＜ないとう内科・循環器科 受付からのお知らせ＞
～インフルエンザ予防接種のお知らせ～
○実施期間：10月16日（月）～12月末（ワクチンが無くなり次第終了します）
○接種回数：1回
○自己負担額：・広島市にお住まいの65歳以上の方…1600円
・一般の方…3000円

平成２９年 秋号

・他の地域にお住いの高齢者の方は役所で発行された接種券をご持参ください。

発行日 平成２９年10月１５日

可部 菜の花

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。

※自己負担額免除の対象の方（生活保護世帯に属する方、市民税の所得割非課税世帯に属する
方）は接種前に必ず確認書類をご提出ください。

ヘルツ

流行シーズン（12月～2月）に間に合うよう、早めの接種をお勧めいたします。

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

秋の行事
10月 芋ほり（老健）、可部保育園（老健）、
秋祭り（菜の花畑）、
お蕎麦（サポートハウス）
１１月

秋祭り（老健）（デイサービス・ﾃﾞｲｹｱ）
介護予防教室（老健）
可部保育園慰問（老健）
紅葉散策（サポートハウス）

12月 クリスマス喫茶（老健）

編集後記
残暑もやわらぎ、少しずつ秋を感じられる過ごしやすい
季節になりました。今年も広島東洋カープがリーグ優勝し、
大変盛り上がったのではないでしょうか。去年に引き続き、
老健の喫茶では、「カープ優勝喫茶」を開催し、利用者の
みなさんと優勝の喜びを分かち合いました。なかには涙を
流す利用者の方もおられ、私もついついもらい泣きをして
しまいそうでした。ぜひ今年は日本一になれることをみなさん
で祈りたいものです。さて、10月となり他事業所では、この
時期ならではの秋祭りに向けて準備を行っております。
利用者様に楽しんでいただけるような企画をたくさんご用意
しておりますので、ぜひご参加ください。
三谷 宜子

在宅での看取り
医療法人秀仁会

理事長

内藤 秀敏

医療法人ないとう内科・循環器科から、医療法

度です。8割近い人が医療施設、老健・特別養護

人秀仁会に名称を変更して1年近くになります。秀

老人ホームなどの福祉施設で看取られています。

仁会も医療から介護へと幅広い領域に進出してき

ただこの現状になったのは30～40年前位からで

ていますが、まだまだ皆様の希望に添える組織に

す。それより前は自宅で亡くなるのが一般的でし

なっていません。

た。

医療部門では今年の4月に安佐市民病院より、

厚生労働省の調査によると自宅で最期を迎え

消化器内科部長の桑原健一先生に副院長に就

たいと思う人は7割超です。医療や介護の必要の

任していただき、より強力な布陣となりました。上部

度合いにもよりますが、多くの人が自宅で看取られ

ないとう内科・循環器科

デイサービスセンター 菜の花

消化管内視鏡検査、腹部エコー検査がいつでも

たいと希望しながら、現実には医療機関になって

〒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

できる様になりました。さらに今後も患者さんの希

しまうというのが現在の状況です。次の機会には

望に添えるような医療面での充実を図っていきた

自宅での看取りの問題点を述べてみたいと思いま

いと思います。

すが、まず言えることは我々医療従事者が在宅で

FAX：082-815-7833

FAX：082-881-2111

Mail：ds@nanohana-kabe.com

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

〒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-kabe.com

Mail：st@nanohana-kabe.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-kabe.com

〒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
FAX：082-819-1140

Mail：nanohanans@nanohana-kabe.com

Page 12

の看取りに本気で取り組むべきだと思っています。

を増やし、患者さんができるだけ住みやすい環境

秀仁会では今後自宅での看取りを積極的に

を整えるために、訪問看護、訪問介護との連携を

進めていきたいと思います。介護者の負担の軽減

取り、一緒に在宅での生活の援助をしたいと思っ

には老健菜の花、菜の花畑の短期入所、小規模

ています。

多機能施設菜の花など宿泊の短期入所などをう

これからは高齢者が益々増えてきて、孤独死も

まく利用していきたいと思います。可能な限り在宅

〒731-0221 広島市安佐北区可部6丁目14-8

増えて来ると思われます。特に独居生活の方に

を利用し最終的には施設入所で看取る方法など

電話：082-516-7727

は、デイケア、デイサービスなどへの参加を呼び

その人それぞれの希望に合った方法で対処してい

かけ、体調が悪いときには短期の宿泊が可能な施

くべきだと思います。在宅での看取りを希望される

設で見守るような組織、また、在宅での看取りを希

方は是非当院に相談してください。我々も勉強し、

望される方にはできるだけ希望を叶えるような方向

人それぞれの希望に沿った看取りの方法を考えた

で組織が一体となって頑張っていきたいと思って

いと思いますので、よろしくお願い致します。

FAX：082-516-7726

Mail：hatake@nanohana-kabe.com（ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽ）
Mail：hatake-ss@nanohana-kabe.com（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
Mail：hatake-tc@nanohana-kabe.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

また、在宅医療も充実させるために先ずは往診

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秋号

います。現在、自宅でお亡くなりになる人は1割程
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山田さん特性の
お芋ブローチ♪

のど

インフルエンザはインフルエンザウイルスが、喉 や気管支、肺で感染、増殖
することによって発症する病気です。
症状は３８℃以上の急な発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感などの全身症状
が強く表れ鼻水、咳、喉の痛みの症状もみられます。インフルエンザが流行して
いる時は、熱が低くても全身症状があれば、インフルエンザに感染している
可能性が考えられます。

治療

タミフルなどのインフルエンザウイルスの増殖を抑える薬で治療。
※ 肺炎などを併発し重症化することがあるので、早めの治療をしましょう。
解熱しても治療開始から最低5日間、自宅療養をしましょう。

予防

①人ごみを避け、外出時はマスクを着用しましょう。
②帰宅時には「手洗い」「うがい」をしましょう。
③栄養と休養を十分にとりましょう。
④室内では加湿と換気をよくしましょう。

主にインフルエンザは咳やくしゃみなどの飛沫感染です。咳エチケットを心がけましょう。
※ 例年11月～12月頃に流行が始まり、1月～3月にピークを迎えます。10月16日（月）から予防接種が
始まりますので、早めに予防接種を行いインフルエンザにかからないように予防と対策をしましょう。
ないとう内科･循環器科

アニマル
セラピー

にしおか

福本 歓子

自己ＰＲ

しんご

西岡 進吾

看護師

このコーナーでは、毎回、
秀仁会で働く職員を紹介します。

リレー
スタッフ紹介

九 月九 日に アニマルセラ
ピーを行いました。アニマ
ルセラピーでは犬と触れ合
い、手を動かしたり、
しゃべったりすることで
楽しみや喜びを感じても
らえるよう実施しました。
今回は、菜の花に三頭の犬
が訪れて、利用者様 を癒し
てくれました。
皆さん優しい笑顔の表情
で、喜ばれていたと思い

9月28日(木)、安佐北区総合福祉センターで編み物
の活動をされている「すずらんの会」より、手編み
のひざ掛けを10枚寄贈していただきました。
1枚1枚ていねいに心をこめて編まれたひざ掛けは、
見ているだけで心まで温かくなります。これからの
寒い季節に、施設で大切に使わせていただきます。
すずらんの会の皆さん、ありがとうございました。

ます。

すずらんの会

可部保育園

９月１日に、可部保育園のゾウ組のみなさんが
菜の花に遊びにきてくれました。夏の歌に加え、
鍵盤ハーモニカや、ハンドベルの演奏など、一生
懸命に演奏してくれる姿をみて、おもわず涙を
浮かべる利用者様や、職員もいました。とても心
がほっこりし、元気をいっぱいいただけた１日で
した。

看護ト ピ ク

芋ほり大会

十 月 三 日 に、 『 芋 ほ り 大 会 』 を 開 催
しました。今年は、しっとりとした
甘い安納芋 あ(んのういも と)ホクホク
とした鳴門金時の二種類の芋を植え
ました。目をキラキラさせながら、
芋ほりを楽しまれる様子をみて、
職員一同うれしく思いました。

介護老人保健施設
菜の花

インフルエンザについて

どんな仕事でも丁寧に行うことを心がけています。利用者様が
菜の花を利用して良かったと思えるようなサービスを提供でき

作業療法士

るよう頑張ります。よろしくお願いします。
●趣味 ：フットサル
●好きな食べ物 ： かまぼこ
●嫌いな食べ物 ： きゅうり

ふじの

ゆ

藤野 有希
理学療法士

自己 ＰＲ

き

利用者様ひとりひとりと目標を共有しながら毎日笑顔で
元気にリハビリに取り組んでいきたいと思います。よろしく
お願いします!!
●趣味 ： マリンスポーツ
●好きな食べ物 ： ちくわ
●嫌いな食べ物 ： なすび
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夕涼み会

鶏肉のきのこクリームソースかけ
栄養士さんの
かんたん
クッキング♪

ショートステイ
菜の花畑
8月10日「夕涼み会」と名づけて、夏祭りを実
施しました。花火あり屋台ありゲームありでお祭
り気分をあじわうことができました。よい夏の思
い出ができました。

【1人分】
ｴﾈﾙｷﾞｰ
：363kcal
たんぱく質 ：29.9g
食塩相当量：1.7g

野菜を季節によって変えても楽しめます。肉だけで
なく魚やパスタに変えたり、グラタンソースにも

4

そうめん流し

できます。クリームソースに入れるきのこの種類や

日間、

・バター・・・・・10ｇ
・牛乳・・・・・・150ｍｌ
・塩・・・・・・・小さじ1/3弱
・こしょう・・・・少々
・顆粒コンソメ・・小さじ1/4弱
・ゆでブロッコリー・・・４個（６０g）

31

日の

おいしいクリームソースがフライパン1つで簡単に

8

月

・小麦粉・・・・・大さじ1

28

日から

混ぜてから牛乳を加えることでダマができにくく、

8

月

・たまねぎ・・・・1/4（40ｇ）

サポートハウス、ショートステイ、トレー

野菜に火が通ったら、小麦粉が野菜によくなじむまで

ニングセンターと場所を変えながら、

・しめじ・・・・1/4（３０g）

そうめんを流しました。

・塩、こしょう・・少々

普段食べるそうめんより一段とおいしく、

・鶏肉・・・・・・１枚 ( 250ｇ )

初め て体験 さ れた方も おら れ大変喜 ば れ

ました。来年もやりましょう。

【材料】( 2人分 )

活用できるのでアレンジが豊富です。これからの寒い

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

季節に体が温まる一品です。

サポートハウス
菜の花畑

【作り方】

ネイルサロン
居宅介護センター菜の花のケアマネジャー主催でネイルサロンを開催

①鶏肉に塩・こしょうで下味をつける。

しました。皆様に笑顔になってほしいとの思いを込めて、ネイルを塗って

②強火から中火に温めたフライパンで皮面を下にして３分焼き、焼き色がついたら

ひっくり返して

くださいました。男性利用者の方にはハンドマッサージをしました。

さらに、1～2分焼く。
③ふたをして弱火で7～8分焼き、焼けたら食べやすい大きさに切る。
④熱したフライパンにバターをとかし、弱火～中火でしめじ、たまねぎを炒める。
⑤弱火にしてダマにならないように小麦粉をふり入れ、混ぜる。
⑥ ⑤に牛乳を少しずつ加え塩・こしょう・顆粒コンソメで味を整え、とろみがつくまでかき混ぜる。
⑦焼きあがった鶏肉を皿に盛り、クリームソースをかけ、ゆでたブロッコリーを添える。
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小規模多機能施設 菜の花の夏号以降の活動をご紹介します。

高齢になるにつれて、体力や筋力が衰えていくことが不安
だという声をよく耳にします。自宅で運動を継続的に続ける

トレーニングセンター
菜の花

ことができれば体力は維持できると思いますが、大半の方は
三日坊主になったり、自主的に行なっている体操に効果がある

小規模多機能施設
菜の花

カープ♪カープ♪カープひろしま♪
ひ～ろしま～カープ
リーグ２連覇おめでとうございます!! 小規模菜の花では、夏号が発行

のか疑心暗鬼になりますよね。でも大丈夫 ! 私達がいます。

して間もない７月２９日に、ご利用者様とご家族様を対象に、初めての

健康運動指導士や、健康運動実践指導者、介護予防指導士が

企画『カープスクリーン観戦交流会』を行いました。もしかして、
この皆さんの声援も優勝を後押ししていたのでは・・・。普段とは違っ

健康な体作りをサポートします。同じような不安を抱えた方が

た雰囲気の中で夕食を食べるなど、皆さん楽しまれていました。クライ

たくさん利用されているので、みんなで一緒に楽しく運動し、

マックスシリーズで第２弾を行えたらと思います。日本一も叶うかも！

今の元気な体を維持しましょう。

千羽鶴
8月には皆様と一緒に作った千羽鶴を
平和公園へ奉納に行きました。２名代表で
利用者様により無事に奉納されました。海外
の方もたくさんいた様子など、帰られて皆様
にお話しをしてくださいました。

小規模菜の花から屋台の出店をしました。
初めて屋台出店をさせて頂き、試行錯誤での開始
となりました。不安もありましたが、販売１時間
で完売となりました! 地域の方との交流も
でき、菜の花を身近に感じていただくよい機会に
なりました。

おまつり

◆南原盆踊り大会へ参加

◆小規模菜の花夏祭り

今年は、いままで秋に行っていたお祭りを、
毎年の恒例行事、そうめん流しと同時開催で夏祭り
を行いました。子ども神楽・和太鼓・三味線・
スタッフの出し物・そうめん流し・各屋台があり、
楽しいお祭りとなりました。ご利用者様・ご家族様・
地域の方々のご参加ありがとうございました！

トレーニングセンター
の日頃の様子
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高齢者いきいき活動
ポイント事業について

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。

私た ちデ イケア の職 員が一 丸と なって ご利 用者様 に寄 り

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
菜の花

添い、住み慣れた自宅で1日でも長く暮らせるようにサポート
します。理学療法士や作業療法士を中心に言語聴覚士、
マッサ ージ 師、管 理栄 養士、 介護 福祉士 が、 ご利用 者様 に

９月から開始された高齢者いきいき活動ポイント事業ですが、

合ったリハビリや食生活等を提案します。現状維持だけでは

なぜこういった事業が導入されたのか、簡単にご説明させて

なく、機能回復・機能向上を目指します。

いただきます。
今後はこれまで以上に、元気な高齢者には地域の支え手として活躍していただき、介護を必要としない
高齢者ができるだけ増えるようにしていくために、高齢者による地域ボランティア活動への参加や介護
予防・健康増進に資する活動への参加を効果的に促進していくことが重要となっています。
こうした観点に立って、広島市では実際の活動実績に基づいて高齢者の社会参加をより的確かつ効果的に
促進する支援が行えるように、新たな奨励制度として高齢者いきいき活動ポイント事業を導入することに
なりました。
事業対象者となる方（広島市内に住所を有する70歳以上の高齢者）には8月下旬にポイント手帳と対象

デイケアの
日頃の様子

事業の一覧表が送付されています。
これをきっかけに、ボランティア・趣味活動等、新たな集まりに参加する機会を設けてみてはいかがで
しょうか？

事業の仕組み
①登録
（随時受付）

④ポイント手帳に
スタンプ押印
（活動の都度）
②スタンプ交付

活動団体

③ポイント手帳交付（８月）
⑤ポイント手帳提出（翌年９月）
⑥ポイント数に応じて奨励金支給）

広島市

高齢者
居宅介護支援センター菜の花
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今年も、もみじ銀行さんの協力のもとたくさんの作品が

心もからだも健康に！

銀行に展示されました。コツコツ仕上げたアイデア溢れる

森山真由美の元気森森体操
リハビリ室

理学療法士

デイサービスセンター
菜の花

森山 真由美

作品ばかりで、でき上がっていく度に笑顔が増え、納得いく
作品ができた時の達成感は、何ともいえないものがあるよう
です。作品をご家族と一緒に見に行かれた方もたくさんおられ

食欲の秋です。マツタケなどのキノコ類、栗、サツマイモ、柿、梨などおいしい食材が旬の季節を迎え

ました。

ます。キノコ類は喉につかえやすく、飲み込みにくい食品です。今回は、飲み込みに重要な役割を担って
いる喉の周りの筋肉のストレッチについてお話します。
◆左耳の上に手をおき右に頭を倒し、10秒数えます。

ト!!
ン
イ
ポ
が
ここ
☑ 右の耳を肩につけるようにすると、
しっかりストレッチできます。
☑ 反対側も同様に、左の耳を肩につける
ように左側に頭を倒します。
☑ 呼吸を止めずに力を抜くようにしま
しょう。

もし近所に日中、家に引きこもりの方や、退屈されている方がおられましたら、ぜひ、デイケア、
デイサービスセンター、トレーニングセンターへお誘いください。体験利用や施設見学等を随時受け付け
ています。送迎も致しますのでお気軽にお電話下さい。「百聞は一見にしかず」です。

この体操は喉の周りの筋肉をリラックスさせるための体操です。食事の前に行っていただければ、飲み
込みがスムーズになり、より安全に食事を楽しむことができるでしょう。気候の良い秋を楽しみましょう。

ヘルパーQ＆A
家庭を訪問して、調理や掃除・洗濯などの家事、生活必需品の買い物、薬の受け取りなどを行います。
生活に必要な家事などの行為を、身近で援助してもらえる人がいない場合に利用することができます。

介護予防教室

今回は「生活援助」についてご紹介します。

Q. へルパーに頼めないことってある？（介護保険で認められないこと）
*******************************************************************************************************************************************************************

A. ◆直接本人の援助に該当しない行為・・・家族のための家事、来客の応接、自家用車の洗車・清掃など
◆日常生活に差し支えない作業・・・・・草むしり、花木の水やり、ペットの世話など

◆開催日： 平成２９年１１月１９日（日)
◆場所 ： 介護老人保健施設 菜の花 1階
◆時間

: １４：００～１５：３０

靴、杖、歩行器、シルバーカー、食事の

◆ふだんの家事の範囲を超える作業・・・家具などの移動、修繕、模様替え、大掃除、窓ガラスみが

自助具など実際に色々な福祉用具を手に

き、ワックスがけ、ペンキぬり、正月の準備など手間をかけ

取って触っていただけます。

て行う調理など

ぜひこの機会に皆様ご参加くださいませ。

私たち、ホームヘルパーはご自宅に伺ってサービスを行いますので、なにより利用者様との信頼関係が
いちばん大切になります。これまで生活されてきたスタイルを尊重しながら、またできるだけ寄り添い
ながら支援させていただきたいと思います。ご意見や、ご要望などがありましたら遠慮なく訪問介護

☆お申込み

平成２９年１１月１日（水）

ヘルパーに申し出てくださいね。

事務所までお待ちしております。

皆様がご自宅で安心して、笑顔で暮らせますように・・・。
訪問介護ステーション 菜の花 藤井 恵子
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