利用者様、ご家族様、地域の皆様、同じ法人の職員

※ 心臓超音波検査は随時

の支えがあれば何でもできる確信もあります。これから

＜受付からのお知らせ＞

も菜の花を利用して良かったと思っていただけるよう

特定健診を受けましょう。４月以降ご自宅へ『特定健康診査診券』が届きます。年に一度、特定健診を受け、ご自身の健康

頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

状態を確認しましょう。ご不明な点がございましたら、当院スタッフまでお気軽にお問合せください。
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●嫌いな食べ物 ： とんかつ

なお き

トレーニング

往診

お花畑で寝る
●好きな食べ物 ： お好み焼き

※ 腹部超音波検査は随時

曜日

●趣味 ：資格を取る、人間ドッグに行く、

秀仁会だより ２０１７春号
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菜の花の混ぜご飯

脳梗塞や骨折による後遺症等がある利用者
様に対して、理学療法士や作業療法士等の

【材料】( 2人分 )

栄養士さんの
かんたん
クッキング♪

・温かいご飯・・・・300g ( 茶碗2膳 )
・菜の花・・・・・・３本

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
菜の花

目的

専門職がリハビリを行い、身体機能の回復
や向上を目指す場所です。

・卵・・・・・・・・1個

月曜日～土曜日・９：３０～１６：００

塩・・・・・・・少々

提供日・提供時間

砂糖・・・・・・少々
・桜えび・・・・・・大さじ2
・いりごま・・・・・小さじ1

勤務している

・こぶ茶・・・・小さじ1弱

職員の資格

【１人分】
ｴﾈﾙｷﾞｰ：329kcal たんぱく質：10.2g ｶﾙｼｳﾑ：136mg 食塩相当量：1.6g

【作り方】

（正月、5月連休、お盆を除く）
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
あん摩･マッサージ･指圧師、
管理栄養士、看護師、介護福祉士

食事

１食５００円（おやつ付き）

入浴

一般浴槽６ヶ所、特殊浴槽２台
１位：専門職による個別リハビリ、

旬の食材である菜の花・桜えびを使った簡単

① 鍋にお湯を沸かし、塩を加え菜の花をゆでる。

言語療法、マッサージがあります。

混ぜご飯です。

ザルにとり水気を絞って、５㎜幅に切る。
② 卵を溶いて、塩と砂糖で薄めに味付けして、炒り卵を作る。
③ ボウルに温かいご飯を入れて、いりごま、こぶ茶を混ぜ
合わせる。

２位：トレーニングマシンや階段、

こぶ茶と桜えびのうま味で、しっかりとした味付けに

平行棒、エアロバイク、足の痛みや

なります。桜えびの代わりに、しらすを入れてもいい

特色ベスト３

です。まるごと食べれる桜えび・しらすは、骨や歯を
つくるのに必要なカルシウムを多く含むので、

④ ③の中に、菜の花、炒り卵、桜えびを加えて混ぜる。

あります。

いろいろな料理に取り入れてみましょう。

３位：重度な方でも安全に入浴できる
特殊浴槽があります。

管理栄養士 三谷 宜子

心もからだも健康に！

日中、外出する機会が少ない方や、人と

森山真由美の元気森森体操

お話しする機会が少ない方が、脳トレー

リハビリ室

理学療法士

目的

森山 真由美

ニングや物作り、ゲーム等を通じて人と
関わり、楽しく過ごしていただく場所

提供日・提供時間

簡単に行えるリハビリを紹介したいと思います。

勤務している

椅子に腰かけて片足を写真の様に上げます↓

デイサービスセンター
菜の花

です。

少しずつ暖かくなり、色々な所で春を感じられる季節となりましたが、皆様方におかれましては、いかがお過ごしで
しょうか？ 外へ出掛けて、春を感じていただくためにまずは、足腰がしっかりしなければいけません。そこで、自宅で無理なく

むくみを和らげる機器等が多数

職員の資格・職種

月曜日～土曜日・９：００～１６：３０
（正月、五月連休、お盆を除く）
あん摩･マッサージ･指圧師、看護師、
介護福祉士、生活相談員

●この時に足首を９０度に曲げて、
片足を上げた状態で３ 秒間保持して
ください。

食事

１食５００円（おやつ付き）

入浴

一般浴槽３ヶ所

●この繰り返しを両足ともに２０回ずつ

１位：編み物や習字、絵手紙等、

行ってみて下さい。

さまざまな選択プログラムを

●この運動は道具が無くても行えるので

足首を９０度に!!

『 朝 ・ 昼 ・ 晩 』ぜひ取り組んでみて

用意しています。
特色ベスト３

ください。

よるマッサージがあります。

足腰がしっかりして来ると、屋外に出て行こう! という気分になります。そして、もう 1 つ大切なことは、足腰がしっかりしてきたら

３位：とても気持ちが良いウォーター
ベッドがあります。

○○してみよう！ と目標を持って取り組むことです。みなさんも、モリモリ元気になって楽しく毎日を過ごしましょう～。
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２位：あん摩･マッサージ･指圧師に
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サポートハウス
菜の花畑

吾亦紅（われもこう）演奏会
３月２２日(水)三次市を中心に活躍する吾亦紅の皆さんが、同じ

小規模多機能施設 菜の花の現在のスタッフはご覧のとおりです。
新年度はこのメンバーでスタートを切ります ！ よろしくお願い
致します。

メンバーである入居者の大下様の誕生祝いを兼ねて演奏に来て

小規模多機能施設
菜の花

くださいました。
吾亦紅の皆様、素敵な演奏ありがとうございました。
“パーキンソングを歌いながら”とても感動しました。
また来てくださいね。

この名前は玄関に掲示しています。ご利用者様が書いてくださいました！
先日、小規模では昔を思い出していただくきっかけに、気分転換も
かねて、喫茶店へ行きました。行かれた方は「やっぱりお店のコーヒーは
美味しいね～」「今度はカレーでも食べたいな～」など、いつにも増して
笑顔でひと時を楽しまれていました。
すっかり暖かく春らしい季節になりました。

◇３月より始動している折り鶴企画◇

小規模では畑も始動し、植え付けの準備が整って

只今、１６１羽となっております！

きております。また、おいしい野菜を皆さんと
味わえるように利用者様と共に育てていきたいと
思います ！ そして、春にはたくさんの花が咲き
ますね。 今、日頃の工作では花瓶を作って
います。
様々な花瓶が仕上がりそうです。お花を飾って、
より 明るい小規 模にしてい きたいと思 います 。
ようやく春らしい気候になり、過ごしやすくなって
きましたね。皆さん元気に過ごしていらっしゃるでしょうか？

ショートステイ
菜の花畑

ショートステイ菜の花畑では、３月４日に広島県薬剤師会館にて広島県病院薬剤師会シンポジウムに参加し発表を

管理者 横山 浩太

介護老人保健施設
菜の花

４月の手工芸

行ってきました。テーマは「地域包括ケアシステムにおける薬物療法の管理～生活と薬を他職種連携から考える～」
というもので、介護の立場から薬についての関わりや支援の仕方について発表をしました。色々な職種の方の発表も
あり多くのことを考えさせられる内容で、これからもっと頑張っていかないといけない気持ちになりました。

老健 菜の花の４月の手工芸では、利用者の皆様に、満開の桜を

ショートステイでは薬についての支援も行っていますが、それ以外でもリハビリであったり、作業や

咲かしていただきました。今回は１人ひとり作成するのではなく、

レクレーションなどの支援も行っています。また上段のサービス付高齢者住宅の記事でも紹介している吾亦紅さんの

全員で大きな作品を作りました。完成した満開の桜は、濃い桜も

グループに来ていただいたり、音楽療法や喫茶等の余暇活動も行っています。

あれば薄い桜もあり、とてもきれいな作品となりました。うぐいす
が今にも『ホーホケキョ』と鳴いているような春らしいものができ

ショートステイ菜の花畑では泊まりに来るだけでなく、少しでも

ましたで、ぜひ皆様もご覧ください。この作品は２階、３階の

楽しく生活していただけるよう職員一同色々と考えています。

フロアに掲示しています。

ぜひ一度見学に来ていただければと思います。カピバラも温泉に
つかりながら皆さんの来所をお待ちしていますよ!!

管理者 永山 佑介
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