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安芸太田町加計にある庭園で、基本的には
一般公開されていませんが、春と秋の一般公
開の際に見ることができます。
11月の吉水園秋の一般公開では「江戸モミジ」
と呼ばれる江戸時代からの紅葉が魅力です。
写真はコロナ前の秋の一般公開時に撮影した
ものです。

名称 『吉水園』

江戸時代から続く
歴史ある日本庭園

写真・文：施設課 主任　青木　潤

広島県呉市焼山南1丁目8-23〒737-0924
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0823-34-1366FAX
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認知症デイ・ケア

管理栄養士の制服が
新しくなりました
管理栄養士の制服が
新しくなりました
今までは白衣タイプの制服
でしたが、スクラブタイプ
の制服に変更になりました。

ペットボトルで
風鈴をつくりました
ペットボトルで
風鈴をつくりました
ペットボトルをカットして、ご本人の好きなイラストに色を
塗って飾りつけました♪蒸し暑い日々が続いていましたが、
涼しい気分が味わえました。

託児所の子どもたちは
プール遊びがダイスキ
託児所の子どもたちは
プール遊びがダイスキ
今年の夏は暑い日々が続きました。
託児所の子供たちはプールあそびを
連日楽しんでいました♪

今年の夏は暑い日々が続きました。
託児所の子供たちはプールあそびを
連日楽しんでいました♪

当院訪問看護の
利用者さまが
受賞された記事が
日精看ニュースに掲載されました

当院訪問看護の
利用者さまが
受賞された記事が
日精看ニュースに掲載されました
第7回 わたしが見つけた！アート写真コンテストで日本精
神科看護協会賞を受賞した作品の特大パネルがプレゼン
トされました。利用者さまもご家族もパネルの大きさに
びっくりされておりました。

FreshFresh フレッシュフレッシュ 当 院 新 入 職 者 紹 介 好きな食べ物 好きな音楽
よく見るTV マイブーム
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お好み焼き

外来・訪問看護所属／看護師

神野 奈々 かみの なな
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（予定）

お好み焼き

薬剤科所属／薬剤助手

尾花 亜砂子 おばな あさこ

特になし
（なんでも聴きます）

1

2

クイズ番組3

韓国ドラマ4

和菓子

リハビリテーション部所属／作業療法士

磯部 美沙 いそべ みさ

RADWIMPS

ドラマ

YouTubeで
動画をみること
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認知症と共に生きる
呉市昭和地域包括支援センター主催の認知症講演会で当
院精神科医の三神医師が講師として講演会を行いました。
今回の講演会のテーマは「認知症と共に生きる」というテー
マでした。共に生きる =「共生」とは、助け合ったり、み
とめあったりして、いっしょに生活することと言う意味があ
ります。
講演会の最後に、三神医師が、「認知症と共に生きる」と
は「認知症になった人だけでなく、認知症を支える人のこ
とも、助け合ったり、みとめあったりして、いっしょに生
活すること」と話されていました。私はその言葉に、心がグッ
ときました。相談の中には「認知症の人を支える家族が疲
弊している」「もう限界だ」という内容が多くあります。
私たち地域移行連携部は認知症の人だけでなく、認知症
を支える人も地域で共に生きられるように寄り添っていき
たいと思います。何かお困りごとがあれば地域移行連携部
に気兼ねなくご相談ください。

当院の精神科医 三神医師が講演しました

9月は世界アルツハイマー月間

作品の特大
パネルが

日本精神科
看護協会か

ら

プレゼント
されました

↑日精看ニュース758
　2022.8 月号

←掲載された記事内容

よしみずえん

地域移行連携部　槙尾 阿友美

講演会の後に地域連携部が無料相談を受けました

地域移行連携部が
講演の前に当院の
紹介をしました三神医師三神医師

動きやすく
なりました！
動きやすく
なりました！



夏の親睦会を楽しみました♪夏の親睦会を楽しみました♪

敬老会敬老会

「夏を元気に乗り越えよう！」とやまびこの里では納涼会
らしい遊びをして楽しみました。金魚すくいに魚釣り、的
当てや水遊びまで。水鉄砲で職員を狙ってみたり、日ご
ろのストレスも発散⁉童心にかえってしっかり遊んだ後は、
夏らしくスイカを食べてひと休み♪
夏の暑さなんてなんのその。夏を満喫された皆さまでした。

９月吉日、敬老会を開催させていただきました。入居者さまに
楽しんでいただくため、職員は各ユニット共全力で出し物に取
り組みました！１階では二人羽織とストッキング相撲を、２階
では演芸会（美空すずめ・五木ひろみ・川中半兵衛・ピンキー
ときなこ、としっかり芸名もついてます♪）を披露しました。
豪華な昼食と記念品も贈呈し 1 日しっかり大笑いしていただき
ました。日ごろの感謝の気持ちが伝わっていると嬉しいです。

Follow MeFollow Me

で日々の様子を発信しています！

グループホームやまびこの里

す で に認 知 症 は
身 近 な 病 気 で す 転倒・転落

　　　回のテーマは「転倒・転落」です。 
　　　認知症治療病棟には杖や歩行器
を使用して歩かれている患者さまや寝
たきりの患者さまがおられます。また、
１人で歩くことはできても歩行がおぼ
つかない患者さまもおられます。認知
症の人は自らの身体の状態を把握する
ことが難しくなったり、距離感や空間
を認識することが難しくなったりする
ので転倒・転落しやすくなります。転倒・
転落による外傷は活動力を低下させ、
認知症を進行させます。認知症治療
病棟では、転倒・転落を防止するため
に様々な取り組みを行っています。

　　　えば「トイレに行きたい。」と
　　　訴え、衝動的に歩き出してしま
う患者さまには、定期的にトイレに誘
導し排泄する時間を設けています。こ
れにより排泄に関する切迫感やイライ

ラがなくなるので穏やかに過ごす時間
が増え、転倒の危険が低下します。ま
た、履物が足の大きさに合っているの
か、正しく履けているのか確認し見直
すことも転倒防止につながります。

　　　知症の人が過ごす環境に注目し
　　　てみましょう。ベッドを使用し
ている場合、転落によって外傷を負う
危険を低下させるため低床になるベッ
ドを使用したり、ベッドからの転落に
備え、ベッドサイドに衝撃吸収マット
を設置したりしています。また、患者
さまの動きを考慮し、ベッドやポータ
ブルトイレの位置を整えたり、セン
サーライトを使用し、夜間でも歩行し
やすくています。ベッドのコード類も
歩行の邪魔にならないよう整理し、転
倒・転落しにくい環境づくりをしてい
ます。

　　　度な運動や体操も転倒・転落の
　　　予防に効果的です。認知症治療
病棟では生活機能回復訓練や認知症リ
ハビリテーションなどを通して、ほぼ
毎日体操や運動を行っています。これ
により筋力やバランス感覚の維持・向
上が図られ、転倒・転落の予防につな
がります。

　　　のように転倒・転落が発生する
　　　原因は複雑で対策も様々です。
１人で考えるのではなく皆で考えるこ
とが重要だと思います。

3病棟（認知症治療病棟）
看護師長 新内　裕

これからも認知症について
共に考えていきましょう。
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トマトのおすすめの摂取方法は加熱を
することです。加熱をすることで、トマ
トの細胞が崩れ、リコピンを体に吸収
しやすくなります。
また、リコピンは油にとても溶けやす
い性質を持っているため、油と一緒に
調理すると体内にしっかりとリコピンを

①玉ねぎ・じゃがいも・にんじんは１㎝角に切る。①玉ねぎ・じゃがいも・にんじんは１㎝角に切る。

③野菜がしんなりしてきたら、ホールトマト缶を
　つぶしながら入れる。
③野菜がしんなりしてきたら、ホールトマト缶を
　つぶしながら入れる。

④塩コショウ以外の調味料・水を全て入れ、煮立てる。④塩コショウ以外の調味料・水を全て入れ、煮立てる。

⑤10 分ほど煮て、塩コショウで味を調える。

⑥食べる時に、粉チーズをふる。

②鍋にオリーブオイルを熱し、①を炒める。

認知症予防レシピ
管理栄養士オススメ

吸収できます。さらに、乳製品の脂肪
分もリコピンの吸収を良くしてくれま
す。
乳製品のカルシウムも認知症予防に役
立つ栄養素とされているため、
一緒に摂ることで、お互いの吸収がアッ
プし効果的とされています。

認知症予防のポイント

【作りかた】【材料（2人分）】
・トマト

200ｇ（1個）

60ｇ（1/4個）

1/2～小1個

・玉ねぎ

・じゃがいも

1/３本・にんじん
2枚・キャベツ

2カップ

（顆粒は小さじ3 杯）

・水

2個・固形コンソメ

大さじ１杯
・オリーブオイル

少々・塩コショウ

大さじ１～2杯
・粉チーズ

トマトたっぷり
ミネストローネ
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今後、医療費自動精算機で
クレジットカードが使える
ようになる予定です。

医療費のお支払いは
自動精算機で
お願いいたします

マイナンバーカードを
健康保険証としてご利用
いただける「マイナ受付」
に対応しています

敬老会敬老会認知症デイ・ケア認知症デイ・ケア

認知症デイ・ケアで「敬老会」を行いました。コロナ感染予防
を考えて、今年も規模を縮小しての実施でしたが、ビンゴの数
字を食い入るように見つめ、「あった！」「無いわ…」と一喜一
憂する利用者さまの姿にスタッフも一緒になってドキドキしてい
ました。ビンゴの景品やスタッフ手作りの色紙も喜んでいただ
き、利用者さまの笑顔があってこそのデイケアだなということを、
スタッフ一同改めて実感しました。

看護師の魅力について

知ろう！学ぼう！僕らの未来「呉市キャリア・スタート・ウィーク」
の職場体験学習を ZOOM で行いました。昭和中学校の２年生７名
に看護師の魅力について伝えました。うれしいことに看護師や助産
師になりたい生徒さんがいました。来年は進路選択の時期であり
「きっかけは何でも良い」「自分の興味があるものが進路のヒント
になるかも」「学校に行くこと」「提出物の期限を守ること」など伝
えたキーワードが返事のお手紙に記されていました。来年は当院
で職場体験ができることを願うばかりです。

〈副看護部長　村中 淳子〉

リモート職場体験学習
を行いました

ご不明な点はお気軽に受付スタッフにお声がけください。

お 知 ら せ

受付の顔認証付き
カードリーダーを
ご利用いただけます。

魚釣り魚釣り金魚すくい金魚すくい

的当て的当て 水鉄砲水鉄砲水鉄砲水鉄砲水鉄砲水鉄砲
ストッキング相撲ストッキング相撲 二人羽織二人羽織

作業療法士をめざす広島都市学園大学の学生お２
人が当院での実習を修了しました。
実習お疲れ様でした！ステキな作業療法士になって
ください！　　　　　 〈リハビリテーション部 一同〉

作業療法士をめざして
広島都市学園大学より

２人の学生さんが２人の学生さんが
実習に来られました実習に来られました

これからも
頑張ってください！

これからも
頑張ってください！

歌と踊りのショータイム歌と踊りのショータイム

どじょうすくいどじょうすくい

呉市キャリア・スタート・ウィーク
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