ので特に注意が必要な種類で
す。
主な発生場所は、ビニールク
ロス・シャワーカーテン・ク
ーラー内部・椅子やタンスの
裏側・衣類等です。
これらのカビが発生しやすく
なる条件は、湿度（八十％以
上）・温度（二～三十度位）
・汚れ（汚れやホコリが大好
物）・酸素（空気に触れるこ
とで活性化する）です。
そしてこれらに配慮した環境
を作るだけでも、カビ予防に
大変有効です。
家庭内でカビが発生しやすい
代表的な場所はお風呂場です
。使用後に壁や浴槽等に付い
た泡や石鹸カスをよく洗い流
すことです。
初めはお湯で綺麗に落とし、
その後冷水で流します。
壁や床に付いている水滴をふ
き取り、乾いてる状態でアル
コールを使って壁や床を消毒
するのも予防に効果的です。
看護 石田 伊代子

『『『『施設のおいしい
『『『『入所・・・・短期入所・・・・通所
メニュー』』』』
利用状況について』』』』
お花見特別食
・桜寿司
・かつおのたたき
・筍木の芽和え
・胡麻豆腐
・桃ミルクゼリー

ただいま入所・短期入所・通所
の各サービスにおきましては、
速速速速やかにご案内できる状態とな
っております！！！！
通所リハビリテーション
（デイケア）につきましては、
無料体験をををを受付中です。。。。
その機会がございましたらぜひ
以下の担当者まで、お気軽にお
問い合わせ願います。
長生苑ホームページにつきまし
ても、ご参照願います。
入所・短期入所担当
城本・久木野・南地
支援相談 員

通所リハビリテーション
（デイケア）担当 住岡・清水

編集後記 新年度が始まり早やひと月近くが過ぎました。
ゴールデンウイークも間近です。公私ともに充実した生活
を送っていければと思います。（Ｍ）
発行 医療法人 西浦会
介護老人保健施設 長生苑
℡０６‐６９０８‐７７７０

『『『『お花見会開催』』』』

『お花見日和です』

ました。
この後、午後からは食堂に
集まって頂いての〝お茶会
〟です。
栄養士さんを始めスタッフ
がせっせと点てた抹茶と和
菓子のセットを召し上がっ
て頂きました。
もっと沢山の笑顔が見られ
る様に、来年は満開の日取
りでありますように！
介護 宮本 潔子

ホームページアドレス
http://www.cyoseien.jp

『『『『カビ発生にご注意をををを！』

長生苑ネットワーク

『春の匂いが漂う特別食です』

その舵取りとしての職務 春光麗かな季節を迎え、心
に邁進していく所存です 地よい日々が増してまいり
。私は、平成二十五年福 ました。
島原発事故による医師不 当苑、恒例行事の一つであ
在地援助の為、南相馬市 る〝お花見〟を三月三十一
老健施設『長生院』に勤 日に開催致しました。
務しました。
今年も例年どおり、スタッ
今度は守口市の老健『長 フは一週間前からソワソワ
生苑』に勤務することに …。
なり、何かの縁を感じま 天気と桜の開花状況ばかり
す。
気にしています。
今後も地域に根ざした施 いつも以上に暖かく『開花
設として、ご利用される が早すぎる！！』
方々、ご家族様に満足し 前日には風も強くドキドキ
て頂ける介護サービスの しましたが、何とか八割九
提供を出来るように職員 割桜は残ってくれました。
一丸となり実践していき 当日二階の居室、特等席の
ます。
一部屋をお借りして、飾り
なにとぞ前任者同様格別 つけや桜のアロマを焚き、
のご支援ご鞭撻を賜りま お琴の曲をかけ準備。
すようお願い申し上げま そしてご入所者様を数人ず
す。 施設長 後畠 弘 つお連れすると、みるみる
皆さんの表情がパアーっと
明るくなり『わぁ！』と声
も漏れ、瞳がキラキラ☆そ
の姿にスタッフ達はニコニ
コ。
温かいコーヒーを飲んで頂
きながら、暫しの桜観賞。
『 奈良の馬見丘陵公園・
ゆったりとした時間が流れ
ハンカチの木です』

『『『『新施設長挨拶』』』』

平成三十年四月一日より
大塚施設長の後任として
『介護老人保健施設長生
苑』の施設長に就任いた
しました、後畠弘（うし
ろばたひろし）と申しま
す。
誠に微力ではございます
が、全力で取り組み全職
員とともに精励してまい
ります。
時を同じくしてまさに平
成三十年四月一日より介
護報酬が改定されて、老
健の役割がより一層在宅
支援の施設として明記さ
れました。
長生苑も在宅支援の施設
として新たにスタート・
船出します。

梅雨の時期にはまだ間があり
ますが、今回は『カビ』につ
いて取り上げます。
カビ菌の種類は細かく分ける
と約三万種もあるそうです。
また新種のカビ菌も頻繁に発
見されているとのことです。
その中でも今回は私たちの身
近にあるカビ菌についてご紹
介します。
黒黒黒黒カビ：もっとも有名で湿気
が多い場所に生えるカビです
。見た目は黒く、繁殖力も強
いカビで、乾燥等にも強くア
レルギーの原因にもなる厄介
なカビ菌です。
浴室や壁、野菜や衣類などに
多く発生します。
青青青青カビ：チーズにもよく使わ
れるカビ菌です。
身近な発生場所は、みかんや
パンや乳製品等に発生し、種
類によっては家具や押し入れ
・畳にも発生します。
ススカビ：果物やうどん等に
よく見られる、灰黒色、綿毛
状のカビ菌です。
プラスチックを腐らせるほど
強い力を持っています。
喘息を引き起こすこともある

介護老人保健施設 長生苑
医療法人西浦会

医療法人西浦会 介護老 人保健施設 長生苑
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標語『引き締めよう初心の
自分忘れずに』を念頭に今
年度もサービスの向上に努
めてまいります。
事務長 宮田 潔

『『『『委員会年度末・・・・新年度テーマ発表会』』』』
三月三十日、年度末の委員会
活動報告会を開催しました。
当施設では接遇委員会、身体
拘束・虐待防止推進委員会、
レクリエーション委員会、福
祉用具専門委員会、褥瘡予防
対策委員会の五つの委員会の
どれかに非常勤を除く全職員
が所属して活動しています。
そして年度末の最終成果発表
で最も優れた発表を行った委
員会が、全国老人保健施設全
国大会での口演発表を行なっ
ています。
平成三十年度は、接遇委員会
発表の『当施設における接遇
改善に対する取り組み』に決
定し、十月に開催予定の第二
十九回全国介護老人保健施設
大会埼玉に参加登録を済ませ
ました。
また四月十三日には新年度委
員会メンバーによる活動テー
マ発表会を開催しました。
新メンバーでの一年間の活動
目標を発表する場です。
委員会活動は、多職種との連
携の強化や自己研鑽の貴重な
体験の場ともなります。
そして、接遇委員会の今年の
『口腔ケアは大切です』

特に歯周病菌が身体に与える影
響は、施設のご入所者様の発症
が多い誤嚥性肺炎のリスクが高
まることなので、定期的にご入
所者様の口腔ケアを歯科衛生士
の指導のもと強化していきたい
と思います。
そして、協力医療機関による、
専門的な口腔ケア（訪問歯科診
療）の実施も強化していきます
。
事務長 宮田 潔

『『『『口腔ケア勉強会開催』』』』
四月二十日、『口腔ケアの知
識・手順』と言うタイトルで
『守口つだ矯正歯科・歯科』
の先生に来ていただいて職員
の勉強会を開催しました。
今年度より、口腔機能維持・
向上に関する取組み強化を実
施すべく、協力医療機関と連
携をとっていきます。
まずは、職員への口腔ケアの
知識を学ぶ為に第一回目を開
催しました。
勤務の都合を付けて、多数の
職員の参加がありました。
口腔ケアにより、口腔の疾病
予防・機能回復、健康の保持
増進、さらにＱＯＬ（生活の
質）の向上を目指した技術と
言うことをあらためて理解し
ました。

『歯科医師による講義です』

『『『『‐‐‐‐ 職員投稿‐‐‐‐初初初初 め て の 海 外 旅 行 』』』』
で不安でしたが、現地の方の
元気な笑顔や、タイの文化に
触れ、時間を忘れ楽しみまし
た。
心身共にリフレッシュしたタ
イ旅行でした！
介護 原崎 健一

『荘厳なワットプラケオ』

『『『『‐‐‐‐デイケア便便便便りりりり‐‐‐‐守口大根』』』』

先輩の長谷川介護主任とタイ
に行ってまいりました。
タイのあちこちに残る、水上
マーケットのひとつで、最も
有名なのがここ『ダムヌンサ
ドゥアック』の水上マーケッ
ト。
バンコクからは観光ツアーが
出ています。
かなり距離があって、時間も
かかりますが、行って損なし
！とても楽しいです。
次はタイの観光の目玉である
『ワットプラケオ（王宮）』
。
寺院なので、ショートパンツ
やミニスカートなどの露出度
が高い服装では入場できませ
ん。
でも、大丈夫！
ちゃんと、腰に巻く布やズボ
ンを貸してくれます。
借りるときにお金を預けて返
した時にお金を返してくれる
システムだそうです。
タイの人は無料、外国人は五
百バーツ（千五百円）です。
物価の安いタイですが、ここ
だけは結構高かったです。
初めての海外旅行ということ

『水上マーケット風景』

『活動報告会』
『接遇委員会発表』
元気にすくすく育ってくれま
した。
コンテスト当日、ハイエース
に乗せて運んだ長生苑大根は
なんと！六十九・五センチと
認定。残念ながら入賞出来ま
せんでしたが、昨年よりも大
きく育った可愛い守口大根。
コンテスト後は菜めしやおで
ん、通所者様手作りのすき焼
きへと形を変え、皆さんで美
味しく頂きました。
来年も懲りずに挑戦し、今度
はどんな料理になるかな？と
すき焼きを食べながら思いま
した。
デイケア副主任 清水 庸子

『最後はすき焼きになりました』

二月十五日『第６回守口大根長
さコンクール』が市役所で開催
され、今年も参加してきました
。前回は初参戦でもあり六十一
センチという寂しい結果に終わ
りましたが、今年も変わらずの
牛乳パック栽培に加え、念願の
木箱を作ってもらい、今年こそ
！と水やりに励みました。
例年にない寒暖差の中、種まき
の時期が遅れ、やっと出た新芽
をカラスに食べられてしまうな
どのトラブルもありました。
しかし霜よけにビニールをかぶ
せ、ご入所者様や通所者様、面
会に来られたご家族様からの暖
かい声援と愛情を受けた大根は

『認定証をいただきました』

長生苑ネットワーク
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