
/ヽ /ヽ

0● 0● ● 0● ● 銀引憂嶽荘妙獅囲非報庫

"

0

正解者の中から抽選で素敵なプレゼン トを進呈させて頂きますので答えがお解かりになられた方 |よ住所、お名

前、答えを施設事務室までお矢Bらせくださしヽませ。

■締め切り 3月 12日 (金曜日)

第2回サンライズヒルクロスワー ドパズルの当選者|よ }由選の結果、以下の方が当選さ才lま した。おめでとうこざしヽ

ます。尚、賞品|よ 2月初旬に発送させてしヽただきます。

■当選者 KoN様 【カギ】の5文字で言葉を作ろう !

ヒント⇒今年も旅立ちました トホホ・・

諭吉さん 。一葉さん 。漱石さん
①皆さん飲まれましたか?祝い膳にはかかせません
②しれるlよすです !ク リスマスに2時間以上待つた方 宅配OO
③受験シーズン到来 | ○○○あつた方がしヽいですよね♪
④サッカーワールドカップの開催地 南OOOO
⑥通貨の司つ イタリアOO 新トルコOOなど
⑥OOO買 しヽ替えますか?八イブリッド車人気です♪
⑦Le Penseurの 作者 オーギュスト OOO
③かつおO"○ 皮鉱○"O 七〇〇議
③O賀新年 ◆年も宜しくお願い申し上げます。
①指と指がくつ付いた経験ありませんか?瞬間接デロ=剤OOOアル
ファー

⑥カナダでの冬季開催Iよ22年ぶり2回 目だそうです♪
⑤一度はやつてみたしれです♪OOOヘアー
③福岡市から鹿児島市を結ぶ、約257kmのルート。
2011年に全線開業予定。九州○○OOOO

⑤日本全国に5つあります。OOのつく県
02年連続レコード大賞受賞 1 エグOOO
O今年の干支 OO
⑥米国東海岸の州 主な都市|よマイアミ・タンパなど

①⑥
【カギ】

⑥ ② ③ ⑥

○
【カギ】

○

④ ◎ 【カギ】

◎ ⑩ ⑦

⑥ ① 〔カギ】 ③

◎
【カギ】

お正月|よ年神様を我が家にお迎えして祝う新年最初の

大切な行事です。皆様方も良しヽ年をお迎えなさつたこと

と思しヽます。新年早々寒波が何度も来ます。インフルエ

ンザの波も来ます。負けなしヽようにうがい 。手洗い 。室

内の湿度に気をつけて下さい。     (通 所 :堤 )
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至大津
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ロ こいのぼり募集

基本方針
●個人の意思と権利を尊重し、質の高しヽ生活の場を提供します。

●家庭復帰をめざしたり八ビリテーシヨン医療と個別対応の栄

養管理及び看護介護サービスを行います。

●実り豊ア〕ヽな人生のひとときを快適に過ごしていただく為の総

合的なケアサービスの提供を行います。

●地域福祉の充実や在宅高齢者の生活支援を行います。

●

毎年 5月の端午の節句にあわせてサンライ
ズヒルで|よこいのぼりを飾つております。

自宅にこ使用になつてしヽないこいのぼリー

式こざいましたらお譲り頂けると幸いです。

6解融サンライズヒル
ン担 当 支援相談員 買 崎

ィア担当 支援相談員 山 口 まで
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0■,,孝子́ タイ
==,=´

・テF′ ′デ イ・             ●́ァデ午キ坊ケ■ケ●
=;″

Contents
●サンライズヒルニュース……

0各種報告…………………………

0通所り八ビリテーション通信

01NFORMAT10N… ……………

ド三云 珍爵惨
婢刺

熊本整形外科病院
熊本り八ビリテーション病院
介護老人保健施設サンライズヒル

訪間介護ステーションひまわり

指定居宅介護支援事業所サンライズヒル

菊池地劫り八ビリテーション広域支援センター

指定通所り八ビリテーション熊り八病院

菊陽町在宅介護支援センター

彬lARUTA― KAI

P2,3

P4・ 5

P6・ 7

……P8

産
業
道
路
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司月 9日ωに、毎年恒例、サンライズヒル新年会が開催されました。
蘇古鶴神社より宮司様をお招きして厄除け 。長寿祈願をしていただき、
その後、宮田様より祝しヽの舞、山田様より詩吟をこ披露していただきま
した。 イ

その他にもおみくじや獅子舞の登場も有リゲス ト
の皆様にも新年の始まりの慶びを感じていただけた
ので|よないかと思しヽます。また、たくさんのこ家族
の皆様にも足を運んでしヽただき、ゲス トの皆様とこ
―イ者に昼食を召し上がつてしヽただきました。皆様の

こ協力、誠にありがとうこざいました。

(看護介護部 :甲斐)

サ支力伊ヒ〃News、
新年明けましておめでとうご二 分ヽ梶

新春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素|よサンライズヒ

ルを御利用いただき御厚‖青のほど、心より御礼申し上げます。

サンライズヒル|よ、本年で開設19年 目を迎えます。

これまで沢山のゲストの方々にこ利用いただき、ゲストの方々ならびに御家族

の皆様より御指導、御革便撻賜り◆日があると心より感謝申し上げます。おかげを

持ち款して現在で|よ、介護老人保健施設としまして|よ老舗の一つとなつておりま

す。看護介護力、栄養や蜘下に工夫を凝らした御食事など提供サービスにおいて一日の長があると自負し

ております。

また法人内に熊本り八ビリテーション病院がありますので、り八ビリが大変充実した施設として広く認

知されております。

本年もこれまで培つたノウ八ウをサービスとして御提供して、皆様に愛されるサンライズヒルであり続

けることを宣言し、年頭の挨拶を申し上げます。              (理 事長 i丸田 秀―)

多暢

黛沙四

12月 25日⑥l階ホールにてクリスマス会が開催さ

れました。

皆さま、突然のサンタの登場で重心に帰られた様

子で大変喜ばれておられました。

スタッフも、ゲスト様からすばらしい笑顔のプレ

ゼントをいただきとても温かしヽ気持ちになり、素敵

な会になりました。 (看護介護部 :豊川)

12月 28日 l月)寒さ厳しいなか、中庭にて毎年恒例の餅つきを行いま

した。

職員の手際の悪さに思わす手を貸して下さつたゲストの皆様、昔

取つた杵柄、見事な手際のよさで職員|よただただ舌を巻くばかり。

ついたお餅もゲスト様に丸めていただき皆でおいしく頂きました。

(看護介護部 :豊川)

平成2耳 年度11月 28日 に健康介護セミナーが開催されました。

講師に|よ、熊本県菊池保健所より保健予防課長の内田昌子様をお迎えし、『新型イン
フルエンザ』についての講演をしてしヽただきました。

◆までの季節性インフルエンザとの違いから、年代別での罹患率の違い等、解りやす
く説明していただきました。特に菊陽 (菊池郡)周辺の情報を詳しくお間きした事で、
現在のサンライズヒル周辺の状況を矢□ることができました。

予防として、手洗い 。うがしヽの徹底が一番とのことであり、今回の研修で|よ、参力□者
の皆様に手洗しヽチェッカー (手洗い後の汚れが見える装置)

を使用し手洗いを実践していただきました。

参加者の皆様|よ、普通に手洗いしてもなかなか汚れが落
ちすに苦戦しておられるようでした。手洗いひとつでも、

丁寧に洗うことが必要であり、適当に洗うと汚れが残るこ

とが解つたので|よないでしょうア)｀ ?

職員―同、今回のセミナーを参考にし、インフルエンザ

予防に努めていきたしヽと思います。  (り 八科 :村岡)

明石 あゆみ
①昭不□58年1月 29日

②ドライブ 料理
③日々 努力

鹸

看護介護部
いよいよ寒さ本番の2月を迎えます。この月を乗り越えると、徐々

に春を感じるようになつてくるので|よないでしょうか ?

寒さとともに入所ゲスト、通所ゲストの方々、それぞれ防寒対策を

されています。ここで、注意したいのが低温火傷です。電器毛布、湯
タンポ、カイロなどがイ屹司列ですが、よく、ショートステイなどで自

宅から来られた方の診察に付き添うと、貼つてあるカイロで皮膚が

真つ赤になつている方がおられます。そのまま気付かすに放置して

おくと大変な事になつてし款しヽます。しヽまいちど、着替えの時、就寝
前、防寒用具のチェックをしてみましょう。

上手に防寒対策を行い、元気にこの冬を乗り切りましょう。

(社会福祉室 :訥

と
予
Ｒ

吐

笑馳 感動   瀬ミュ昌カ  サプラム沐ヒノ 笑顔と感動う靖碕罰ミュ墨カ メ 魅フ,′



ボランティアのこ紹介 し1つもあ世話に感つて観ます。

釣

潔ラ 熊本丸田会研究発表会
昨年5月 より月に2回 (第一土曜日・第二金曜日)活動しており志

すカルチャニボランティアのフラワーアレンジメントをこ紹介したしヽ

と思います。
フラワーアレンジメントとなかなか聞きなれなしヽ言葉で|よあります

がアレンジとしヽう言葉に|よ 「整理する」「酉己列する」 l酉己置する」「飾
りつける」という意味があります。フラワーアレンジメントと|よ一本
だけでも美しい花をたくさん集めてより美しくする手法です。

毎回、呵0名程度の御利用者が参加され、月に一回、東海大学の学生

ボランテイアの皆さんも参加され活気のある活動を行つております。参カロ者|よ女性の方のみならす男性の

方の参力8も多数見られております。また、片麻痺のある方も簡単に製作できり八ビリがてら参加される方
も多くいらつしゃ'いますも講師|よ東海大学でフラワエアレンジメントの指導をされている前田裕―さんで

す。とてもユーモアがあり笑いの絶えなしヽ方です。

こ家族の方への贈り物としても喜ばれる事請け合いです。参力0こ希望
の方|よ職員にお気軽にこ相談下さい。         (通 所 :高尾)

認知症ゲストに対する理解と対応
～人格を尊重し、その人らしさ、自信を取り戻す～

平成21年12月 19日サンライズヒルにて「第16回熊本丸田会研究発表会」があ

りました。看護介護部から|よ認欠□症の方が言己l意障害や認欠□障害から不安に陥り、

その結果周りの人との関係が損なわれかけていましたが、周囲の理解と気這しヽで

徐々に穏やかに暮らしておられる事例について発表しヽたしました。

日本でもいすれ|よ5人に1人 |よ認矢0症になると言われており、介護のプロとし

て恥すア)｀ しくないように認矢□症についてもつと理解を深め、こ利用者様の生活の

質の向上に繋がればと思しヽます。

(看護介護部 :河添)

更さんの

浴花鐸蒼の力裳ま穐～ 1!

證利用者主体の食事サービスの実際
～「お餅を食べたい」の要望に応えて～

サンライズヒルで|よ 、毎月調理会を行つています。ゲストより
「お餅が0べたしヽ」と要望があり、昨年12月 に餅つきを実施し、

摂食噺下検討委員会を中心に各部協l動で対応を行いました。餅の

調理形態|よ、試作品の試食・粘度の検討・材料割合の変更などを

行いくもち米呵:さつま芋15>で決定しました。中庭で職員が

餅をつき、調理会の参加者53名 |よつき立ての餅をちぎつたり、餡
を入れて丸めるなどお餅作りを楽しまれました。全員で作つたお

餅|よ、食思低下の方も「食べたい」としヽう思いが強く、STによる

喫食可能者20名の提示に対して、49名の方が喫食され試した。

◆回、リスクの高い餅の提供でありましたが、師走の行事として

の回想法に有用であり、0べるきつかけに繋がりました。今後も

調理会を通して、ゲストのこれまでの歴史を尊重したものを企画

し、「0べる楽しみ」を提供し、生きてしヽる喜びを味わつていた

だけるよう進めてしヽきたいと思しヽます。

(栄養科 :村山)

八

報

<作り方>
①米ときび|よ洗つて炊飯器に入れ、2合の目盛り迄、水を加えて30/刀

＼ほど

浸水させる。
l ②きのこ|よ石突きをとり、食べやすい大きさに切り水気をしつかりきつ

て酒と濃□遷油に浸けておく。

③さつま芋|よ皮こと洗しヽ、15～ 2crr刊角に切る。

①チーズ|よlcm角に切る。

③Oの炊飯器に0を入れて軽く混ぜ、針生姜、さつま芋、きのこ、桜えび、
チーズの順に重ね加えて普通に炊飯する。

⑥炊き上がつたら、フライパンで乾煎りした松の実を散らし、器に盛る。

風邪を予防するに|よ、免疫力をアップさせるのがしヽちばん。寝不足や過労が

続いてしヽるときに風邪をひしヽてしまうの|よ、免疫力が低下しているからです。

免疫カアップの近道|よ、毎日の食事から受質な栄養を摂るのが一番です。

免疫カアップに|よ免疫細胞の材料になるたんぱく質、腸を元気にする食物繊

維や乳酸菌、皮膚や粘膜を強化するビタミンA、 病原体を攻撃し活性酸素から細

胞を守るビタミンC・ EのほかビタミンB群や亜鉛など多くの栄養素が働きます。

たんぱく質の宝庫のチーズと、ビタミンCを豊富に含むさつ該芋、注目のき
のこ類に|よ、0物繊維の一種成分でβグルカンがあります。 βグルカンに|よ

免疫細胞をお性化し、ウイルスや細菌を排除するのを助け、免疫機能を高める

働きがあります。特にビタミツCと一緒に食べると効果があります。
また、体温が05度下がると免疫力

|よ300/。以上も低下するとしヽわれてい

ます。

暖かい薬膳御飯を食べて体を温め、

水分を摂り、代謝と循環を高め、同

時に睡眠をしつア)｀ り確保して風邪に

負けない体を作りましょう。

(栄養科 :井澤)
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薬膳御飯
<材料>3合分

介護老人保健施設で|よ、原則身体拘束を行つ

て|よならないと決められており、当委員会|よ当

施設における身体拘束廃上を目的として日々活

動を行つています。

しかし、入所されるゲストの中に|よ身体拘束
をやむを得なく実施しなければならない場合が

あります。その際に、国の規定によつて定めら

れた「緊急やむを得ない場合の3原則」①)F代

替性②緊急性③一時性を満たしたゲストのみ協

議・評価を行い、医師の指示の下、ゲストの安

J合.

全を一番に考慮して実施しております。

最近で |よ認矢□症のこ利用者様の増加がみら

れ、身体拘束につしヽて検討を行わなければなら

ない場合も多々あります。当委員会の目的であ

る「廃止」を一番に考え、ゲストの皆様が安心

して楽しく過こせる施設作りに取り組んでしヽき

たいと思います。

お気づきの点などこざしヽましたら、遠慮なく

職員にお申し付けくださしヽませ。

(看護介護部 :内古閑)

委・員 一
」石 生

回米……………

きび………………

しめじ…………

舞茸………………

生ホ住茸………

酒 ………… Ⅲ

濃□遥油…………

さつま芋
プロセスチーズ

針生姜…… …

300g
60g

……1/3袋
…… 」/3袋
……  1枚
大さじ1/2

大さじH/2
………100g

… 50g
小さじ1

大さじ2

大さじ2

大さじ1

大さじH
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所拶汲ピリテーシ到ン溺足度 査

しヽつもサンラズヒルをこ利用頂きありがとうこざしヽます。

通所り八ビリテーションで|よ、サービスの質の向上を目的に、昨年9月満足度調査を行いま

した。その際|よ お忙しい中、快くお答えいただきましたことに心より御礼申し上lナます。

今回のアンケー トから多くの方々に貴重なこ意見をしれただきましたので、一部で|よこざ

いますがこ報告させていただき茨す。

全体としての満足度で|よ「満足、ある程度満足が880/0、 不満、やや不満50/0 わからな

いフ0/o」 という結果でした。しかしながら個別の調査項目で|よ以下のようにこ不便をお掛

けしている項目がこざいましたので、職員一同原点に立ち返り、ゲストの皆様が快適にお

過こしいだけるようより良いサービスの提供に努めてまいります。今後ともサンライズヒ    再足H園査鼻講果

ルをよろしくお願い申し上げます。

(通所り八ビリ主任 :井芹)

不清、やや不漏

5。/。

皆様、こんにち|よ 。魯日寒しヽ日が続きますがいかがお過こしでようか。通所り八ビリテーシヨンで|よ、快適な環境の

中でのり八ビリ。各種レクリエーシヨンの他に交流会やアクティビティ活動・調理会など色々なプログラムを準備して

おります。今後も楽ししヽプログラムを盛り込んでいきたいと思いますので、やつてみたいことなどがこざしヽましたら、

通所スタッフまでい申し付け下さしヽ。

調理会
~母
月行われてしヽる調理会ですが、今回|よ 11月 5日 「団子汁」11月 15日 「大根醤油漬け作り」11月 25日 「のつぺい汁作

り」を行しヽました。団子汁作りの団子を仲ばす作業で|よ 、参加されたゲスト|よ手慣れた手つきでお上手でした。大根遷

油漬け作り|よ毎回好評で、レシピを欲しい方にお配りする程でした。今年もゲス トのこ要望をとり入れた調理会を行つ

てまいります。                                         (通 所 :堤 )

都ヽ ゝ

クリスマス
クリスマスに向けての準備が12月 の第 2週に行われました。先す|よ クリスマスツリー

の飾りつけア〕`らです。雪や装飾品をもみの木にぶら下lサ、最後に星を掲lサて完成です。続

いてリース作りを行いました。これ|よ全部折り紙で出来ています !こんな綺麗なものが作

れるかしら・・・と戸惑う方もおられますが、職員と一緒に作つてしヽくうちに、それぞれ

の姻性が出た作品が完成していきます。出来上がつたリース

|よ 、皆様笑顔で持ち帰られました。勿論、こ自宅に飾つてお

られますね? (通所 :岩臆)

②送迎についての指摘

要望事項 :「職員によつ

て運転 に差があ りすぎ

て、帰つたときに車酔しヽ

してしヽるときがある」

回答 :大変こ迷惑をお掛

けして申し訳こざいませ

んでした。職員への安全

運転勉強会をH2月 2日 に

不病である  ゎか ,ぅない

30/。 20/。
やや不満である

フ。
/。

送迎の時間 兵車,百間には消足さ■ていよすか?

①お褒めの言葉 :「いつも大変お世話になつておりま

す。送迎の時の様子一つを見ても大変な仕事だなと思い

ます。大切に扱つていただしヽて本当に感謝の気持ちで

いっぱいです。今後共よろしくお願しヽ申し上lナます。」

も可能となるように検討してまいります。

また、日・祝日の事務所へのこ連絡につきまして

|よ、通所職員へお申し出しヽただければ、申し送りに

て対応してまいります。以上大変こ不便をお掛けし

て申し訳こざいませんが、こ理解賜りますようお願

い申し上 lナます。      (事 務次長 :西村)

①食事について

要望事項 :「若者向けのおやつが良しヽと思う」
回答 :貴重なこ意見ありがとうこざしヽます。やわら

かい和風のおやつを中心
に作つていましたので、

年齢の幅に合わせ和洋中

のおやつを日替わりで提

供させて頂きます。又、

定期的に「おやつノ(イキ

ング」を実施して、お楽

しみ頂けるような内容に

していきます。◆後共宜

不消である ゎからナ
`Fぃ

しくお願いいたします。

(栄養科長 :永戸―羽)

⑦り八ビリについて

要望事項 :「時間が短い、個別訓練回数が少ない」

回答 :こ意見ありがとうこざしヽます。時間とり八ビ

リ個別訓練|よ法律での決
不消である まりがありまして、それ

に基づしヽて行わせて頂い

ております。当施設にお

いて|よ短期集中り八対象

であれば通所り八ビリを

利用する回数と同回数の

り八ビリサービスが行う

9。/。

9%

リピuこ痛足さ■ていますか?   
ことが出来るのですが、

廻別り八対象になりますとH3回 /月 までと規定が出

てましヽります。また、4回の訓練時間としまして|よ短

期集中り八1対象|よ最低40分、それ以外|よ 最低20分

と決まつております。

以上の様に法律での規定を厳守しながら取り組ま

せてしヽただいておりますが、皆様の御満足が頂ける

ようにり八科―同邁進してましヽりますのでこ理解賜

りますよう宜しくお願しヽ申し上げます。

(り 八科副主任 :廣岡)

やや不消である 50/。10/。

30/。

行いました。今後も定期

的に各職員の運転技術点検と指導を行い、安心して

こ乗車いただ|するよう努めて参ります。

(看護介護師長 :福田)

③席のスペースについての改善のこ要望

要望事項 :「席と席の間がせましヽ様な気がします」

回答 :現在のスペースだけで|よ手狭になつてきてお

り、こ迷惑をおかけしております。別室を早急に活

用しこ要望にお応えして参ります。

(看護介護師長 :福田)

①指導者へのこ不満

要望事項 :「もつと指導出来る人が‥……全てに対し

て気がつくのが遅しヽ…シヤキシヤキした人…?皆の

方を向いていなしヽような気がします」

回答 :こ迷惑をお掛けして申し訳こざいません。ゆ

とりをもつてサービスを提供させていただけるよう

に職員のスキルアップを図つてまいります。

(看護介護師長 i福田)

⑤サービスについて

要望事項 :「通所り八ビリテーシヨン開所日にサン

ライズヒル受付事務を日・祭日に少なくとも、午前

中行つてもらしヽたしヽ。料金支払い、その他諸連絡の

ため」
回答 i大変こ迷惑をお桂Hサして申し訳こざいません。

利用料金のお支払いにつきまして|よ、現在全艮行振

り込みの機能がこざいますのでこ利用いただければ

幸いと存じます。そのほかにも、お支払しヽがいつで

●

●

餅つき
「モチ」|よ民俗学でいう八レの日 (非日

常、とくに神祭など祝いの日)の食べ物

で、稲作農耕の食文化の一つとして伝えら

れてきました。お正月に飾る 院 餅」|よ、

訪れた年神が宿るとさイl、 「お供え餅」や
「お雑煮」の習慣とともに現代に生きてしヽ

ます。毎年行われるサンライズヒルの大切

な行事となつており、12月 28日 に、ゲス

トの皆様と職員で新しい年を迎える喜びも

あり張り切つて餅つきを行つてしヽました。

本午つくゲスト、手混ぜする職員の声の掛け

合しヽ十よ、とても楽しい一時で

した。

(通所 :堤 )

風船パレ

前号でもお伝え した、曜 日対抗 レク

リェーションが、11月 にも行われました !

今回の競技 |よ 風船パ レーです。風船を ト

スし続け、床に落とすまでの時間を競いま

す。優勝の金曜日に参力Bされた方に|よ素商支

な一品が贈られております。ここ数ヶ月に

亘り幾つかの競技で優勝され、多数の賞品

を獲得した方もおられました。きつと我が

家に誇らしlナに帰つて来られた日があつた

ので |よないでしょうか ?2010年度も 2月

より開始予定です。是非御参力8下さい !

(通所 :岩崎)
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