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Q
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、サンライズヒル広報誌へのこ意見を施設事務室までお矢□らせくださいませ。

■締め切り 9月 30日 (金曜日)

第 8回サンライズヒルクロスワー ドパズルの当選者|よ抽選の結果、以下の方が当選さイlま した。おめでとうこざ

います。尚、賞品|よ 7月中旬に発送させて頂きました。

■当選者 T.I様

① ② ③
④

【カギ】
⑤

⑥

⑦ 【カギ】
③

【カギ】

③ ⑩

①

⑫ 【カギ】

【カギ】の4文字で言葉を作ろう!!

電И>⇒かきこおりの代名詞。ボリューム満点ですね
①江戸時代のサマージヤンボ。○○くじ
②夏ですね。海水浴場解放です
③酢のものが健康にしヽいそうです

○○○○です
③割りきイlません
⑩OOOな一人旅

①ゆでても焼いてもおい
⑥フクロウの仲間
⑦うらしま太郎が竹竿と
③OOじ ゅう。餡を包ん
③青いOO。 入道雲がき

しい。夜店の人気者

セットで持つていました
で蒸しました
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己
8月 といえば皆様 |よ何を思い浮かべますか ?高校野球、夏祭り、スイカ、花火大会、学生の方なら夏休

みでしようか。私|よ青空と入道雲を思い浮かべます。

大きな雲を見るとなんだか気持ちがわくわくしてきます。まだまだ暑い日が続きますが皆様にとつて最

高の夏になりますように。

(り 八科 :本引 |)
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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ョ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。

●実り豊かな人生のひとときを快適に過こ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しヽます。

産
業
道
路

「個人情報保護について」サンライズヒルでは、こ利用者様 その他の関係者様に関しての個人情報に関連する法令の遵守に取り組んでいます。
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サゆウ辱 LサνNews
侵藤介祖セミ■―
7月 16日 ωにサンライズヒルにて健康介護セミナーが開催されました。
セミナーで|よ、毎回こ家族や地域の方々に介護をより身近に感じてしヽ

ただけるよう様々な勉強会を行つております。今回|よ居宅支援事業所サ
ンライズヒルの田中ケアマネージャーとりニエルサプライ様に来ていた
だきました。施設から|よ 、廣岡PTか らの講義もありました。

田中ケアマネージャーから|よ介護保険についてのお話があり、在宅での

介護を続けるコツや訪間り八についてわかりやすく説明して頂きました。
りニエルサプライ様に|よ福祉用具の紹介をして頂き、最新の車椅子や

リフ トなどを実際に体験する事ができ、大変ためになつたという嬉ししヽお言葉も頂き承した。
廣岡PTア〕`ら|よ訪間り八ビリについての話で、在宅に療法士が訪間し何をするのか、訪間り八ビリの内容

や目標などをわかりやすく説明させて頂きました。訪間り八と看護の違い |よ なんですか ?などの質問も頂き、
皆様真父」に話しを聞かれていました。

今回の健康介護セミナーで |よ 、質問や疑問など数多く頂き、大変盛り上がりました。  (り 八科 :園田)

アンケー ト調査を行ないましたところ、以下のようなうれししヽお言葉を頂戴致しましたのでこ紹介させて
頂きます。
・母が通所でお世話になつております。スタッフの皆さんの素敵な笑顔で母も週三回とても喜んで利用して

おります。ありがとうこざいます。特に利用日の朝 |よ 「今日|よ行く日、お出かけよ。」と声かけすると
「そうね」と行動が機敏になります。

・スタッフの皆様ありがとうこざしれます。フルーツとてもおいしかつたです。こ馳走様でした。
・今回参加して福祉用具を見せてもらい大変今後の参考になりました。ありがとうこざいました。
。本国|よセミナー開催ありがとうこざしヽます。次国もぜひ参加したいです。
また、いくつかご質問も頂きましたので回答を掲載させて頂きます。

Ql.ベッド上での体が下がつたとき、もとの位置に戻す用具で一人で Q3.通所にお世話になつていますけれど…左足
するもの|よありますか?                    (左 麻痺)の痛みがとれません。家庭で少しでも

Q2.折りたためてキャスター付きのシャワー椅子 (ベッドから浴室に 痛みを和ら|ザるにはどう介護すればいしヽですか?

直接いけるもの)|よありますか?                 A`痛 みの原因により対処方法が違つてきます。よ
A.こ質問の福祉用具|よこざしヽます。ただし、家屋状況や本人様の身体 ろしければ主治医の先生、また|よ 担当セラピス

状態により使用が制限される場合もこざいます。よろしければ担当セ  トに直接ご相談下さい。
ラピストにこ相談下さしヽ。必要であれば訪間調査に参ります。            (り 八ビリテーション科 :廣岡)

コ |ラ |と |

食品取扱い 冷蔵庫の衛生について
食中毒が発生しやすい季節となりました。食中毒というと、飲食店やお弁当での食事が原因と思いが

ちですが、家庭での食事が原因となつたケースが全体の200/O近 くもあります。家庭での食中毒に|よ不注
意だけでなく、「冷蔵庫に入れておけば大丈夫」とか、「真空パックだから大丈夫」など、間違つた思い
込みが原因となることも多しヽようです。こ自宅の冷蔵庫の中|よ大丈夫でしょうか ?

冷やす必要のないものまで冷蔵庫に入れると、野菜や果物の場合|よかえって傷めてしまうことがあり
ます。食品の性質にあつた保存を心がけましょう。
冷蔵庫|よ詰め込みすぎると冷気の循環が悪くなり、庫内の温度が上がって菌が増殖しやすくなります。

冷蔵庫の容量の 7割程度を目安に、それ以上|よ詰め込まないようにしましょう。
O冷蔵庫を衛生的に使うポイン

①冷蔵の必要な食品|よ、持ち帰つたら、すぐに冷蔵庫に入れましょう。
②熱しヽ物|よ冷ましてから冷蔵庫に入れましょう。
③食品相互の汚染を防くため、ラップに包む、容器に入れるなどをしてから保存しましょう。
①ドアの開閉|よ少なく、手早くを心がけましょう。
⑤冷蔵庫|よ 10度以下 (鮮魚介類|よ 4度以下)、 冷凍庫|よ-15度以下に維持しましょう。
⑥冷やす必要のなしヽもの、入れつぱなしのものを整理しましょう。
①冷蔵庫に入れたもの|よ、早めに使い切りましょう。
①月に1回程度、掃除をしましょう。

上手に冷蔵庫を使い、食中毒防止に努めましょう ||

ご挨拶 お盆が過ぎて暑さの中にも秋の気配を感じる季節となりましたが、皆様お元気でお過こ

しでしょうか? 平素よリサンライズヒルをこ支援しヽただき心より感謝申し上lナます。

去る 7月 22日 の夏祭りに|よ 、来賓の皆様、こ家族様、地域のみなさまと多数の方々に来設しヽただき、お

かげさまで盛況のうちに終えることが出来ました。今年十よ微力ながら “東北支援"をテーマに掲げ取り組

みました。募金・温かいメッセージ・東北名産品購入にこ協力いただき誠にありがとうこざしヽました。宮

効県石巻市福祉総務課を通してお送りいたします事を紙面をお借りしましてこ報告いたします。

現在、サンライズヒルで|よ訪間り八ビリ開始に向けて準備が進んでいます。ゲス トの皆様に、より活き

活きと在宅生活をお続けいただけるよう但別ニーズに応じたサービスを提供してまいります。多くの皆様

のこ利用をお待ちいたします。                      (施 設長 :森岡 由紀)

7月 22日 金曜日に第20固サンライズヒル夏

祭りが行わイlま した。出し物で|よ よさこしヽの阿巴

後真狗舞J様、エイサーの F琉球國祭り太鼓』

様に来て頂き、大変盛り上がつた夏祭りとなり

ました。ゲス トの方々からも楽しかつたという

言葉が聞かれ、いつもと |よ また違うゲス トの

方々の表情が見らイlま した。

また、今回|よ 3月 に起きた東日本大震災の復

興支援をサンライズヒルからも行うべく、東北

ブ 地方から取り寄せた物品の販売、義援金、メッ

セージカー ド作成などの取り組みを行いまし

た。皆様のこ協力のおか lナ で、東北の物品販売

も完売いたしました。◆回の夏祭りで集まつた

義援金、東北地方の物品販売での売り上 lナ と、

記入して頂いたメッセージカー ド|よ 宮城県の石

巻市の方へ送らせて頂きます。皆様の温かいこ

支援、こ協力ありがとうこざしヽました。

(看護介護部 :後藤 圭)
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(栄養科 :村山)

笑顔と感動   調亀ュ塁カ サプラAズヒノy
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●社会あ急激な変化止伴いて人々あ学習三_ズか高まる中、土也軌住長にとちてあ事習苑点としせ公良籠が
果たす役割|よますます重要になつています。菊陽町申央公民館におしヽても社会教育法に基づき、身近な生
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デ|つ |∵〒デ|り?
地域づくりの原点lよ地功住民の結びつきから、自治組織,各種団体:諸機関との連携にあります。1この上ょぅな中、中央公民館事業の一つに菊陽町青少年健全育成町民会議の事務局として (主催講座)親子のふ

1乳目基声舞塾薯買倉薩貪曇キ写びぢ覇安宣希篠,石避扇見差尻宅落雪家庭褒魯どせ奪霜軍落芥整屎談覆窓
親子料理教室を開講してしヽます。親子ふれあしヽ講座|よ家庭教育の出発点であり親子の絆の形成に始まる家

'で
隻?集睾界望森霰撃吾璽暮享馨吾篠練?絶璽貢寧尾亀ご暑笑ご協憲亮撮R言ぎ民瑠Бこおさしき返讐赤

養うことができるものと思つてしヽます。このように、活動内容について|よ積極的に子ども参加型の活動も

1取 9入れ、地劫,■|=化ゃ住民福祉の向4に取り但みヽ住民相互の連帯感や地域づくりに努めていきたいと
考えています。   1  :  ―  |  !    i    ―     ∵

また、中央公民館で自主講座をされているプランタ=園去教室のみなさんも花植えなどでサンライズヒ
)レ様と繋がり左もたれてしヽますЬ終わりに、サンライズヒリ♭様に|よ中央公民館の運営にこ協力ご支援しヽた

.だき心より感謝申し上lサまぢをli‐  |     |   .   ・ 1        1+  ■

P予菊の会増強酬餓滝墨暑温昼l樫岳懸ん葎祗ど雹            名窮豪百た。

研修報告
平成23年度熊本県老人保健施設協会 新人職員研修会 :

5月 16日 何グランメッセ熊本 2階コンベンションホールにて開催された新人職員研修会に参力Bし研修を受けて参り
ました。研修内容|よ以下の通りです。
I 介護老人保健施設の理念と機能 (新 ししヽ仲間に矢[lつ てほししヽこと) Π 認矢[l症の基礎知識
Ⅲ チームケアについて              Ⅳ コンプライアンスにつしヽて (高齢者虐待・身体拘束)

V 老健におけるり八ビリテーション        Ⅵ グループワーク (仕事の‖」み、疑間点について)

今回の新人職員研修を受け、どの講義も大変分かりやすく学び多い研修でした。中でも、認矢[症の基礎矢8識 につい
ての講義が興味深いもので、当施設に|よ認矢[症状をもたれるゲスト様も多く、認矢[症の中核症状 (記憶障害、見当識
障害、判断力の障害、高次脳機能障害)と BPSD(妄想、昼夜逆転、睡眠障害、徘徊・多動等の周辺症状)を勉強す
ること|よ介護福祉士として専門性を持つてゲスト様のケアをさせていただくに当たり、大変勉強になりました。
ケアワーカー|よ、グス ト様の日々の生活を支える者として 1番身近な存在であると言われています。認矢[症の中核

症状の進行|よ止められませんが、それに伴うBPSD(周辺症状)に関して|よ、私たち介護者のケアによるところが大
きく、ケア次第で良くもなるし悪化もする症状です。グスト様方を支援するに当たり業務本位で|よなく、あくまでゲ
スト様本位のケアに従事しBPSD(周 辺症状)オご緩和し、少しでも快適に人生を過己してしヽただけるサポー トを行わ
なければならないと学びました。

当施設でも、この教えを活かしゲスト様に尽くしたいと思います。            (看 護介護部 :音辻)

ミュージック・ケア研修 総合研修 (初級)g 困1職 |

加佐ノ岬倶楽部 音楽療法研究所

6月 26日 (日l・ 7月 2日ω・3日 l日)。 司7日 l日 )。 18日 側の 5日 間、上記の研修
に参力[させて頂きました。

内容 |よ、ミュージック・ケアについての講義・曲習得・現場体験と非常に充
実したものでした。今回学んだ実践方法 |よ 、簡単にいうと「音楽に合わせた振
り付けで身体を動かす」というものでした。ミュージック・ケアを使用する目
的|よ、対人的な関係の質の向上、情緒の回復や安定、運動感覚や矢B的機能の改
善です。レクリエーションとして楽しみながら、身体機能のE女善も図れるとしヽう
点で、サンライズヒルにおしヽても十分活用出来る内容であると認識致しました。
先す|よ活動の為の時間を作り、ゲストの方に合う曲 (振り)を模索しながら、

プログラムの組み立て方を習得しようと考えております。しかし、学んだ振り
付けに|よ「鈴」「鳴子」としヽつた楽器を使用するものが多数ありましたので、ミュー
ジック・ケアの趣旨を踏まえて活動していく為に|よ、備品の準備が今後の検討
課題になるア)｀もしれません。

今回の研修を港かし、ゲス トの皆様に楽しんで頂ける活動を行えるよう努力
して参ります。                       (通 所 i岩崎)
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ゲストの皆様の中に|よ掛け声や、音楽に合わせて唄つたりされている方もしヽらつしゃれば、感極まつて
涙を流しながら見入つておられるゲストの方もいらつしゃいました。まるで劇場に来たような気分になら
れたようです。野菊の会様ありがとうこざしヽました。次回を楽しみにしております。(看護介護部 :江藤)

現在、国で|よ厚生労働省を|よ じめ、各関係省それぞれが「Ω育」を推進しております。食育宣言の中に、
子供たちが豊かな人間性を|よぐくみ、生きる力を身につけていくに|よ、何よりも「食育」が基本である。と
謳われてし出ますが、音|よ毎日の食事が食育に繋がつてしヽたので|よなしヽでしょうブ)｀ ?

今回|よ緒方フジ子様のレシピをこ紹介します。こ紹介するレシピをお子様方と一緒に作つて頂けたら幸い
に思います。次□も、皆様ア〕`らの思しヽ出の一品をお待ちしております。         (栄 養科 :古庄)

°
   混ぜこ飯   ・

<材料>4人分

<作り方>
①牛芳|よささがきにして水にさらして、苅でておく
②人参|よささがきに切る
③椎茸|よ薄く切る

④あげ|よ lcm程の大きさに切る
⑤ゴマを煎つておく

⑥⑦～④を油をひいた鍋で一緒に炒める
⑦醤油・みりん。本だしで味付けをする
③こ飯と混ぜ、器によそおつた後、上から⑤で煎つたゴマと山椒の葉を飾る

<緒方フジ子様よりひと言>
この料理|よ私の得意料理です。昔|よ混ぜこ飯|よこ馳走でしたのでお客様が来ら

れたときに良く作つてしヽました。皆さん喜んで0べてくれたので嬉しかつたで
す。

又、音|よ何分、物がなかつた時代ですので、野菜|よ自分の家で収穫した物を
使つていました。鶏肉|よその当時贅沢品でしたので、替わりに良く揚げを使つて
しヽました。

その他にものつぺい汁等も作つていました。お祝いの事などで鶏肉を使う時|よ

家で飼つていたニワトリを使つて作つてしヽました。

山 本 桂 華 川 藤 朋 美
①昭和51年 5月 可6日 ①平成2年 1¬ 月29日

②料理       ②ショッピング
③人のいい所を探しましょう ⑥時期一会
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終末期 (タ ーミナル)という言葉をこ存矢lで しょうか?

元々|よ末期の癌患者の介護や看護の事を指していました
が、昨今で|よ重篤な病状や疾患がなくとも老衰により死
期が迫つた高齢者も含み、終末の対応を巡つて、在宅も
しく|よ病院、介護施設にてそのあり方について議論され
るようになりました。

サンライズヒルでも例外で|よなくこ家族様に難しい説
明や選択をせまる場面が近年増えてしヽます。日22年度|よ

5名の方を施設で看取り、御見送りさせて頂きました。
看取り委員会で|よ当施設でのよりよい看取り介護を行

う事ができるよう看取り体制の構築を行つてきました。
今後も介護体制や内容を検討し本人様、こ家族様に悔い
のない最後を迎えて頂くための支援を行つてまいります。

ここで、サンライズヒルの看取り介護の考え方をご紹
介致します。

あくまでもこ家族主体の看取りを施設側がサポートさ

委J盈義
せてしヽただきます。なるべく夕夕くの時間を家族水いらす
でお過こしいただけるよう俎室対応を行つてしヽます。
原則、入所、ショー トステイ、デイケアなど1年以上

の長期にわたつて施設を利用された信頼関係の中で当施
設での看取り介護の考え方に共感、同意して頂ける方を
看取りの対象としています。また、長期に該当しない方
であつても当施設の看取り介護の考え方に共感、同意し
て頂ける方|よ上記の限りで|よありません。
さらに下記の事を確認してしヽきます。

①施設における医療 。看護 。介護体制への理解
②家族との確実な連絡体制、家族の協力体制の確保
③看取り介護に対する本人または家族の同意を得ること

委員会で毎回話し合しれを行いますが「看耳又り」|よ まだ
まだデリケー トで難しい問題です。これからも皆様と一

イ者に考えてしヽきたいと思つてしヽます。

(相談室 :黒木)
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サンフレンズ交流会
昨年度よりこ案内オごさせて頂いております、地功交流会ですが、◆年から名称を「サンフレンズ交流会」

と変更致しました。今回|よ開催 4圃目で、 6月 24日 に「武蔵ヶ丘 6巴丁内ふれあいサロン」より19名のパワ

フルな皆様にお越し頂き、メニュー (施設概要説明・施設見学・認欠□症予防プログラム・転倒防止健康体操・

レクリエーション)を体験して頂きました。皆様の活気あふれるお姿に、私達の方が元気を頂く―日にな

りました Iア ンケー トで |よ 貴重なこ意見こ質問を多数頂き、ありがとうこざしヽました。その中の一部をこ

紹介し、紙面での回答をさせて頂きます。                       (通 所 :岩崎)

皆様、こんにち|よ 。毎日暑い日が続しヽておりますがいかがお過こしでしようか。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・各種レクリ正―ションの他に交流会やアクティビテイ活動・調理会など色々なプログラムを

準備しております。今後も楽しいプログラムを盛り込んでいきたいと思いますので、やつてみたしヽことなどがこざいま

したら、通所スタッフまでお申し付け下さい。

外出企画「春探しツアー」

Ql…利用料につしヽて不安があります。

A.原則として、利用料 |よ請求の 1割負担となります。

介護保険で定められた料金ですので、各施設共通です。

介護度 。所得等の条件により個人で料金が異なりますの

で、当施設のこ利用をお考えの際|よ、お住まいの地功の

役場に一度お尋ねください。     (相 談室 :山□)

Q2-丸 田会と|よ何ですか ?

A.丸田会 |よ、県内初の社会医療法人です。「熊本整形外

科病院 (昭和41年開設)」 「熊本り八ビリテーション病院

(昭和49年開設)」
「介護老人保健施設サンライズヒル (平

成 3年開設 )」 を中心とした組織です。開設当初より常

に “本物"の医療介護の実呪を目指し現在800名超の法

人職員―同が地域の皆様のお役に立てるよう日々研鑽を

積んでいます。           (事 務部 :西村)

―サンフレンズと|よ―

★施設概要説明     ★施設見学

☆認矢□症予防プログラム ★転倒防止健康体操

☆レクリエーション   ☆疎下について
…等を半団体験して頂きます。その他、皆様

の発表や交流会等にもこ利用ください。皆様の

こ相談に応じます。こ参力]、 職員―同お待ちし

ております |

■お問い合わせ先

介護老人保健施設サンライズヒル

担当 福田・井芹

TEL/096-232-5656 FAX/096-232-5655

4～ 5月 にかけて、毎年恒例となりました
「春探しツアー」を開催し今年十よ73名のゲス

トが参力8されました。俵山で春を感じて頂き、

帰り|よ萌えの里に立ち寄り、ソフ トクリーム・

漬物・野菜など、皆様思しヽ思いの品物を買わ

れて非常に楽しまれておられました。萌えの

里 |よ段差があり、一般のお客様に混じつての

行動ですので危険もありますが、施設内で|よ

体験できなしヽ地域の場に出て行くことで、リ

八ビリとしての機能もあり、良しヽ刺激になつ

たので|よないでしょうダ〕`?

今後も、ダス トの方々からの要望が多いも

のア〕`ら優先的に外出を行つて参りたしヽと思つ

ております。企画の際|よ是)にこ参力Bく ださい。

(通所 :紫藤)

6～ 7月 にかけて、通所り八ビリテーションで|よ、たこ焼き作り

とどら焼き作りを行いました。

たこ焼き作りで |よ、ゲス トの皆様に材料を一つ一つ丁寧に小さ

く切つて頂き、焼きたてホクホクの承ま召し上がつて頂きました。

どら焼き作りで|よホットプレー トに生地をのせ、焼いた後 |よお好み

で、アンコを挟んで召し上がつて頂きました。や|よ り出来立て|よ「と

ても美味しい |」 と大好評 !!良い交流の場にもなり、楽しい調理

会でした。

家庭でもたこ焼きやどら焼き作りに挑戦してみて |よタロ何でしよ

うか ?きつと楽しいですよ !

(通所 :小林)
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今回|よ通所こ利用者の丸山勝幸様より、お言葉を頂戴致しまし

た。本文中でいわれてしヽる通り、丸山様|よ十年以上に亘リサンライ

ズヒルをこ利用してくださつています。もちろんこの十年で終わり

と|よ 言わす、この先もすつと、是非私達を見守つていてください。

こ協力、ありがとうこざいました I        (通 所 i岩崎)

「長くなつたものです。サンライズヒル通所に通う様になつて十数

年。職員さん、利用者の方、共に出会い|よ沢山ありました。入れ替

わり|よ当然ありますが、皆さん良い方ばかり。私|よ 4年前に家内を

亡くし、以来我が家に一人きり。寂しいけれど、今 |よサンライズ

の皆さんと顔を合わせる事だけが無上の楽しみです。何年ア〕`分かり

ませんが、私も身体の続く限り、皆さんと通所出来る様に頑張りま

す。皆様仲良くしヽこうで|よ ありませんか。今後とも宜しくお願しヽ致

します。

皆様のこ健康をお祈り申し上lナて、しめさせて頂きます。」
i   (  喧

通所こ利用者 丸山勝幸様
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「
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