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ボランティアさん募集！
　当苑では定期的に行われる苑内行事にて催し物を行って
下さるボランティアの方を募集致しております。詳細は下
記までご連絡下さい。（行事係）

医療法人杏仁会　介護老人保健施設　三恵苑
事業所 連絡先・受付時間 サービス内容

介護老人保健施設

三恵苑

（入所）

（短期入所）

☎ 0848-63-2388
面会時間：
７:30 ～ 20:30

入所・短期入所 80 床。１人部屋から４人部屋の多床室まで備えています。
常勤医師・看護師により医療サポートも万全です。また介護福祉士の資格
を有するスタッフも多数配置されており、24 時間対応の看護・介護サービ
スの提供を行っています。食事は厨房から専門の管理栄養士が皆様の健康
状態を考慮し、個々の食事形態に応じたメニューを提供しています。リハ
ビリスタッフによる機能訓練も実施しています。

（通所リハビリテーション） ☎ 0848-63-2388
ご利用時間：
９:00 ～ 16:00

定休日：日 ･ 祝日

１日定員 30 名。車椅子のまま乗車可能な大型送迎車や、狭い路地に対応可
能な福祉軽車両でご自宅まで送迎致します。主にリハビリスタッフによる
機能訓練を行っています。三原港に面するバルコニーでのガーデニングや
知識豊かなスタッフによるレクリエーションも行っています。

かもめ

居宅介護支援事業所

☎ 0848-63-5598
８:30 ～ 17:00
※木曜日 12:30 迄
定休日：日 ･ 祝日

介護支援専門員による在宅ケアのご相談、介護計画書の作成など承ります。
お気軽にご相談ください。

高齢者相談センター

三恵苑

☎ 0848-63-6775
８:30 ～ 17:00

定休日：日 ･ 祝日

市内南部地域における高齢者やご家族の方々から、不安や困り事の相談を
受けて関係機関と連携を取り解決を図ります。福祉相談など幅広く受け付
けています。お気軽にご相談下さい。

※本誌は医療法人杏仁会の個人情報保護方針に基づいて作成され
ています。
※本誌内の写真は、職員により撮影したものを掲載しています。

　今回より編集担当が交代し、初めての編集作業に
戸惑いながら行いました。
　今までの、雰囲気を壊すことなく、新しいものを
取り入れて行けたらと思います。まだ慣れない事だ
らけですが、前任者とも相談しながら１歩１歩歩ん
で行きたいと思います。これからも施設広報誌をよ
ろしくお願いします。

行事予定 ４月～６月
４月２日㈯・
６日㈬

花見ドライブ（市内近郊の桜の名所を
訪ねます）

４月 13日㈬ おやつバイキング

４月 27日㈬ 誕生日会

５月（未定） 苑外散歩（施設近辺の海岸通りを散策
します）

５月 おやつバイキング（日程調整中）

５月 28日㈯ 誕生日会

６月 誕生日会日程調整中・ショッピング日
程調整中

紙芝居（毎月第３土曜日に行っています）
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これからの介護老人保健施設に求められるもの
　2025 年を目の前に控え、私たち介護老人保健施設に求められるものは何か考えてみました。
　現在、当施設は「在宅強化型」を目指し在宅復帰に力を入れています。入所前・入所後訪問
をする事で在宅での様子や現在の様子を確認し、在宅へ帰るためにはどのような取り組みが必
要であるかを知ることで、施設でのリハビリなどに活かしています。また、退所後も訪問し、
自宅に帰られた後のフォローや実際に在宅生活での問題点に対してのアドバイスを行っていま
す。 そうした中で、全ての施設が「在宅強化型」を目指すだけでは今後高齢者を支えることは
難しいと思われます。在宅強化型だけではなく他にもいろいろな施設の選択枝が必要になって
くると思います。
　例えば、「看取り・医療特化型」。高齢化や重度化が進んでいることから、老健施設での看取
りも増えており、ターミナルケアの取り組みも進んでいます。また、施設で看取られた方のご
家族の満足度が高いというデータもあります。今後も看取りに対する取り組みが増えていくと
思われます。
　次に「認知症対応特化型」です。「周辺症状」が重度になったときの対応が得意だとか、認
知症リハビリを一生懸命行っているなど認知症対応に特化した施設も求められています。
　その他にも、短期集中リハビリに特化した施設など様々なタイプの施設が必要で、どれか一
つが突出するのではなく、利用者の選択枝が広がる為にも、地域包括ケアの観点からも必要に
なります。また、施設入所の方の外泊支援や外出支援などが出来る制度などが整ってくると、
より在宅へ向けた取り組みができると思います。その他にも、在宅介護で困っていることに対
して、施設から、指導に行ったり、様々な対応により、地域包括ケアの中核施設として活躍で
きればと考えています。

 

　今回気楽亭では神明市にちなみ、ダルマ作りを行いました。風船に新聞紙、半紙をちぎった
物を順に糊で貼り付けていき、最後に花紙をちぎった物を貼り付け仕上げました。皆さん楽し
んで行われ、最後には笑顔で出来上がっただるまと一緒に写真を撮られていました。出来上がっ
たダルマは３箇所に飾っています。皆さんご覧下さい。
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　今年の冬は、利用者さんよりインフ
ルエンザ、ノロウイルス感染者を発生
することなく過ごす事ができました。
発熱、風邪症状の利用者さんはいまし
たが、内服などにより症状の改善みら
れました。冬が終わり、花粉症の方に
とっては、つらい季節ではありますが
１年の中で最も過ごしやすい時期とな
ります。衣服についても、薄着へと移
行していきたいと思います。衣類の調
整が難しい季節ですが、上着等で調整
を行っていきたいと思いますのでよろ
しくお願いします。

 
 
 

　入所またはショートステイをご利用される際

には、みなさまで必要に応じて、テレビを持参

していただいておりましたが、リースについて

の問い合わせや希望もあり、この度よりリース

も可能になりましたのでお伝えいたします。

　ご希望の方は、三恵苑１階の総合事務所へお

たずねください。

三恵苑　総合事務所
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爪にまつわる言い伝え
「夜に爪を切ってはいけない」
　　由来：夜に爪を詰める ( 短くする ) ⇒世を詰める⇒人

生を詰める⇒寿命が短くなる

　　真相：昔は、夜に火を使っており爪が燃えたり不慮の
事故がおこる可能性と視界が悪い夜に爪を切

らないという “ しつけ ” 目的で作られた可能性

が高く迷信と捉えてよい

「朝に爪を切ってはいけない」
　　由来：昔の “ 出征前の兵士が自身の形見として切った

爪を置いていく ” という習慣が由来と考えられ

ているが今の日本にはない

　　真相：科学的な根拠は無い話なので、迷信と捉えてよい

「ハーフムーンが小さい人は不健康」
　　由来：ハーフムーンが見えないのは、単に爪の位置的

な問題であり医学的な根拠はない事は分かっ

ている

意外としらない爪に関する病気
（爪の役割）
　　●爪が指先を保護している

　　●爪があるから物をつかむ時、指先に力を入れるとう

まくつかめる

　　●足指に爪があるから爪が支えとなりうまく歩く事

ができる

　　●細かい作業が可能となる

（爪の色ごとに考えられる体調の変化）
　　●うすいピンク色⇒健康的な爪

　　●青紫⇒肝臓・肺疾患の可能性

　　●白濁⇒貧血・腎臓が弱っている、肝硬変、腎不全の

可能性、真菌症の疑い

　　●黄色⇒新陳代謝の低下、気管の疾患、爪甲剥離症 ( 皮

膚から爪の部分がはがれた状態 )、真菌症の疑い、

黄疸

　　●赤色⇒赤血球が増え、多血症の疑い

　　●緑色⇒緑膿菌など細菌感染を疑う

（爪の変形と病気の関係）
　　●爪に黒い筋か斑点⇒爪床悪性黒色種の疑いがある

　　●真っ黒⇒悪性の腫瘍かメラニン色素の増加（黒子）

　　●曲がった爪が指先を覆う⇒「時

計血爪」「ばち爪」「ヒポクラテ

ス爪」と呼ぶ

　　＊多くは内臓疾患が原因で、肺気

腫や慢性気管支炎、肺がんなど

の重篤な疾患の可能性もある

（爪の病気にならないために）
　　「栄養バランスのとれた食事をする」

　　●タンパク質：爪を作るのに欠かせない栄養素

　　●ビタミンＢ：爪を丈夫にはがれにくく折れにくくする

　　●ビタミンＥ：爪の血行をよくしツヤを保つ

　　●亜鉛：爪のツヤを保つ、不足で白い点が出る

　　●鉄分：そり爪などの変形を防ぐ

　その他、カルシウムやビタミンＡやビタミンＤも重要

●キャベツについて
　キャベツには葉がしっかりと巻かれ、ずっしりとした冬キャ
ベツと葉の巻きが緩く、　内部まで黄緑色をした柔らかい葉の
春キャベツの２種類があります。

●おいしい春キャベツの見分け方
　春キャベツは巻きが柔らかく、弾力が
あるもので、葉の黄ばみがなく、きれい
でツヤと張りがあるものを選ぶと良いで
しょう。

　カットしてあるものは、断面が盛り上
がっていないもので、芯の部分が白く、
みずみずしいものを選ぶと良いでしょう。

●おいしい食べ方
　春キャベツは水分が多く、葉が柔らかいので、生で食べる
のに向きます。
　また、生で食べる事で熱に弱いビタミンＣの損失も防ぐ事
ができます。
　千切りにして添えたり、ちぎってサラダにしたり、浅漬け
等もおすすめです。
　他にも、スープや炒め物にしてもおいしいです。

これから、おいしくなる春キャ
ベツをみなさんも是非召し上
がってみて下さい。
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１月 13日㈬　おやつバイキング
 今年最初のおやつバイキングは和

菓子で綿羊羹でした。名前の通り、綿菓
子のように口の中でとけてとても不思議な
食感だったと利用者の方が
話されていました。緑と
ピンクがありどちらに
しようかと選ぶのも
楽しまれていました。    
    

１月９日㈯　初詣（三恵苑内）

１月 23日㈯　誕生日会

節分　２月３日㈬

　人気イベントのおやつバイキン
グがやってきました。今回は2種類のプ
リンです。『チョコレートプリンかストロベリ
ープリン』です。どちらのプリンも美味しそう
で利用者様も『こっちも良いし……こっちも良
いな』と選ぶのに大変そうでした。選び終わる
と、皆様笑顔で｢美味しい｣と大変喜ばれてい
ました。さて来月は何のおやつバイキングに
なるかたのしみですね。

おやつバイキング　２月 13日㈯

２月誕生日会　２月６日㈯

紙芝居　２月 20日㈯

　平成28年の最初の行事は、
毎年恒例の“初詣”です。職員が勤める
神主が手作りの神棚前で祝詞をあげます。
皆さん真剣に聞き手を合わせてお祈りをされ
ています。また、職員獅子舞の披露やおみくじ
を引いて内容に一喜一憂されていました。

今回初めて三恵苑に来て頂きました。
いとし会の皆さんによる三味線に合わせ
利用者の皆さんと職員を後ろに歌と踊りを
披露し、一緒に楽しまれました。懐かしの曲も
沢山あり、利用者の方も喜んでおられました。  
      

　『鬼は外―。福は内―。』今年も
節分行事を行いました。スタッフが鬼に
扮して登場すると、利用者の皆様は手に持
っている豆を鬼に向かって力強く投げておら
れました。表情も笑顔有り、ビックリした顔もあ
り様々でした。最後に豆の代わりに、お菓子を
みんなで食べて楽しみました。今年も利用者
の皆様にも福が来るよう元気にすごしてい
ただきたいですね。

　誕生日会を行いました。プレゼ
ントとレイを持って頂き利用者の皆様も
｢ありがとう｣と喜ばれていました。今月はボ
ランティアの｢仲良し会｣の方々に来て頂き踊
りや唄を鑑賞しました。手を一緒に動かしたり
リズムを刻んだり、唄を歌ったりと、とても楽し
い時間を過ごす事が出来ました。踊りの時に
はスタッフも中に加わって踊りを真似て楽し
みました。 　ボランティアの安国さんに来て

頂き紙芝居を行って頂きました。毎回
新しい紙芝居を用意されており、利用者の
方も楽しみにされています。
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これから、おいしくなる春キャ
ベツをみなさんも是非召し上
がってみて下さい。
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１月 13日㈬　おやつバイキング
 今年最初のおやつバイキングは和

菓子で綿羊羹でした。名前の通り、綿菓
子のように口の中でとけてとても不思議な
食感だったと利用者の方が
話されていました。緑と
ピンクがありどちらに
しようかと選ぶのも
楽しまれていました。    
    

１月９日㈯　初詣（三恵苑内）

１月 23日㈯　誕生日会

節分　２月３日㈬

　人気イベントのおやつバイキン
グがやってきました。今回は2種類のプ
リンです。『チョコレートプリンかストロベリ
ープリン』です。どちらのプリンも美味しそう
で利用者様も『こっちも良いし……こっちも良
いな』と選ぶのに大変そうでした。選び終わる
と、皆様笑顔で｢美味しい｣と大変喜ばれてい
ました。さて来月は何のおやつバイキングに
なるかたのしみですね。

おやつバイキング　２月 13日㈯

２月誕生日会　２月６日㈯

紙芝居　２月 20日㈯

　平成28年の最初の行事は、
毎年恒例の“初詣”です。職員が勤める
神主が手作りの神棚前で祝詞をあげます。
皆さん真剣に聞き手を合わせてお祈りをされ
ています。また、職員獅子舞の披露やおみくじ
を引いて内容に一喜一憂されていました。

今回初めて三恵苑に来て頂きました。
いとし会の皆さんによる三味線に合わせ
利用者の皆さんと職員を後ろに歌と踊りを
披露し、一緒に楽しまれました。懐かしの曲も
沢山あり、利用者の方も喜んでおられました。  
      

　『鬼は外―。福は内―。』今年も
節分行事を行いました。スタッフが鬼に
扮して登場すると、利用者の皆様は手に持
っている豆を鬼に向かって力強く投げておら
れました。表情も笑顔有り、ビックリした顔もあ
り様々でした。最後に豆の代わりに、お菓子を
みんなで食べて楽しみました。今年も利用者
の皆様にも福が来るよう元気にすごしてい
ただきたいですね。

　誕生日会を行いました。プレゼ
ントとレイを持って頂き利用者の皆様も
｢ありがとう｣と喜ばれていました。今月はボ
ランティアの｢仲良し会｣の方々に来て頂き踊
りや唄を鑑賞しました。手を一緒に動かしたり
リズムを刻んだり、唄を歌ったりと、とても楽し
い時間を過ごす事が出来ました。踊りの時に
はスタッフも中に加わって踊りを真似て楽し
みました。 　ボランティアの安国さんに来て

頂き紙芝居を行って頂きました。毎回
新しい紙芝居を用意されており、利用者の
方も楽しみにされています。
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これからの介護老人保健施設に求められるもの
　2025 年を目の前に控え、私たち介護老人保健施設に求められるものは何か考えてみました。
　現在、当施設は「在宅強化型」を目指し在宅復帰に力を入れています。入所前・入所後訪問
をする事で在宅での様子や現在の様子を確認し、在宅へ帰るためにはどのような取り組みが必
要であるかを知ることで、施設でのリハビリなどに活かしています。また、退所後も訪問し、
自宅に帰られた後のフォローや実際に在宅生活での問題点に対してのアドバイスを行っていま
す。 そうした中で、全ての施設が「在宅強化型」を目指すだけでは今後高齢者を支えることは
難しいと思われます。在宅強化型だけではなく他にもいろいろな施設の選択枝が必要になって
くると思います。
　例えば、「看取り・医療特化型」。高齢化や重度化が進んでいることから、老健施設での看取
りも増えており、ターミナルケアの取り組みも進んでいます。また、施設で看取られた方のご
家族の満足度が高いというデータもあります。今後も看取りに対する取り組みが増えていくと
思われます。
　次に「認知症対応特化型」です。「周辺症状」が重度になったときの対応が得意だとか、認
知症リハビリを一生懸命行っているなど認知症対応に特化した施設も求められています。
　その他にも、短期集中リハビリに特化した施設など様々なタイプの施設が必要で、どれか一
つが突出するのではなく、利用者の選択枝が広がる為にも、地域包括ケアの観点からも必要に
なります。また、施設入所の方の外泊支援や外出支援などが出来る制度などが整ってくると、
より在宅へ向けた取り組みができると思います。その他にも、在宅介護で困っていることに対
して、施設から、指導に行ったり、様々な対応により、地域包括ケアの中核施設として活躍で
きればと考えています。

 

　今回気楽亭では神明市にちなみ、ダルマ作りを行いました。風船に新聞紙、半紙をちぎった
物を順に糊で貼り付けていき、最後に花紙をちぎった物を貼り付け仕上げました。皆さん楽し
んで行われ、最後には笑顔で出来上がっただるまと一緒に写真を撮られていました。出来上がっ
たダルマは３箇所に飾っています。皆さんご覧下さい。
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　今年の冬は、利用者さんよりインフ
ルエンザ、ノロウイルス感染者を発生
することなく過ごす事ができました。
発熱、風邪症状の利用者さんはいまし
たが、内服などにより症状の改善みら
れました。冬が終わり、花粉症の方に
とっては、つらい季節ではありますが
１年の中で最も過ごしやすい時期とな
ります。衣服についても、薄着へと移
行していきたいと思います。衣類の調
整が難しい季節ですが、上着等で調整
を行っていきたいと思いますのでよろ
しくお願いします。

 
 
 

　入所またはショートステイをご利用される際

には、みなさまで必要に応じて、テレビを持参

していただいておりましたが、リースについて

の問い合わせや希望もあり、この度よりリース

も可能になりましたのでお伝えいたします。

　ご希望の方は、三恵苑１階の総合事務所へお

たずねください。

三恵苑　総合事務所
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アクセスマップ

医療法人　杏仁会
介護老人保健施設　三恵苑

℡：0848-63-2388 ／ Fax：0848-63-1715
E-mail：sankeien@mihira-matsuohp.or.jp

ご意見・ご感想をお寄せください
　　　　　　　　　　　　

松尾内科病院　三恵苑 検索
http://mihara-matsuohp.or.jp

当苑の概要はインターネット上にて御覧頂けます

JR三原駅

三恵苑
※松尾内科病院隣

三原駅前市民広場サンシープラザ

三原市役所

フジグラン

三原港
ヤマダデンキ

イオン

国道 2 号線至 広島 至 福山

ボランティアさん募集！
　当苑では定期的に行われる苑内行事にて催し物を行って
下さるボランティアの方を募集致しております。詳細は下
記までご連絡下さい。（行事係）

医療法人杏仁会　介護老人保健施設　三恵苑
事業所 連絡先・受付時間 サービス内容

介護老人保健施設

三恵苑

（入所）

（短期入所）

☎ 0848-63-2388
面会時間：
７:30 ～ 20:30

入所・短期入所 80 床。１人部屋から４人部屋の多床室まで備えています。
常勤医師・看護師により医療サポートも万全です。また介護福祉士の資格
を有するスタッフも多数配置されており、24 時間対応の看護・介護サービ
スの提供を行っています。食事は厨房から専門の管理栄養士が皆様の健康
状態を考慮し、個々の食事形態に応じたメニューを提供しています。リハ
ビリスタッフによる機能訓練も実施しています。

（通所リハビリテーション） ☎ 0848-63-2388
ご利用時間：
９:00 ～ 16:00

定休日：日 ･ 祝日

１日定員 30 名。車椅子のまま乗車可能な大型送迎車や、狭い路地に対応可
能な福祉軽車両でご自宅まで送迎致します。主にリハビリスタッフによる
機能訓練を行っています。三原港に面するバルコニーでのガーデニングや
知識豊かなスタッフによるレクリエーションも行っています。

かもめ

居宅介護支援事業所

☎ 0848-63-5598
８:30 ～ 17:00
※木曜日 12:30 迄
定休日：日 ･ 祝日

介護支援専門員による在宅ケアのご相談、介護計画書の作成など承ります。
お気軽にご相談ください。

高齢者相談センター

三恵苑

☎ 0848-63-6775
８:30 ～ 17:00

定休日：日 ･ 祝日

市内南部地域における高齢者やご家族の方々から、不安や困り事の相談を
受けて関係機関と連携を取り解決を図ります。福祉相談など幅広く受け付
けています。お気軽にご相談下さい。

※本誌は医療法人杏仁会の個人情報保護方針に基づいて作成され
ています。
※本誌内の写真は、職員により撮影したものを掲載しています。

　今回より編集担当が交代し、初めての編集作業に
戸惑いながら行いました。
　今までの、雰囲気を壊すことなく、新しいものを
取り入れて行けたらと思います。まだ慣れない事だ
らけですが、前任者とも相談しながら１歩１歩歩ん
で行きたいと思います。これからも施設広報誌をよ
ろしくお願いします。

行事予定 ４月～６月
４月２日㈯・
６日㈬

花見ドライブ（市内近郊の桜の名所を
訪ねます）

４月 13日㈬ おやつバイキング

４月 27日㈬ 誕生日会

５月（未定） 苑外散歩（施設近辺の海岸通りを散策
します）

５月 おやつバイキング（日程調整中）

５月 28日㈯ 誕生日会

６月 誕生日会日程調整中・ショッピング日
程調整中

紙芝居（毎月第３土曜日に行っています）
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内容紹介
●　これからの介護老人保健施設に求められているもの　２

●　気楽亭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

●　行事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

●　春キャベツについて　　　　　　　　　　　　　　　４

●　看護部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

●　通所リハビリテーション通信　　　　　　　　　　　５

●　ナース通信　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５

●　テレビ使用についてのお知らせ　　　　　　　　　　５
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