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つるかめ新聞

私たちは､｢人道・博愛・奉仕」の赤十字

精神を基本に、真心をこめて高齢者の尊厳

をささえ安全で質の高いケアに努めます。

〒756-0889

山陽小野田市大字小野田3700番地

TEL0836-88-0222 FAX0836-88-4392

メール:osekiro@bronze.ocn.ne.jp

老健の理念

４月１日から４月５日までの間、「あんじゅ」では各班に分かれて恒例の須恵健康公園と

竜王山の花見ツアーに出かけました。今年は例年よりも開花が遅れ、まだ８分咲きで少し肌

寒かったのですが、利用者さんは理学療法士の指導のもと、元気に体を動かされ、気持ちの

良い時間をすごされました。

ゴールデンウィーク中の

入浴について

ゴールデンウィーク中（５月２日は営業します。）の入所
のみなさんの入浴日程は、下の表のとおりとなります。

4/29（月)
（昭和の日）

30（火)
（振替休日）

5/1（水)
（即位の日）

2（木)
営業日

3（金)
（憲法記念日）

(入浴なし) 全員入浴 (入浴なし) 全員入浴 (入浴なし)
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山口マジシャンズクラブ ４月２４日（水）１０時４０分

お話ボランティア ４月２６日（金）１０時００分

ハルモニア・カラ ５月 ８日（水）１０時４０分

池坊芳心会 ５月 ８日（水）１３時３０分

民児協（本山地区） ５月１３日（月）１０時４０分

誕生日会 ５月１４日（火）１０時４０分

菊汐友会 ５月２２日（水）１０時４０分

入所者のご家族からの医療に

関するご相談を施設の医師、看

護師がお受けします。

ご希望の方は、事前にご連絡

ください。

相談日 毎月最後の月曜日

時間 １０時３０分～１２時

今月は４月２２日（月）です。

１. 朝食の始まりが、窒息の発生が一番多い時間帯です。はじめにしっかり覚醒してもらって
から食事をしましょう。

２. 食事が何であるか説明して、必ず本人に食べ物を見せて声かけしてから、食べてもらいま
しょう。

３. 本人の口唇の幅より小さいスプーンに、２／３くらい食べ物をのせます。声かけしながら
スプーンをやや下からまっすぐ口元へもってきて、スプーンの半分くらいを口の中に入れ、
上唇に食べ物がついたら本人の唇で取り込んでもらい、まっすぐにスプーンをひきます。

４. 水分はコップを斜めにして、水がコップの縁ぎりぎりまできたら上唇にて自分ですすって
飲んでもらいます。

５. 高齢者は唾液の分泌が少ないため、食べ始めは汁物等で少し口の中を湿らせて、咀嚼・嚥
下しやすいものから先に食べてもらいましょう。必ず飲み込んだのを確認してから次の一
口を入れます。喉の動きを見ながら飲み込みを確認します。本人のペースと本人に応じた
一口量を厳守します。

６. 会話は口の中に食べ物が入っていない時に行い、摂食中の疲労感や姿勢の崩れに注意しま
しょう。

７. 食事の途中で本人の声がかすれていたり、ゴロゴロした音がしたりする場合は一度食事を
中断して、咳をしっかりしてもらい落ち着いてから再開しましょう。むせ終えたと思って
も、まだ残っているときがあります。

今回は、食事介助の際、気を付ける点について紹介したいと思います。

介助者は横に座り、
目線を同じにする。

飲み込んだのを確認
してから、次の一口
を運ぶ。

一口量の目安はティー
スプーン一杯くらい。

※多すぎても少なすぎ
ても食べにくいと感じ
ます。

はしやスプーンは下
から口に運ぶ。

※自然にあごを引き、
良い姿勢になります。

食事に専念する環境
をつくる。
テレビを消す、カー
テンをひく、静かな
空間をつくる、など。

文責 介護福祉士 石田 晶子



老人保健施設あんじゅ広報誌 第２８４号 平成３１年４月１５日

３月と４月に人事異動があり、看護師１名、

准看護師１名、介護職員４名、看護助手２名、

事務職員１名が老健「あんじゅ」へ着任いたし

ました。

看護師 教仙 知里
きょうせん ち さ と

干支 巳年生まれ

抱負 笑顔で挨拶を怠らな

いこと。

趣味 読書、つめきり

准看護師 渡邉 祐太
わたなべ ゆ う た

干支 午年生まれ

抱負 一生懸命がんばりま

すので、よろしくお

願いします。

趣味 バレーボール、スキー

介護福祉士 冨永 和弘
とみなが かずひろ

干支 辰年生まれ

抱負 少しでも早く仕事を

覚え、みなさんの力

になりたいです。

趣味 ゲーム、アニメ

マンガ

介護福祉士 中田 裕彰
な か た ひろあき

干支 戌年生まれ

抱負 覚えようとする姿勢

を大切にする。

趣味 料理、買い物

介護士 秋山 未希
あきやま み き

干支 辰年生まれ

抱負 明るく笑顔で頑張り

たいと思います。

趣味 手芸（特に編み物）

です。

３月３１日付で国森事務課長が退職し、

４月１日付で金子事務課長が就任いたしました。

事務課長 金子 雅宏
か ね こ まさひろ

干支 戌年生まれ

抱負 介護関係の業務に就くの

は初めてです。施設を利

用される方々のお役に立

てるよう、誠実に取り組

んでいきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

趣味 園芸

介護士 和田 萌子
わ だ も え こ

干支 辰年生まれ

抱負 入所者様がこれからも

安心して生活ができる

よう、声かけしながら

介助させていただきた

いと思います。

趣味 テニスをすること

看護助手 高石 寿美江
たかいし す み え

干支 寅年生まれ

抱負 明るく優しく利用者さん

に寄り添えるよう心がけ

ます。

趣味 洗濯

看護助手 角野 唯斗
か く の ゆ い と

干支 辰年生まれ

抱負 入所者様や利用者様が、

笑顔でいられるように

一生懸命頑張ります。

趣味 絵を描くこと。

事務主任 藤田 正徳
ふ じ た まさのり

干支 卯年生まれ

抱負 ７年ぶりにあんじゅに戻っ

てきました。日赤に入っ

て最初の部署が老健だっ

たのでふるさとに帰ってきた思いです。

新人のつもりで頑張ります。

趣味 ドライブ
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「スプリングエフェメラル」という言葉をご存知でしょうか？直訳する

と「春のはかないもの」というような意味だそうです。早春の短い期間

にだけ姿をあらわす山野草で、「春の妖精」とも呼ばれ、多くは落葉樹林

で見られます。よく知られたものでは、カタクリやユキワリイチゲがあり

ます。他には、イチリンソウ、ニリンソウ、ショウジョウバカマなどなど・・・。

これから多くの植物が花開く季節となります。庭先に咲く

花もステキですが、ちょっと足を延ばして森の中を散策す

ると、愛らしい妖精たちに出会えるかもしれませんよ。

しらねあおい

編 集 後 記

～３月の誕生日会のメニュー～

入所者さんより好評だったメニューを載せています

今月のおすすめ献立 ㉝

・オムライス

・ポテトサラダ

・コンソメスープ
・白菜漬け

・ドームケーキ

ホットプレートで桜餅を作りました。

ほんのり桜色のちょっぴり塩味のす

る生地で

餡といち

ごを包みま

した。

「おひなさまみた

いでかわいいね」

と好評でした。

民児協（赤崎）封筒作り ４名

池坊芳心会 ３名

お話ボランティア 金子紀恵 様

琴奏郁の会 ７名

ボランティアの皆様

ご協力有難うございます。

↑３月２７日、琴奏郁の会の方々による琴の演奏が
ありました。

短期間入所して、日常生活のお世

話や、医療・看護・機能訓練など

を提供します。ご家族の介護負担

軽減や体調管理が難しい寒い時期

など希望や状況に合わせて利用す

る事もできます。気軽にお問い合

わせください。

青
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