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患者さま、ご家族さまにおかれましては、
長期間にわたり、来院時の検温や面会制
限に対し、ご協力をいただきましたことに
心より御礼申し上げます。引き続き、感染
予防対策に努めてまいります。

直接の面会は継続して中止させていただき
ますが、患者さまとご家族さまが顔を見て、
少しでも安心していただけるよう、オンラ
イン面会のご利用をお願いいたします。
少しの時間ではありますが、久々の面会に
嬉しさで笑顔が溢れる方、安心して涙を流
される方、様々ではありますが、皆さまに
喜んでいただけることが、私ども職員の喜
びでもあります。

また、昨年 11 月には、『新西館』が完成
しました。
精神科デイ・ケア、認知症デイ・ケア、
疾患別リハビリの患者さま・利用者さまに
より快適に使用していただければと思いま
す。

当院は、「健全で健康な人生を応援します」
を基本理念とし、その実現のために最良
の支援を提供することを目指しています。
今年も職員一同精進し、安全で質の高い
医療を提供出来るように努力してまいりま
す。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます

昨年 11 月に新西館が完成し、内覧会を開催しました。2 日間
で 11施設 38 名の方にご参加いただきました。お忙しい中ご
参加いただき、本当にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

新西館完成内覧会

デイケアのクリスマス会

を開催しました
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フレッシュさん

病院長 森　和 彦

認知症デイ・ケアで 2023 年初めての行事「新年
会」を行いました。朱色の鳥居・さい銭箱、神主
の衣装はスタッフの手作りです。
利用者さま全員お参りして、今年一年のお祈りを
したあとは、「獅子舞」の登場です。一人ひとり頭
を噛んで、厄払いや今年一年の無病息災を願いま
した。
手作り羽子板で風船バレーで汗をかいた後は、ぜ
んざいを美味しくいただきました♪

新年会

認知症デイ・ケアと精神科デイ・ケアでそれぞれ「クリスマス会」
が行われました。認知症デイ・ケアではスタッフによる「マジッ
クショー」精神科デイケアでは「ビンゴゲームで当たった方から
景品探しゲーム」をそれぞれ楽しまれました♪
クリスマスケーキも美味しく召し上がりました♪

当院の施設課には、もと大工さんの職員が在籍して
います。当院の門松は毎年手作りの「匠の技」で仕
上げ、メインとなる竹も職員所有の山で切ってきま
す。「来年こそは、コロナが終息し、制限のない自由
に暮らせる穏やかな一年でありますように。」と願い
を込めて作っています！

新年を迎える必須アイテム「門松」

を使用しての遠隔オンライン面会

土曜日
病棟

土曜日もできるようになりました
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当院ホームページの
ココからご予約ください。

認知症デイ・ケア

を行いました



クリスマス会を楽しみました♪クリスマス会を楽しみました♪

やまびこのお正月やまびこのお正月

やまびこの里でも各ユニットでクリスマス会を開催しまし
た。１階ではスタッフによるハンドベル演奏を披露♪入居
者の皆さまの歌声と手拍子にかなり助けられながら（笑）
見事４曲を披露しました。２階ではスタッフによるかくし
芸とも思えるクリスマスコンサートを開催！入居者の皆さま
に楽しんでいただくため全力を出し切りました。
今年も入居者さまの笑顔と拍手のクリスマスプレゼントを
たくさんいただき、感謝感謝の楽しい一日でした！

年末から皆でお正月用のお花を生けたり、おせちの中身を話
し合ったり、準備万端で迎えた  やまびこのお正月♪
元日は両ユニットともスタッフの気合の入ったおせち料理に舌
鼓を打っていただき、立派な門松の前で写真を撮ったり、皆
でトランプを楽しんだり、今年もあたたかく穏やかなお正月を
過ごしていただきました。

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

看護師　認知症治療病棟の看護目標は「認
知症の方が穏やかに笑顔で過ごすことがで
きる」としています。認知症の方は不安な
気持ちが強くて、いろいろな表現で訴えら
れるので、まずは一旦「共感する」ことを
一番にしています。看護師長という立場か
ら大きく 2 つ ①認知症によって起こる
BPSD、周辺症状を落ち着かせる病棟で
の仕組みづくり、体制づくりの構築　②認
知症看護の質の向上 に取り組んでいきた
いと思っています。

看護補助　①ケガをさせない　②慌てさせ
ない　③安全な介護を　この 3 つを心が
けています。患者さまの状態が、午前中は
穏やかだったのに、夕方になると行動や言
葉づかいが不穏になったり、暴言になった
りすることがあります。そのとき「どうし
てそんなことになるのか」よく観察をして、

認知症治療病棟に関わる多職種の思い

どう接したらいいのかわからない場合は、
看護師や作業療法士に聞いて、アドバイス
をいただいて接するようにしています。そ
の情報を他のスタッフと共有して笑顔で楽
しく安全に過ごしていただけるような環境
づくりに取り組んでいます。

作業療法士　認知症の患者さまにとって
は、入院しても「日々の生活」は続けてい
く場所には変わらないので、まずはそのこ
とを理解して、病棟の環境づくりと皆さま
が安心して療養生活を送っていただくこと
を大切に思っています。認知機能へのアプ
ローチや運動療法など行っていますが、「寄
り合い（老人会）」みたいな雰囲気を出して、
患者さまの趣味や、習慣の延長で笑ったり、
楽しめる時間になるようなリハビリを提供
しています。患者さまの状態を見当し、他
職種にお伝えして、患者さまのケアに活か

していくことがが重要な役割だと感じてい
ます。

精神保健福祉士　認知症治療病棟に入院
された患者さまのご家族は、入院前にご本
人の対応に疲弊されている方が多く、自分
を責められる方もいらっしゃいます。私た
ちはご本人のみならず、ご家族に寄り添っ
て思いを聞くことを大切にしています。他
職種と連携して、ご本人・ご家族が安心し
てもらえるような入院生活を送っていける
ように取り組んでいます。

医師　認知症患者さまがどんな症状なの
か、みんなに理解してもらうこと。その理
解を看護・介護・作業療法みんなに伝えて
いって、理解を深めてもらうことに重点を
おいています。幸いにもこの病棟は、カン
ファレンスをしたり、お互いの情報を連絡
をとりあって、看護・介護・作業療法の中
で患者さまの理解を深めていってくれてい
ると感じています。病棟全体の対応が患者
さまに「やさしい対応」「いたわりの対応」
につながって、中でも「笑顔」での対応が
できていると思います。その「笑顔」が患
者さまにとって「癒し」につながっている。
「治療に対する理解」と「いたわり」が、
車の両輪であると考えると、現在バランス
よく進んでいるのではないかと感じていま
す。病棟の中で完結するのではなくて、施
設やご家族に懸け橋として機能するために、
地域移行連携室がより機能を進化していけ
ばもっとよくなっていくのではと思います。
当院の認知症病棟は当院にとって誇れる病
棟だと思っています。

当院では、TENA というスウェーデンの会社のおむつを使用し
ています。その『TENA』の独自の資格である『TENAマイスター』
を今回は 4 名のスタッフが取得することができました！そのた
め、現在 7 名が『TENA マイスター』となりました。患者さま
に快適に過ごしていただけるよう、一人ひとりに適切なケアを提
供し、患者さまの笑顔につながるようにしていきたいです。

TENAマイスター

患者さま・利用者さまの作品紹介

当院の認知症治療病棟で働く職員に、日頃どんな思いで取り組んでいるのか語り合いました。

医師 看護師 作業療法士看護補助者 精神保健福祉士

患者さまに快適に過ごしていただくために
4 名のスタッフが資格を取得しました

消防避難訓練を行いました。出火発
見から避難完了までの一連の流れを
消防署の方に立ち会っていただき、
アドバイスをいただきました。
また、消火器の正しい使い方とポイ
ントを教わりました。いざという時
に慌てず行動できるように繰り返し
訓練が必要だと感じました。

当院には畑があります。リハビリ
（作業療法）の園芸活動として患者
さまと一緒にじゃがいもとさとい
もを収穫しました。いもを傷つけ
ないように、しっかり掘って、しっ
かり収穫できました！皆さま大満
足の笑顔が満開でした♪

当院には畑があります。リハビリ
（作業療法）の園芸活動として患者
さまと一緒にじゃがいもとさとい
もを収穫しました。いもを傷つけ
ないように、しっかり掘って、しっ
かり収穫できました！皆さま大満
足の笑顔が満開でした♪

当院では接遇向上・虐待防止チームがスタッフの接遇意識向上
のために様々な取り組みをしています。今回、コロナ禍におい
てマスクでも笑顔でがんばっているスタッフにスポットを当てて
紹介し、応援したい。そんな気持ちから「笑顔きらりさん」とし
て紹介します。当院で輝くきらりさんを、ぜひ応援していただけ
ると幸いです。

私たちは患者さまやご家族の痛みや思い
に寄り添った接客が重要と考えます。私
は細かなところまで気づく「目配り」、先
のことを考えられる「気配り」、相手の立
場になって行動する「心配り」の３つを
大切にしながら日々業務を行っています。

すごく大きな白菜できました

すごく大きな白菜できました

コロナ禍の影響で、昨年も忘年会が中止となりました。院内の職
員から景品を協賛して、「年末あみだくじ抽選会」を行いました。カー
プ選手のサイン入りバットが当たったのは、グループホーム勤務の
スタッフです。「玄関に飾って家宝にします！」と大喜びでした♫

合同年末あみだくじ抽選会

いもほり
じゃがいも・さといも
を収穫しました

作業療法（園芸活動）

（ぬり絵）
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コンチネンス委員会

地域移行連携部 看護師　槙尾 阿友美

していくことがが重要な役割だと感じてい


