通所リハビリテーション
（デイケア）担当 住岡・清水

入所・短期入所担当
支援相談員 南地・久木野

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。

『『『『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』』』』
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十二月二十二日（土）クリ
スマス会を開催しました。
事前にどんな内容にするか
話し合いながら、ご入所者
様に楽しんでいただけるよ
う、様々な案を出し合い準
備を進めてきました。
そしていよいよ当日です！
朝からそわそわドキドキ。
緊張しながら司会として挨
拶し、様々に仮装した職員
の姿を皆さんにお披露目で
す。
またご入所者様も参加でき
るゲームを開催しました。
まずは『ジェスチャー当て
ゲーム』でウォーミングア
ップしてから、定番の『二
人羽織』へ。
看護師の体を張った名演技
で、シュークリームやラー
メンを顔面でキャッチ！
皆様の爆笑を誘いました。
続いて事務長も大絶賛！の
、介護職員が扮装した
『おてもやん』！
ご自身で着付けした着物で
軽やかに踊られ、皆様食い
入るようにご覧になってい
ました。

最後は職員とご入所者様全
員での大合唱！
フロアに響き渡るくらいの
大声で楽しく歌っていただ
けました。
そしてサンタとトナカイか
ら、皆様へささやかなクリ
スマスプレゼントをお渡し
し、無事終了しました。
今回クリスマス会の開催担
当となり緊張しましたが、
協力してやり遂げることが
でき、とても充実した時間
を過ごせました。
また来年も皆様により一層
楽しんでいただけるよう、
職員一同頑張りたいと思い
ます。介護 藤本 沙弥香

『『『『クリスマス会開催』』』』

医療法人 西浦会
介護老人保健施設 長生苑
℡０６‐６９０８‐７７７０

編集後記 インフルエンザが各地で猛威を振るっているよ
うです。寒暖差が激しく体調を崩しやすい時期でもありま
す。改めて健康管理に注意して日々を過ごしましょう。
（Ｍ）

『平成最後の元旦特別食です』

『『『『インフルエンザ合併症について』』』』
心筋炎を発症すると不整脈が
起こり動悸など症状が現れま
す。また重症化すると心停止
する恐れもあります。
『『『『筋炎』』』』
筋炎とは、筋肉に起こる炎症
のことです。
下肢に起きることが多く、突
然歩くことができなくなる、
足を引きずって歩くなどの症
状が現れます。
その他、肝機能の低下や胃腸
障害、中耳炎など、さまざま
な合併症を引き起こすことが
あります。
また合併症によっては、まれ
に後遺症が残ってしまう場合
もあります。
例えば、意識障害が長く続く
ことによる知能障害や、痙攣
や麻痺などの運動障害、先に
挙げた肺炎でも、呼吸機能が
著しく低下し、肺が十分に機
能しにくくなったり、心筋炎
によって起こった不整脈がそ
の後も残ってしまったりする
こともあります。
様子がおかしいと感じたら、
速やかに病院を受診しましょ
う！
看護 石田 伊代子

『万博公園にて』

この節目に施設もステップ
アップして、ご利用者様が
安心して、満足されるサー
ビスの提供が出来る様に職
員一同努力して参ります。
今年の施設運営方針は
『全員の自己啓発で、施設
のレベルアップ。思いやり
のサービスで目指そう強化
型』です。
ご利用者様への思いやりの
介護を最重点として、目標
を達成していきたいと思い
ます。
皆さまのご指導ご鞭撻をお
願いする次第です。
今年もよろしくお願い申し
上げます。
事務長 宮田 潔

『『『『謹賀新年』』』』
謹んで新年のお慶びを申
し上げます。
本年も幸多き年でありま
すよう心からお祈り申し
上げます。
平成三十年度介護報酬改
定は、在宅復帰・在宅療
養支援機能に関する評価
で、老健が五段階に分類
される衝撃的な改定であ
りました。
当苑は『基本型』で船出
しました。
しっかりと地盤を固めて
強化型へと舵取りをして
いく所存です。
そして、昨年より認知症
カフェ『おれんじカフェ
かぼす』をスタートさせ
ており、回を重ねていく
ことが出来ています。
お蔭様で、毎回参加され
る地域の方も増えつつあ
ります。
地域に密着した施設であ
ることは、大きな使命で
す。
また本年五月一日には、
新たな年号に改元される
こととなります。

前号に続きインフルエンザに
ついて、今回は合併症として
起こる病気・後遺症を調べて
みました。
合併症にはインフルエンザ脳脳脳脳
症症症症・・・・肺炎・・・・心筋炎・・・・筋炎など
があります。
『『『『インフルエンザ脳症』』』』
インフルエンザ脳症を発症す
ると、異常言動や異常行動に
続いて痙攣や意識障害などの
神経症状があらわれます。
特徴は、発熱後まもなく突然
発症して急激に症状が悪化し
ていくことです。
『『『『肺炎』』』』
高齢者の場合インフルエンザ
ウイルスが直接的に肺炎を引
き起こすことは少なく、細菌
(肺炎球菌など )による細菌性
肺炎が多くみられます。
お子様の場合、インフルエン
ザウイルスが直接的な原因と
なるインフルエンザウイルス
肺炎を発症することがありま
す。
『心筋炎』』』』
心筋炎とは、心臓の筋肉
(心筋 )に炎症が起こる病気で
す。
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『見事な舞、おてもやん』

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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『『『『おれんじカフェかぼす開催』』』』

『『『『リスクマネジャー養成講座参加』』』』

『生活リハ（芋ほり）風景』

『富士山での御来光です』

厳しさに気が付きました。
それは下界での生活と違い、気
軽に飲める水がないことです。
ペットボトル入りの水は五百ｍ
ｌで五百円、またトイレは一回
使用ごとに二百円（山頂では三
百円！）かかり驚愕しました。
夜は狭い二段ベッドでしたが疲
れで直ぐに寝てしまいました。
また朝は早起きして御来光を見
て、朝食を済ませた後、頂上へ
登山を再開しました。
暫くすると溶岩質から岩場の登
山道に変わり、登山者でいっぱ
い！
気候もよく最高の登山日和で昼
過ぎには山頂に登頂し、お鉢巡
りも体験できました。
天気に恵まれとても楽しい、心
に残る富士登山でした。
介護副主任 林園 博文

『収穫した芋をスウィートポテトに』

きながら、気兼ねなく参加で
きるような『おれんじカフェ
かぼす』を続けていけたらと
思います。
介護支援専門員 友永 貴子

新年あけましておめでとうご
ざいます。
本年もよろしくお願い致しま
す。
昨年七月二十一日（土）、息
子と二泊三日の富士登山に参
加しました。
富士山には中学時代に修学旅
行で五合目までバスで行った
ことがありましたが、いつか
山頂まで行きたいと思ってい
ました。
旅費よりも登山用具代の方が
高くついてしまいましたが、
あこがれの富士登山のために
は仕方ありません・・。
当日の夕方にまずは富士山五
合目に到着。
ガイドさんの説明を聞き、早
速の登山開始です。
すぐに日没となり真っ暗闇の
中、坂道と溶岩の崖を両手両
足で這いつくばりながら、三
時間かけてやっと七合目まで
到着しました。
暗闇の中、登山道を進む登山
者のライトが途切れることな
く明るく続いていて、まるで
蛍のように綺麗でした。
山小屋に着くと、山の現実の

『『『『職員投稿‐‐‐‐富士登山』』』』

平成三十年度介護老人保健施設 を目指して頑張っていきたいと
リスクマネジャー養成講座に参 思います。
リハビリテーション副主任
加しました。
理学療法士 田岡 雄輝
『リスクマネジャー』とは、老
健施設を取り巻くリスクを包括
的に把握し、事後対応だけでな
く事前リスクも視野に入れ、現
場の中心となってリスクマネジ
メントを行います。
年一回（Ⅰ期・Ⅱ期）東京での
み実施しており、前年度はリハ
ビリ主任の瀬山が受講し、見事
検定試験に合格致しました。
そして二人目のリスクマネジャ
ー候補として今回私が指名され
、研修に参加させていただくこ
ととなりました。
研修初日にまず懇親会があり、
全国から集まったグループのメ
ンバーと親交を深めることが出
来ました。
そのおかげで、研修中のグルー
プ討議では、和気あいあいと議
論することが出来ました。
Ⅰ期の受講は無事に終了ました
が、まもなくⅡ期（二月十三～
十五日）が始まります。
また、夏には資格検定試験があ
ります。
全ての研修終了後、試験のプレ
ッシャーもありますが資格取得

『みんなでワイワイ楽しみました』

十二月十二日（水）、『おれ
んじカフェかぼす』では、巷
で流行りのハーバリウムを作
らせて頂きました。
地域のボランティアの方のご
協力を仰ぎ、制作方法を指導
して頂きながら楽しい雰囲気
の中で作る事ができました。
出来あがったものは一つ一つ
違いがあり、個性的で美しい
ものばかりでした。
また、新年が明けて再度開催
したカフェでは、アイン薬局
の薬剤師の方にご来苑頂き、
薬についてのお話をして頂き
ました。
私たちにとって薬はすごく身
近なものではありますが、専
門的でもあるため深く知らず
にいる物でもあります。
また参加された方より、薬の
飲み方についてなど質問がた
くさんありましたが、全てに
わかりやすくお答え頂きまし
た。
これらの『おれんじカフェか
ぼす』活動はボランティアの
方々のご協力があってこそ続
けていけるものです。
これからも引き続きご協力頂

『美しいハーバリウムができました』 『皆様作業に集中しています』
意地悪なマス（全員スタート
に戻る、一番最後と入れ替わ
る）、動物のものまねマスな
どに止まるたびに
『やったー！』
『なんでやねん』っと感情豊
かに声を出し、盛り上がりな
がらワイワイとコマを進めら
れました。
そしてゴールされると満面の
笑みで喜ばれ、お正月のひと
時を楽しく過ごして頂けまし
た。
今年も皆様が笑顔になれる行
事や催しを企画して参りたい
と思います。
デイケア 佐々木 一弘

『『『『‐‐‐‐デイケア便便便便りりりり‐‐‐‐すごろく』』』』
新年あけましておめでとうござ
います。
平成最後のお正月、皆様いかが
過ごされましたでしょうか？
デイケアでは年始めのレクリエ
ーションにて、お正月気分を味
わって頂きたく思い、これまで
に羽根つきや二人羽折り、カル
タ取りなどを催してきました。
今年はお馴染みの『すごろく』
をさせて頂きました。
ご利用者様二組にわかれ、職員
手製のすごろく盤に向かい合い
、いざスタート！
最初は静かな出だしでしたが、
ラッキーなマス（十コマ進む、
一番と入れ替わる）、ちょっと

『手作りのすごろく盤です』

