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または

※画像は開発段階のため、デザインが変更される場合がございます。

新規申込がわかりやすくなりました

以前は、来所していただいて

利用に必要な申込書や診療情報を

お渡していましたが、ホームページより

ダウンロードが可能となりました。

また、申し込み方法の流れについても

記載をしました。

施設内の設備が見ることができます

来所しても、見れない設備などが

動画によって見ることができるように

なりました。

今後も随時作成していき、施設の隅々

までホームページでわかるように

していきます。

施設の場所をわかりやすく表記

これまで、多くの利用者さんや

ご家族様、関係機関の方から

場所がわかりにくいという

お声をいただいていました。

この度、Googlemapを載せることで
よりわかりやすく改善しました。

パソコン、スマートフォンどちらからでもご利用いただけます。

施設広報誌がいつでも見れます

行事や取り組みなどを掲載しています

「三恵苑新聞」が見ることができます。

これまで、発刊されたものも準備が

でき次第随時アップしていきます。

検索介護老人保健施設三恵苑 sankeien.netで検索または
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　毎年春になると花粉症で悩まされる人は多いのではないでしょうか？　薬やマスク等様々な花粉症対策
がありますが、食生活を改善することで症状を出にくくすることができると言われています。

１．しっかり睡眠をとり、免疫力を上げる
２．加工食品やインスタント食品、ファーストフードを控える
　　高脂質・高蛋白な食事はアレルギー症状を引き起こしやすくなる
３．食物繊維をしっかり摂り、腸内環境を整える
４．甘い物・冷たい物の摂りすぎに注意
　　体の冷えは鼻粘膜の防衛機能を妨げる
５．辛い物・アルコール等の刺激物は避ける
　　刺激物は鼻粘膜を刺激し、アルコールは鼻づまり悪化の原因に

エゴマ油・アマニ油
α－リノレン酸が豊富

体内で EPA・DHAへ変換される

発酵食品
腸内環境を整え免疫力アップ

野菜・海藻・きのこ
食物繊維・ミネラルが豊富
腸内環境を整え免疫力アップ

青魚
EPA・DHAが豊富
免疫機能の正常化

アレルギー症状の抑制効果

花粉症対策は食生活の見直しから始めよう

免疫力アップおすすめ食材！

12 月 22 日　クリスマス会・誕生日会 
毎年恒例の AKB60 の皆さんによるダンスを
楽しみました。職員も参加してとても喜ばれ
ていました。

１月９日　初詣
職員扮する神主が祝
詞を読み、お手製お
みくじをひきまし

た。最後に獅子舞に頭をがぶりと
噛んでもらいました。今年も１年
身体に気をつけて過ごしましょう。

１月 26 日　１月誕生日会
発熱等体調不良者多数のため、誕生日会は中
止し、１月誕生利用者様にプレゼント贈呈の
み行いました。

２月２日　おやつバイキング　
発熱等体調不良者多数のため、おやつバイキングは中止
しました。

２月 16 日　誕生日会
２月の誕生日会を行いました。
正時ファミリーによる、歌と
踊りを披露していただきまし
た。楽しく鑑賞され、音楽を
口ずさむ方やリズムをとられ

る方等々。楽しい時間を過ごすことができました。

12 月 19 日　おやつバイキング
今回はサンタの饅頭とクリスマスツ
リーの饅頭から１つを選んで頂きまし
た。かわいく美味しかったと喜ばれて
いました。

２月６日　節分
食堂で節分の豆まきを行いまし

た。職員扮する鬼に対し、豆ではなく、
ボールとおじゃみを投げました。鬼は
外、福は内。利用者さん・職員とても
よい時間を過ごすことができました。

１月 12 日　おやつバイキング
和菓子３種類　『十二支まんじゅう』『祝い華』

『寿・松竹梅』から選んで頂きました。ホットミルクティー
と一緒に美味しく頂きました。
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　インフルエンザの流行する季節になりました。誰しもインフルエンザに罹って
しまう可能性があり、いくつかに分けて紹介したいと思います。

１． おかしいなと感じたときの対応
　高い熱（38.5℃以上）を認めた場合は、発症後 48 時間以内であれば抗インフルエンザ薬の効果が期
待できます。ただし、発症後すぐに病院受診しても検査で陽性の診断が出ない場合がありますので、６
時間以上経過した時点での受診をお勧めします。
また一般的な風邪と違いインフルエンザウイルスは、感染力が強いので、感染に気づかず出社、通学す
ると感染を広げる事になります。疑われる症状が有るときには、病院を受診しましょう。

２． 十分な休養をとる
　インフルエンザと診断されたら、安静にして十分な休養を取りましょう。必要最小限の活動（トイレ
や食事）以外は寝ていることが望ましいです。

３． 高熱への対応
　高熱が続いて食事や水分が十分に取れない場合は脱水に陥りやすくなります。医師に処方された解熱
剤を使用しましょう。解熱剤を使う以外の方法として、脇の下、足の付け根を保冷剤や氷等で冷やすと
解熱効果が期待できます。

４． 水分・栄養補給
　高熱の時は、こまめな水分補給が必要です。お茶や水だけでは体に必要なミネラル
が摂れないのでイオン飲料水や経口補水液で補うことをお勧めします。
　食事は、食べられる時に食べられるものを口にするようにし、出来る範囲で食事を
取るようにすることが大事です。また、半日以上、何も口に出来ない、あるいは吐い
たり下痢をしている場合は病院に受診し医師に相談しましょう。

５． 室内の保温と保湿
　インフルエンザウイルスは低温・低湿度で増殖します。室温は 20 ～ 25℃。湿度は 50 ～ 60％程度を
保つといいようです。また、１～２時間に１回程度は換気をする事も大事です。

６． 外出を控える
　個人差はありますが、発症後３～７日間はウイルスを排出していると言われています。このため熱が
下がったからといってすぐに外出すると、自らが感染源となり新たな感染を起こしかねません。最低で
も解熱後２日間は自宅で様子をみて、その後外出することが望ましいです。外出の際にはマスクをして
外出しましょう。マスクをすることは他人に移さないためのエチケットです。

　今回はインフルエンザに罹ってしまったときの対応についてでしたが、本来はインフルエンザウイルスの進
入を防ぐことが大切です。基本は、毎日の手洗い・うがいを行うこと。健康を保つ事が重要です。部屋の換気
と加湿。人混みへの外出を控えるなどですが、自身で、いつ発症してもという心準備があるとまた違うのかな
と感じています。



初詣では職員が神主になり、利用者さ
んの１年間の無病息災を祈念しました。

チューリップの芽が出始め
ました。春に色鮮やかに咲く
ことを楽しみにしています。

節分では職員が鬼になり豆ま
きを行いました。皆さん一生
懸命投げられました。

リハビリでは、訓練時だけでなくレクリエーションなどにも医師が参加され、レクリエーションを
通じた利用者さんの方々の状態把握も行われています。また、利用者さんの方々もいつもはあまり
ふれあうことのない医師と一緒に行うことにより楽しまれていました。
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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：
９:00 ～ 20:00

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。

　いよいよ平成も残りわずかとなりました。次の年号も気に
なるところですが
　介護の現場では４月より改正入管難民法に基づく特定技能
制度が開始となります。人手不足が深刻な中、介護の担い手
として期待は大きいと思います。人材確保のみならず、ＡＩ
の導入など介護のスリム化も推進していくようです。今後の
動向にも注目していきたいと思います。

編集担当Ｓ

行事予定 ４月～６月
紙芝居（毎月第３土曜日）・おやつバイキング（毎月１回）

４月

花見ドライブ　４月 ３ 日（水）

　　　　　　　４月 ６ 日（土）

誕生日会	 　４月 27 日（土）

５月

苑外散歩　　　５月 ８ 日（水）

　　　　　　　５月 11 日（土）

誕生日会	 　５月 22 日（水）

６月
誕生日会	 　（日程調整中）

ショッピング　（日程調整中）

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）

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-matuohp.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-matuohp.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


