
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　新春号

発行日：令 和 ２ 年 １ 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・各部署より新年挨拶　　　　　　 ２

●　事務所（面会者の皆さんへお願い）　　　　　　　 ２

● 行事（９月～ 11月）・ナース通信　　　　　 ３

● 看護・栄養科　　　　　　　　　　　　　　 ４

● デイケア行事・リハビリ　　　　　　　　　　　　 ５

● 施設概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

● 行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

● 編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

（木原海岸・初日の出）撮影　森平康則氏



2 令和２年　季刊誌　三恵苑新聞　1・4・7・10月発行　新春号

　年頭挨拶
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は、平成から令和への新時代の幕開けとなりました。しかし、国家間の亀裂、
台風 19 号による大きな災害もありました。一方、ラグビーワールドカップでは、多
数の外国人選手からなる日本代表は、「ONE TEAM」としてベスト８の快挙を成し
遂げました。
　さて、医療・介護を眺めると、少子高齢化が進み、総務省の報告では、70 歳以上人口は 2715 万人（総人
口の 21.5％）、75 歳以上人口は 1848 万人（同 14.7％）との報告がありました。
　今年は、令和に込められた「未来へ進んでいく」、「調和」という再出発の年になってほしいものです。
　私達は、在宅支援を目標とし，入所療養介護、リハビリテーション、介護負担軽減や緊急の入所が必要な
場合のショートステイ利用、通所リハビリを実施し、その経過の中で、認知症の進行と共に筋力の低下を認
め、天寿を全うする人生最終段階の看取りの場所としての機能も果たしています。
　また、地域のケアマネジャー、地域の先生との関わりを深め、情報の共有に努め、地域の人から、困った
ときは遠慮なく当施設を頼ってもらえるような地域の拠点となることを目指しています。
　食事、排泄、入浴、寝たきり防止、自立支援等の会話日常生活援助サービスや専門的サービスとして、施
設サービス計画・看護・介護・リハビリテーション、抑制・拘束は行わない認知症高齢者に対する活動的な
生活の援助等ができるよう頑張っていきたいと思います。
　杏仁会の皆様のお力を頂き、病院をはじめ、関連施設の益々の発展を祈願し、私の新年のご挨拶とさせて
いただきます。
　皆さん、今年も宜しくお願いします。一緒に頑張りましょう。　　　　　　　2020/ １/ １　春田　祐郎

　新年挨拶（各部署）
介　　護：あけましておめでとうございます。今年も１年利用者の皆様が安心して楽しく過ごしていただけ

る様頑張ります。
看　　護：新年、明けましておめでとうございます。今年も一年利用者様が、健康で楽しく過ごしていただ

けるよう体調管理を行っていきたいと思います。一年間よろしくお願いします。
リハビリ：施設の中での生活だけでなく、住み慣れた地域で安全安心な生活が送れるよう、地域に眼を向け

た取り組みを行っていこうと思います。
栄 養 科：あけましておめでとうございます。今年も安心で安全に食事提供が

できるよう、努めていきたいと思います。
事 務 所：あけましておめでとうございます。今年も笑顔を絶やさず、多くの

出会いを大切に頑張っていきたいと思います。
デイケア：沢山笑って頂けるよう頑張りたいと思います！　よろしくお願いします‼

ご面会者の皆様へ
インフルエンザや感染性胃腸炎など感染予防策として、下痢 ･ 嘔吐・
発熱等、風邪症状や体調不良の方は、面会をご遠慮いただいております。
また、面会されるみなさまには下記内容のご協力をお願いしています。

記
①面会の届け出提出の際、体調面についても記入して下さい。
②館内に入られる際、手洗い ( 洗面所で石鹸使用の上）、手指消毒剤 ( ア

ルコサ－ジュジェル ) を手のひらに　ワンプッシュし、しっかり両手
で手の甲、指先、指の間、手首を揉み込んで下さい。

③マスクの着用して下さい。（インフルエンザ警報発令の場合はすべての方）

★マスクをお忘れの方は一階廊下に販売機を設置しておりますので
ご利用下さい。
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９月28日　誕生日会・敬老会
　ボランティアの小畠福松様による踊りを
見て楽しまれる。懐かしのヒット曲での踊
りや着物やドレス・セーラー服での踊りを
楽しまれる。

11月 30日　11月誕生日会
　11月の誕生日会を行いました。レイフラワー様
にもご参加頂き、歌や踊りを披露してもらいました。
利用者様も手や足を動かし一緒に歌ったり、踊った
り。誕生月の利用者様にもプレゼントとレイ、喜ん
で頂きました。

10月 19日　10月誕生日会
　ミハラシアンブラスの皆様にも来苑して頂き、ト
ランペット等の金管楽器の演奏をしていただきまし
た。大迫力の演奏は圧感でした。利用者様もリズム
に乗られていました。10月誕生月の利用者様もプ
レゼントを喜ばれていました。

10月９日　10月 16日　秋のドライブ
　施設送迎車で尾道駅前までドライブに行きまし
た。天気も良く潮風も有り、とても気持ちよかった
です。尾道の海と山をみながら、皆でおやつと温か
いお茶を口にしました。とても楽しかったです。

11月13日　苑内運動会
　３階食堂で利用者様と職員と一緒に苑内運動会を
行いました。看護・介護の科長の選手宣誓からはじ
まり、体操や玉入れを行いました。「いけー。かんば
れー」と声が出ました。水戸黄門体操には施設長に
黄門様になっていただき、苑内運動会は盛大に盛り
上がりました。

　冬場に入り、インフルエンザ・ノロウイルスウイルスの流行期となって
います。利用者様の体調管理および施設の環境整備を行っています。11
月より、全職員マスク装着にて業務を行い、咳・くしゃみなどあればもち
ろんですが、咳エチケットとして面会時にはマスク装着のご協力をお願い
します。１階事務所前に、マスク販売機を設置しております。今後も、感
染拡大防止に職員一同努めていきます。ご協力よろしくお願いします。

ナース通信
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高齢者の身体と病気の特徴　―加齢による生理的変化―

食事について
年を重ねると個人差はありますが、一般的に食事に変化が出てきます。
要因は、食事量の低下、視力の低下、嗅覚の低下、味覚の低下、消化液の分泌の低下、消化管の運動機能の低下とされ
ています。
高齢者の嗜好変化はどのようになっていくのか？
塩味と甘みを感じにくくなるため、濃い味付けを好むようになります。また、糖質は高齢者にとって消化・吸収しやす
いので好む傾向にあります。逆に脂質は、消化能力が衰えるので、胃に停滞感を覚えたり、下痢をする可能性も有り、脂っ
こい物を好まなくなる傾向にあります。一般的にあっさりした物を好む傾向にあります。
唾液量が減少するため、乾燥した食品や固形物は食べにくくなり、水分量の多い物を好むようになります。
食事に影響を与える状況としては、
食事観　食生活：家族構成、作る人、食事時間
食事環境：一緒に食事をする人、食事の場、食器
食事内容：量、種類、味、匂い、舌ざわり、のどごし、温度
食欲低下を招く要因
　　　　精神的要因：ショック、不安、焦り、興奮、意欲低下
　　　　身体的要因：疲労、睡眠不足
　　　　社会的要因：コミュニケーション不足、孤独な環境、人間関係、援助者への
　　　　　　　　　　気兼ねとされています。
年齢別１日の必要エネルギーの目安として
60 歳　男性で 2000kcal　女性で 1700kcal
70 歳　男性で 1800kcal　女性で 1550kcal　とされていますが、あくまで目安です。
食事は、単に「食べる」「栄養をとる」ということではなく生活の一部であることを忘れないことが重要です。

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は１年を通して発生していますが、特に冬期に流行しています。

☆ノロウイルスに感染するとどうなる？
手指や食べ物を通じて、口から入り、腸管で増殖することで嘔吐や下痢を繰り返すという、つらい症状を引き起こします。

☆どうして感染するのか？
感染した人の便や嘔吐物を処理した際に手洗いが不十分だったり、感染した人が食品の調理などをした食品を食べたり
することで感染します。また、食品の不十分な加熱でも感染してしまうことがあります。

☆ノロウイルスの対策は？
○１手洗い

洗うタイミング
・外出から帰ったとき
・トイレの後
・調理する前
※消毒用エタノールはノロウイルスには効果がありません。石鹸を使って泡立て、しっかり洗い流すことが重要です。

○２十分な加熱
ノロウイルスは二枚貝などの魚介類にも多く含まれます。ノロウイルスは熱に弱く、しっかり、
中心部まで加熱処理をすることが大事です。

○３消毒
嘔吐物の処理には特に注意が必要です。使い捨てのマスクやエプロン、手袋を着用し、汚物が飛
び散らないよう、ペーパーで拭き取り、塩素消毒後、水拭きをします。
※次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めて、塩素消毒液を作ります。
　家庭用の塩素系消毒剤でも作れます。

　　作り方は、500ml のペットボトルに水を入れて、付属のキャップ一杯に塩素剤を混ぜることで
　　消毒薬ができます。

ノロウイルスに関する正しい知識と対策を知って、感染を予防しましょう (^o^)

こまめに手洗いすることが
重要‼



今回は利用者の方々が作成された作品や作成風景などを紹介したいと思います。
作品作りを行うことによって、認知症予防・改善、手の巧緻動作の改善や趣味活動の一環として等様々な利点
があります。また、他利用者様とコミュニケーションがとれ、楽しんで行う事によって「次も作りたい」と意
欲的になられます。

「こんな作品が作りたい」「こんなことをしてみたい」等、気軽にスタッフにお声掛けをして頂けたらと思います。

注：一部作品作りによっては物
　　品のお値段を負担していた
　　だく物もあります。
　　その際にはご家族様にご説
　　明致しますので、お支払い
　　をよろしくお願いします。

今年もチューリップの球根を植
えました。春が楽しみです！
寒い季節ですがカーネーション
も元気に咲いています☆
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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-matuohp.or.jp

ご意見・ご感想をお寄せください
　　　　　　　　　　　　

または
sankeien.net で検索

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。

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

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。

　令和になって初めての新年を迎えました。今までな
かなか出来なかったことなど今年はチャレンジ出来た
らと思っています。仕事を充実させるためにも、趣味
などもしっかり楽しむことが大切だと思います。皆様
も何か１つチャレンジしてみてはどうでしょうか。１
年の終わりに今年はこれをチャレンジ出来たと言える
１年になりますように。

編集担当Ｓ

行事予定１月～３月
紙芝居（毎月第３土曜日）・おやつバイキング（毎月１回）

１月
８日（水）　　 初詣

25 日（土）　　 誕生日会

２月
節分　　　　　（日程調整中）

誕生日会　　　（日程調整中）

３月
ひな祭り　　　（日程調整中）

誕生日会　　　（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）




