
 

 

介護老人保健施設　三恵苑　施設便り 施設広報誌
年４回季刊発行　秋号

発 行 日： 平 成 28 年 10 月 １ 日
発行元：医療法人　杏仁会
　　介護老人保健施設　三恵苑
〒 723-0014　三原市城町 3-7-1

☎（0848）63-2388

内容紹介
●　表紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

●　施設長あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　２

●　居宅・季節の野菜「さつまいも」・気楽亭　　　　　 ３

●　親知らずについて　　　　　　　　　　　　　　　　４

●　デイケア行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

●　行事報告（６月～８月）　　　　　　　　　　　　　 ５

●　施設概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

●　行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

●　編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

仏通寺参道　老人大学　森平　康則氏撮影



2 平成28年　季刊誌　三恵苑新聞　1・4・7・10月発行　秋号

　この度、平成 28 年６月１日付で介護老人保健施設　三恵苑　
施設長として着任しました。
併設の松尾内科病院では、平成３年９月より勤務し、血液・消
化器・甲状腺疾患をはじめ、一般内科を担当してきました。　
昨今、高齢者人口は増加し、2025 年には、3657 万人になると予
測され、同時に認知症患者は、５人に１人と言われています。
　
　最近注目されている高齢者管理のキーワードは、認知症の介
護、運動器障害（ロコモティブシンドローム）、筋肉量の減
少（サルコペニア）、虚弱状態（フレイル）を如何に改善し
ていくかと言うことです。
老人保健施設に入所してくる高齢者に対する管理は多様性を増
し、施設で生活するための介護ではなく、介護職、看護職、リ
ハビリ職、医師、ケアマネジャーからなる専門職チームとして
機能し、在宅生活支援、在宅復帰を目指すための施設であるこ
とが求められています。
　元々高齢者は、運動器自体の疾患（変形性関節症、骨粗鬆症
による易骨折性、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症など）をもっており、関節可動域制限、筋力低下、麻痺、骨
折などの原因でバランス能力、移動能力の低下をきたし、運動器機能が低下し、筋肉量の減少が進み、虚弱
状態になり、要介護状態になってきます。　
　認知症は、このような虚弱状態を悪化させていきます。
　筋肉が硬くなる状態に陥り、関節が拘縮し、寝たきり状態になる前に　老人保健施設は、認知症リハビリ
に加え、日常生活を獲得できるようにリハビリを施行していく使命があります。　則ち、厚生労働省のいう
地域包括ケアシステムの構築のための中心的役割を果たす施設であると言えます。　
その地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣
れた地域で生活を継続することができるような包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すというもの
です。　
　そのためには、「介護」、「医療」、「予防」という専門的なサービスの元で、「住まい」と「生活支援・福祉
サービス」が相互に関係し、連携しながら在宅の生活を支えていくことになります。
　私達　三恵苑は、併設病院がある強みを生かすと同時に地域の病院との連携を図り、在宅支援、在宅復帰
率を上げ、認知症老人のケアを確立し、今後求められるであろう看取り介護を視野に入れ、地域の人たちに
選ばれる施設となるように努力していこうと思っています。

H28/8/13　春田　祐郎　記
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三恵苑総合事務所
職員紹介　Vol. １

Ｑ１．さて初回の職員さんは誰でしょう。

Ｑ２．あなたの仕事内容を教えて下さい。

Ｑ３．みなさんに伝えたいことがありますか。

Ａ． ケアマネジャーとして、「かもめ居
宅介護支援事業所」に所属しております、
平川弘美と申します。

Ａ． 居宅介護支援事業所では、要介護認
定を受け在宅で生活されている方の自宅
を訪問し、お身体の状態や生活のご様子
を確認させていただき、介護サービス計
画の作成やサービス等の連絡調整を行っ
ています。

Ａ． 自分らしくいきいきと暮らしていた
だけるよう、専門職の方たちと連携を図
りながら、生活づくりのお手伝いをさせ
ていただきたいと思います。
管理者を含め６名のケアマネジャーがお
りますので、お気軽にご相談下さい。

　今では、様々な野菜が、市場に一年中、旬
の時期を過ぎても出回っているので、いつが
旬な時期なのか、忘れがちになってしまいま
すよね。

　今回は、秋の旬な食材の一つ「さつまいも」
の特徴についてお知らせします。

　さつまいもの本来の収穫時期は、８月～ 12
月にかけて行われます。
採れたてから２ヶ月ほど貯蔵しておいたもの
の方が、糖分が増えて、甘みが強くなってい
ます。

　野菜の中で、最も糖分が多く、ビタミンＣ・
Ｅ・カリウム・食物繊維が豊富に含まれてい
ます。

　スーパーで目にするさつまいもは、紅あず
まや金時などの品種で甘みが強く、粉質でホ
クホクした食感です。

　天ぷらや煮物・ふかし芋・焼き芋・サラダ
など様々な料理で楽しめます。

季節の野菜
「さつまいも」

 
 
 
 
 
 
 

 
気楽亭では様々な活動も増えてきており、季節に沿った作品作りの他、外出の機会が少ない方々の外
気浴や紙粘土を使った花瓶作り、ハンドマッサージ等利用者の方々が落ち着いて楽しめる活動を続け
ています。 
お茶会では職員がたてたお茶とは別に利用者自身でたてられる等楽しまれていました。 
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　親知らずとは、第三大臼歯のことです。６歳臼歯（第一大臼歯）12 歳臼歯（第二大臼歯）
18 臼歯（第三大臼歯）のことです。
　親知らずは 20 歳前後に生えてきます。生えてくる隙間が足りずに横や斜めに生えてきたり、歯茎を破って
生え、痛み腫れが出てトラブルが起こる可能性があります。早めに抜歯し、トラブルを防ぐこともできますが、
実は、親知らずでも抜かなくてもいい場合もあります。

親知らずを抜く？抜かない？の判断基準

抜いた方がいい場合
１．親知らずが横や斜めに生えている
２．親知らずが原因で周りの歯や歯茎が虫歯や歯周病になっている
３．親知らずが腫れや痛みを繰り返している人

抜かなくてもいい場合
１．親知らずがまっすぐ生えている
２．親知らずに歯茎が被っていない
３．親知らずが上下かんでいる人
４．親知らずの前の歯の神経がない人、親知らずの前の歯が大きな虫歯になっている人
５．親知らずが顎の深くにあり、歯や歯茎に影響が出そうな人
６．親知らずがもともとないない先天性欠如
７．親知らずを抜きたくない人（親知らずは無理に抜く必要はありません。ただし、親知らずを残しておくこ

とによって起こるトラブルを自身で承知し選択する）

　親知らずは早めに抜かなくてはいけないと思っていいる方も多いのではないでしょうか。現代人は硬い物を
噛まず顎が退化し親知らずが生えてくる顎のスペースがない場合や、親知らずの生え方、生えた部位、様々な
条件によって抜いた方がいい場合と抜かなくていい場合とあり、判断基準を是非参考にしてみてください。

ハーモニカ演奏会
　綺麗な音色に合わせて、童謡や歌謡曲
を歌いました♪ 絵葉書レッスン

　３年～ 20年絵葉書暦のある５名
の方々にお越しいただきました。
　色付けのポイントを丁寧に教え
て下さり、素晴らしい作品に仕上が
りました。

三線演奏会
　職員による三線・エイサー太鼓は迫力
があり、　沖縄の雰囲気を大いに感じる
ことができました。

七夕短冊作り
　　“元気で長生きできますように”
　　“痛いところが治りますように”等と
　　思い思いの願いを短冊に込めました。

親知らずとは
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６月８日　おやつバイキング
　おやつバイキングがあり、芋とこしあんの２週類から一つを選んで食べました。音楽を流しながら
ゆったりと会話も楽しまれていました。お味はどうですかと聞くと「美味しいよ」と笑顔で話されて
いました。　

６月 15日　誕生日会　
　６月の誕生日会があり AKB60 の皆さんによる踊りや職員も一緒に参加して踊りを披露しました。

また、御輿を担いでのお祭りの雰囲気もあり利用者の方も喜んでおられました。

６月 22日・25日　ショッピング
　22 日・25 日とイオンへショッピングに出かけました。普段外出する機会が
少ない方も職員と一緒にショッピングを楽しみました。何日も前から楽しみに
されていたり、買う物を決めていたりと行くまでの時間も楽しまれていました。

７月９日　おやつバイキング
　暑い季節がやってきました。今月のおやつバイキングは暑い季節にはうれしいアイスカップでし

た。ぶどう味かソーダ味か、どちらかを選んで頂きました。利用者様も『どっちにしようかな？』

と悩まれていました。暑いときに食べるアイスは格別で『おいしかったね』と喜ばれていました。

７月 20日　そうめん流し
　今日は夏の風物詩『そうめん流し』を行いました。そうめん流し機を使って円状に流れるそう
めんを利用者の皆さん必死に追いかけていました。そうめん流しということで利用者様もついつ
い食が進んでお腹一杯になる方もあちらこちらいらっしゃいました。皆さんと一緒に楽しい時間
を過ごすことができました。

７月 30日　お誕生日会
　誕生日会を行い、７月生まれの利用者さんを皆さんと一緒にお祝いしました。今月
はなんと 101 歳になられる利用者さんもいました。また今月はボランティアさんの

『マーガレット様』に来ていただきました。演奏や歌を披露して頂き、利用者様の中に
は涙を流される方もいました。とても楽しく良い時間を過ごすことが抱きました。

８月３日　誕生日会
　今月も誕生日会を行いました。今月は３名の利用者さんが誕生日を迎えました。プ
レゼントとレイを贈呈させて頂きました。またボランティアさんに『沖縄三線　安里流』
を披露してくださりました。普段聴かれない三味線や太鼓の音に利用者さんも釘付け
になっていました。利用者様からも『楽しかった』『また来てもらいたいね』と大変喜
ばれていました。

８月６日　おやつバイキング
　まだまだ暑い日が続く中、本日は８月のおやつバイキングを実施しました。今月は青梅ゼ
リー・サワーゼリー・ラ・フランスゼリーも３種類から選んで頂きました。どれもおいしそ
うでした。よくゼリーも冷えていておいしかったです。飲物にカルピスも出ました。楽しい
時間を過ごすことが出来ました。

８月 27日　やっさ踊り
　やっさ保存会の皆様に来苑していただき苑内２階３階にて利用者様に、やっさ踊りを披露
していただきました。やっさ踊りの音を聞くと利用者様も笑顔になり身体を動かしておられ
る方もいました。当職員も実習生さんも一緒に参加させて頂きました。苑内に『やっさやっさ』
と声が響き楽しかったのです。
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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。
※本誌内の行事写真は、職員により撮影したものを掲載しています。

　今年は暑い夏でしたが、オリンピックも熱い戦い
が繰り広げられていました。日本選手の活躍に寝不
足になりながら応援をしました。沢山の感動があり
日本選手のコメントが周囲の方への感謝の気持ちを
言葉にしている事に日本人らしさを感じました。私
自身も日々の業務の中で周囲への感謝の気持ちを忘
れず働きたいと思います。

　　　　　　　編集担当　Ｓ

行事予定 10 月～ 12 月
紙芝居（毎月第 3土曜日）

おやつバイキング（毎月 1回）

紅葉ドライブ（10月 12日・19日）予備日 10月 22日

10 月 26 日 誕生日会

11月 運動会（日程調整中）

11月 9日 誕生日会

12月 クリスマス会・誕生日会（調整中）

12月 餅つき（調整中）


