平成30年 夏号

発行日 平成30年7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。

ヘルツ

在宅療養支援診療所について

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。

医療法人秀仁会 ないとう内科
院長 内藤 秀敏
当院は昨年4月より安佐市民病院消化器内科
部長であった桑原健一先生に副院長として勤務

求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可
能な体制を確保していること．

してもらっています。そのお陰で外来部門は充

④ 他の保険医療機関との連携によりその医療

実してきています。これからは在宅診療（往

機関内において、在宅療養患者の緊急入院

診）を充実させることが大切だと思っていま

を受 け入れ る体 制を確 保し てい るこ と．

す。そのため今年の６月より在宅療養支援診療
所を開設いたしました。

などが必要です。
これは当院も医師が２名になり、訪問看護も

在宅支援診療所とは在宅での看取りを希望さ

充実してきたため行えるようになりました。

れる方、またはできる限り在宅で過ごし最後に

在宅療養あるいは在宅での看取りを希望される

入院を希望される方には、その希望を叶えてあ

患者さんに、より安心した在宅生活が送れるよ

げられる施設です。これは当院と患者さんとの

うに組織の充実を図っていきたいと思っていま

契約に基づき行われるものです。

す。在宅療養を希望される患者さんは当院に

在宅療養支援診療所においては、
① 24時間連絡を受ける医師または看護職員を

相談してください。詳しい内容を説明いたしま
す。よろしくお願いいたします。

配置し、その連絡先を文書で患者さんに知
らせること．
② 他の保険医療機関の医師との連携により患
者さんの求めに応じて24時間往診が可能な
体制を確保していること．
③ 他の保険医療機関、訪問看護ステーション
等の看護職員との連携により、患者さんの
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秀仁会だより ２０１８夏号

ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽ
菜の花畑

入居者様から「売店があったらいいねぇー」と言う声がチラホラ聞こえていました。この度、販売店様の
協力のもと実現させることができました。自分の目で商品を見て購入を決めことができ、首を長くして待っ
ておられる入居者様もおられます。

吾亦紅演奏会

農
様園
の
子

われもこう

売
店
を
始
め
ま
し
た

夏野菜、サツマイモの植え付け
が終わ り、 ジャ ガイモ の 収穫を
迎えようとしています。花や木も
成長し 、見 応え のある 農 園へと
成長中です。現在定期的な農園で
の活動 を広 島市 高齢者 い きいき
ポイント事業に認定申請中です。
閉じこもり予防の為に、活動可能
な方の 参加 をお 待ちし て おりま
す。興 味の ある 方は事 務 所まで
声をかけてください。

４月３日に第２回目となる吾亦紅の演奏会を開催
していただきました。昨年同様素晴らしい演奏を
ありがとうございました。

新職員紹介

ｼｮｰﾄｽﾃｲ
菜の花畑

この度新しい職員が配属となりました。よろしくお願いい
たします。
氏名

児玉 純江

氏名

山根 悦子

職種

看護師

職種

看護師

性格

明るい

性格

趣味

片付け

楽天的だが悩みや
すい？

趣味

寝る事

好きな食べ物
フルーツ
休日の過ごし方
犬の散歩

好きな食べ物 全て
休日の過ごし方
庭の花の手入れ

一言
精一杯頑張ります

一言

小心者ですがよろ
しくお願いします
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新職員紹介
トレーニングセンター
菜の花畑

この度新しい職員が配属となりました。よろしくお願いい
たします。

氏名

吉村 明子

職種

機能訓練指導員（看護師）

性格

あわてもの

ため置きした録画テレビを見る

うっかりする事が多い
趣味

ライブに行くこと

リハビリ訓練台

一言
たくさんの出会いを楽しみに
仕事を楽しんで取り組みたいです。

好きな食べ物
おはぎ

休日の過ごし方

ケーキ（甘い物）

よろしくお願いします。

・レコードプレーヤーを設置!!

フロアの一角にリハ台を置きました。個別のプログラムを頑張って取り組まれている姿とベンチ代わりにしてみんな
で会話を楽しまれている風景です。

利用者様のレコードが壊れて使い物にならない
と言われ、修理をいろいろな業者に依頼しました
が、対応ができないといわれました。職員がダメ
もとで部品を交換したら動くようになりました。
懐かしいレコードを聴いています。

Page 3

秀仁会だより ２０１８夏号

畑再建プロジェクト
小規模多機能施設
菜の花

その後の様子
前号でお伝えした休耕状態の畑は、５月に家族参加企画「五月まつ
り」にて利用者様、ご家族様のご協力で見事に再建を遂げています !!

当日は雨が降る中ではありましたがテントを立てて臨みました。畝を作っていただき一緒に苗を植える事ができまし
た。施設の中では野菜のプレート作りや、ご家族参加のもと昼食作りが進みました。この日のメニューは「手ごね煮込
みハンバーグ」「かき揚げ・天ぷら」「かまぼこ」「筍おこわ」「果物」を詰めました。おやつには「よもぎ団子」を
作りました。利用者様・ご家族様・スタッフで一致団結して、おいしい手作りの『五月弁当』が完成しました。食事の
前には利用者の方による『オカリナ演奏』がありました。普段はあまり聞くことのできない、とてもきれいな音色で楽
しませてくださいました♪ いつもと違った雰囲気で昼食を囲み、多くの笑顔と“美味しい”の声が広がりました。畑
はその後も足を運んでくださる方がおられて、今では多くの野菜たちがスクスクと育っています。スタッフも草だらけ
の恥ずかしい畑とならないように奮闘していきます。愛情たっぷり採れたて野菜を皆さんと一緒に味わいたいと思い
ます。
こりゃぁ何に
なるんかいねぇ

大きゅう育つんよ～

立派に育ちました!!
ご家族と一緒に、たくさんの「手作り５月弁当」を作りました！！

アロマテラピー体験会をしました
香りによる嗅覚への刺激は記憶力の活性化やリラッ
クス効果などに効果があるとされています。
当日は講師の方に来ていただきハンドマッサージや
色々な香りの紹介等を行ってくださいました。
皆さんから「いい匂い♪」と声があったり、違う香り
を嗅ぎあったりとコミュニケーションも生まれていま
した。マッサージはリラックスして笑顔で受けておら
れる姿が見られたりと、普段とは違った雰囲気を感じ
ていただき良い時間となりました。

管理者 横山 浩太
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介護老人保健施設
菜の花

保育園慰問行事
可部保育園・どれみふぁ保育園
５月には可部保育園の4歳児さん、６月にはどれみ
ふぁ保育園の２歳児さんが菜の花に遊びに来てくれま

可部保育園

した。かわいい踊りや、歌を披露してくれて利用者の
皆さんも笑顔がこぼれました。利用者さんとの交流で
は、ギューっと抱きついたり、手をつないだりなど楽
しい時間を一緒に過ごすことができ、皆さん良い思い
出となったのではないかと思います。可部保育園、
どれみふぁ保育園の皆さんありがとうございました。

どれみふぁ保育園

ギュー
っと

菜の花
喫茶
６月の第１回目の喫茶は、手作りおやつの「あじさ
いゼリー」を提供しました。あじさいをイメージし
作りました。その日は、施設の畑に咲いているあじ
さいもテーブルに飾り、６月らしい喫茶となりまし
た。利用者の皆さん、冷たいおやつに「おいしい」
「わ～、おやつもあじさいであじさい祭りじゃね」な
どと、大変喜ばれました。たくさんの笑顔が見れて、
職員一同とてもうれしい気持ちになりました。
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デイサービスセンター
菜の花

ちぎり絵

巨大張り子

メッセージボード

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
菜の花

洗濯たたみ

デイサービスセンター
菜の花の活動

巨大ロジックアート

ユニホームの飾り

カラオケルーム

デイケア菜の花の生活
リハビリ ＆ 作業療法

デイケアで流行中のパズル

ご家庭の押し入れやクローゼット等で眠っている３００ピース以下のパズル、知恵の輪、けん玉等あり
ましたら、作業療法に使用したいので譲って頂ければと思います。また、食器を使用した生活リハビリを
始めたいと思っていますので、不要な食器も募集しています。
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看
護
ト
ピ
ッ
ク

元気で楽しく過ごすために
① 毎日飽きずに続けてできることを持っていますか?
例えば、散歩する、朝のTV体操をする、花の水やり…カープの応援も
いいですね。
生活リズムができ、安心感や達成感が得られます。

② 身近な楽しみはありますか?
女性なら洋服のことや雑貨など、あるいは食べることも楽しみかもしれ
ませんね。趣味やボランティア、地域活動、家庭菜園などもあります
ね。ちょっとした楽しみがあると心と身体がいきいきします。

③ ご近所付き合いや人とのかかわりを大切にしていますか?
顔の見える環境がそばにあると、暮らしに安心感が得られます。

ヒ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

り
す
る
元
気
の
秘
訣
で
す
。
ま
ず
、
元
気
に
楽
し
く
過
ご
す
た
め
の

暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
訪
問
看
護
師
２
人
か
ら
お
贈

元気を引き寄せる３つのポイント
① 普段からネガティブな言葉を使っていると体の不調の原因となり得ます。「腰が痛い、膝が痛い」など
過剰に発していると脳は「あ、痛いんだ」という信号が送られ余計に痛くなります。「少し楽になってき
たかな」と変えると不思議と楽になってくるものです。「痛い」「つらい」「嫌だ」、このようなネガ
ティブな言葉を変換し、「楽しい、嬉しい、好き、元気、おいしい」このようなポジティブ言葉を使い
ましょう。

② 笑・・元気な方はよく笑っています。昔からあることわざ「笑う門には福来る」、笑うことにより脳が元
気だと錯覚します。実際に高齢者の方々と体操をする前に、「皆さんで笑いましょう!! ウソでもいいので
声を出して笑ってください １０秒間!! 」、笑った後の体操はみなさんいつもより動きにキレがあります。
笑うとがん細胞を減らすなんていう実験データもあります。笑いましょう、ニタニタ、にやにやでもオッ
ケイです。

③ 気を遣う。元気になるためには「気」が必要です。認知症を発症する方には外出しない引きこもりがちが
多いのも「気」を使っていないことが要因となります。パジャマ姿で、髪の毛ボサボサでいても誰からも
なにも言われません。外出するとなれば身だしなみに「気」を遣うようになります。元気な高齢者の共通
点としては「周囲への気遣いが素晴らしい」ということがあります。
訪問看護師
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梶川 直美、奥田 豊子
秀仁会だより ２０１８夏号

心もからだも健康に！

森山真由美の元気森森体操
リハビリ室 理学療法士 森山 真由美
朝顔がきれいな花を咲かせる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。こまめに水分を
とり、熱中症にならないように気をつけていきましょう。今回は、テレビを見ながらでも簡単に行える、
太もものストレッチをご紹介します。

＜あぐらで内もものストレッチ＞
この体操は太ももの内側にある〔内転筋〕の柔軟性を高める事ができます。内ももの柔軟性を保つことで
下半身への血流の循環を改善して【足のむくみを予防する効果】や股関節・腰痛の【痛みを予防する効果】
も期待できます。

☑ 両足の裏をつけたまま、できる限り足を開いていきましょう。
☑ １０秒×６回を目安に行いましょう。

ないとう内科
循環器科

＜受付からのお知らせ＞
平成３０年度

高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ

① 対象者
下記（１）または（２）を満たす方のうち、過去にこのワクチンを接種したことがない方が対象です。
（１）年度内に６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５，１００歳を迎える方
６５歳：S２８年４月２日～S２９年４月１日、７０歳：S２３年４月２日～S２４年４月１日
７５歳：S１８年４月２日～S１９年４月１日、８０歳：S１３年４月２日～S１４年４月１日
８５歳：S８年４月２日～S９年４月１日、９０歳：S３年４月２日～S４年４月１日
９５歳：T１２年４月２日～T１３年４月１日、１００歳：T７年４月２日～T８年４月１日
（２）接種日に６０歳～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能不全で日常生活が極度に制限されている方、「身
体障害者手帳１級相当の障害」を有する方

②実施期間
平成３０年７月１日（日）から平成３１年３月３１日（日）まで
（上記期間外は任意の予防接種となり、公費負担の対象とはなりません。）

③接種料金
自己負担金

４,６００円

④自己負担金免除者
①の対象者のうち、次の（１）または（２）に該当する方
（１）生活保護世帯に属する方
（２）市民税の所得割非課税世帯に属する方
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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。

介護報酬の
改正について

平成30年4月、3年ぶりに介護報酬が改定されました。この平成30年度の介護報酬改定は、診療報酬
とのダブル改定となり、今回の改定では『医療と介護の連携』を促す体制が盛り込まれています。入院時
にケアマネジャーが医療機関へ情報提供する「入院時情報連携加算」があり、「情報提供書」を入院後
3日以内に医療機関へ出せば「加算Ⅰ(200単位／月)」を算定できます。入院後4日以上7日以内の場合
は、単価の安い「加算Ⅱ(100単位／月)」となります。これまでは医療機関を訪問するか否かで評価が
分かれていましたが、様式例を使ってスピードを重視する仕組みに変更されました。

また、退院時は医療機関と連携し退院後のケアプランを作成した場合に「退院・退所加算」を算定でき
ます。改定後は退院カンファレンス参加の有無や連携回数により報酬が細分化されます。入院・退院時の
いずれにおいても、医療機関とケアマネジャーの情報共有で、双方に加算が算定されることになります。
（※介護保険の入院時・退院時加算では、ご利用者さまの自己負担は発生しません。）

◎医療機関とケアマネジャーの円滑な連携の為、入院の際には医療機関から担当ケアマネジャーの所属事業
所・名前を聞かれます。ケアマネジャーの名刺や、メモを介護保険証等と一緒にケースへ入れておけば、
いざという時にも安心です。また、これまでも医療機関への入院情報提供は行っておりましたが、今回の
改正ではお薬について等、提供時に求められる情報の種類が増えました。
居宅介護支援センター菜の花
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鶏肉の野菜マリネ
栄養士さんの
かんたん
クッキング♪
【1人分】
エネルギー ：347kcal
たんぱく質 ：28g
食塩相当量 ：2.0g

【材料】( 2人分 )
◇鶏むね肉・・・１枚(２５０g)
◇片栗粉・・・・適量
◇油・・・・・・大さじ1

A

・酒・・・大さじ2
・水・・・１/２カップ

◇パプリカ・・・１/２個
◇ピーマン・・・１/２個

【作り方】
① 鶏肉は厚い部分を開き、厚さを均一にし、片栗粉を薄くつける。
② フライパンに油をひき、鶏肉は皮目を下にし、焼き色をつける
ようにして焼く。
③ ひっくり返して、酒、水を入れ蓋をして中火で6～7分蒸し焼き
にする。
④ パプリカ、ピーマンは細切り、玉ねぎは薄切り、なすびは半月
切りにそれぞれ切る。

◇なすび・・・・１/２個

⑤ ④をレンジ約3分で加熱する。

◇玉ねぎ・・・・１/４個

⑥ ●印の調味料を合わせておき、焼けた鶏肉を食べやすい大きさ

●しょうゆ・・・大さじ1
●砂糖・・・・・大さじ3

に切り、野菜と一緒につけ、冷蔵庫で冷やす。
⑦ 器に盛り、千切りにした青じそを添える。

●酢・・・・・・大さじ３
◇青じそ・・・・２枚
これから暑くなり、食欲がないときにも肉と野菜がたっぷりとれ、さっぱりといただける一品です。
夏野菜は彩りも鮮やかで食欲をそそります。また、シソなどの香味野菜を使うのもおすすめです。
お好みの野菜をいれたり、お肉を魚にしたりしていろいろなアレンジを楽しむこともできます。
冷やしてマリネとして食べても良し、あたたかいまま食べると酢豚風の味としてもおいしくいただけ
ます。まだまだこれから暑くなっていきますが、みなさん夏バテしないよう元気に過ごしていきま
しょう。
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ヘルパーステーション
食中毒に気をつけましょう
梅雨明けも間近になり、食中毒が起こりやすい環境になっています。ご家族でも対策をしていきましょう。
そのためには原因となる細菌やウイルスを…

つけない

・調理前、中、後、食事前などによく手を洗う。
・野菜や魚介類などは流水で洗う。
・調理器具を消毒するなどして清潔を保つ。
・生肉や魚介類は他の食品にふれないように分けて保存する。
・野菜、肉、魚などで調理器具を分ける。

ふやさない

・調理した食品を常温で放置しない。

やっつける

・十分に加熱する。

・食品に合わせて適した温度で保存する。
・調理した食品は早めに食べきる。

・調理した食品を再加熱する際も、十分に加熱する。

訪問介護ステーションでは、共に行う家事ということで、一緒に調理したり冷蔵庫の中の確認をしています。調理し
たものに日付をつけ早めに食べてもらう、ちょうど良い量の調理をする、賞味期限が近い食材は早めに調理するなど
私たちスタッフも気を付けていきます。一緒に対策していきましょう。

訪問介護ステーション 菜の花 西光 由紀子

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
介
紹
フ
ッ
タ
ス

自己ＰＲ
私は、内科と整形外科の病院で病棟勤務をしてきました。以前
より老健施設で働いてみたいと考えておりましたが、この度、
「菜の花」で勤めさせていただくこととなり、大変うれしく
思っています。施設での勤務は初めてですが、１日も早く仕事に
慣れ、職場の方たちと共に、入所者様の笑顔が見られるよう頑張
りたいと思います。ご指導、よろしくお願い致します。

うえはら

し づ こ

上原 志津子

●趣味 ：園芸、D I Y
●好きな食べ物 ： 魚料理
●嫌いな食べ物 ： 青のり

看護師
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栄養教室のお知らせ
～ 何をどれだけ食べたらいいの ? ～
１日にとりたい食事量を知る機会です。簡単に

◆ 開催日 : 平成３０年８月２６日(日)

作れる料理を紹介し、試食していただきます。

◆ 時間 ：10：00～11：30

ふるってご参加ください。

◆ 場所 ：介護老人保健施設 菜の花

☆ 詳細については、ポスターな
どの掲示にてお知らせいたし
ます。

主な夏の行事
7月

法話＆ﾌﾗﾀﾞﾝｽ（老健）

8月

スイカ割り・花火大会（老健）
夏祭り喫茶（老健）
そうめん流し・花火（小規模）

編集後記
梅雨ももうじき明け、暑い日が続く季節になりました。 デイ
ケアに咲いているヒマワリも日に日に背を伸ばし、少しずつ
夏に近づいているように感じられます。最近では、サッカー
ワールドカップが開催され、日本中が大変盛り上がりました
ね。 結果はおしかったですが、心に残る試合となりました。
さて、各事業所の畑ではいろいろな野菜が育っています。
多くの収穫を期待し、成長を楽しみにしたいと思います !!

9月

家族会（老健）
ハーモニカ演奏会（老健）

ま

だまだ暑くなりますので、こまめに水分をとって、体調崩さな
いようこの夏をのりきりましょう。
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 FAX：082-815-7833

電話：082-815-1150

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 FAX：082-819-1140

電話：082-818-6006 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-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 FAX：082-819-1140
Mail：nanohanans@nanohana-kabe.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。
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