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「夢」

（「夢」とは心が満たされることである。
）
すべての利用者様に医療・福祉を介して夢を実現する

☆シリーズ認知症

第 5 回目（最終回）

認知症に悩む方々を支えるには？

☆行事の報告
食欲の秋！敬老の日バーベキューの様子。

☆栄養科通信
簡単ヘルシーレシピをご紹介！

医療法人社団

翔仁会

北広島市輪厚 704 番地 16

介護老人保健施設 エスポワール北広島
Ｔｅｌ

http://www.shojinkai.or.jp

011－376－3911

E-mail

Ｆａｘ

011－377－5621

soumu@shojinkai.or.jp

医療法人社団

翔仁会

6 つの基本方針
心のコミュニケーション
私たちは、利用者様の尊厳と権利を重んじ、常に謙虚な気持ちで接します。

Ｈｅａｌｔｈ

Ｆｏｒ

Ａｌｌ

私たちは、プライマリーケアの精神を尊守し、実践します。

プロフェッショナル
私たちは、プロとしての自覚を持ち、質の高いサービスを提供します。

トレーニング
私たちは、常に最新の知識を学習し、自己研鑽の努力を怠りません。

安心・信頼
私たちは、EBM に基づき、インフォームドコンセントに努めます。
私たちは、施設の役割を認識し、家庭復帰を目指します。
※EBM（Evidence Based Medicine）実証に基づいた医療。

チームワーク
私たちは、よい職場環境を構築し、チーム医療を円滑に行います。
私たちは、利用者様のケアプランを重視しチーム介護を行います。

医療法人社団

翔仁会

関連施設

輪厚三愛病院
〒061-1264 北広島市輪厚 704-16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL（011）
377－3911

居宅支援相談センター「きぼう」
〒061-1264 北広島市輪厚 704-16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL（011）
376－3911

北広島市にし高齢者支援センター
〒061-1275 北広島市大曲南ヶ丘 1 丁目 1-5・・・・・・・・・・・・・TEL（011） 370－
3922

グループホーム「雪ぼうし」
〒061-1264 北広島市輪厚 704-31・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL（011）

ホ ッ ト フ ァ ッ ク ス の ご案内
ＦＡＸ
翔仁会
下さい。

０１１-３７７-７７９０

理事長への直通ファックス番号です。お気付きの点がございましたらお気軽にご利用
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行事予定
10 月
2 日（木）10：30～12：00

陶芸教室（通所リハ対象）

悠々1Ｆ通所フロ

ア
6 日（月）10：00～11：30 押し花教室（入所者対象）

エスポ B1F ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

ﾙｰﾑ
8 日（水）13：30～14：30

書道教室（入所者対象）

9 日（木）10：30～12：00

エスポ 2Ｆフロア

陶芸教室（通所リハ対象）

悠々1Ｆ通所フロ

ア
14：00～14：55

お茶会

エスポ 1F・悠々1F

通所フロア
11 日（土）13：00～14：00

生花教室（入所者対象）

14 日（火）14：00～14：55

歌声サロン（入所者対象）

14：00～14：55

エスポ 2F フロア

小物作り（通所リハ対象）

エスポ 3F フロア
悠々1Ｆ通所フロア

16 日（木）10：30～12：00

陶芸教室（通所リハ対象）

悠々1Ｆ通所フロア

18 日（土）13：00～14：00

生花教室（入所者対象）

エスポ 2F フロア

22 日（水）13：30～14：30

書道教室（入所者対象）

エスポ 2Ｆフロア

栄養課通信

秋茄子の薬味かけ

1 人分

51Kcal

塩分 0.7ｇ

レンジで簡単に出来ちゃう簡単レシピです。1 品足りない時にどうぞ。
作り方

材料（3 人分）
秋茄子

3本

生姜

１かけ

あさつき

2本

ポン酢

大さじ１

醤油

大さじ 1/2

砂糖

小さじ 1/2

ごま油

小さじ１

①茄子は乱切りにして水にさらす。ザルに上げ、
軽く水気を切る。
②大き目のお皿に茄子が重ならないように並べ、
しっかりラップをしてレンジで 5 分加熱する。
③生姜とあさつきはみじん切りにし、ポン酢、醤油、
砂糖、ごま油と混ぜ合わせてタレを作る。
④チンした茄子を器に盛り、合わせたタレをかけて
出来上がり。
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入所フロア

行事の様子

９月１５日「敬老の日」に利用者様への日頃の感謝の気持ちを込めて BBQ 大会を行いました。
「天高く馬肥ゆ
る秋」という言葉にぴったりの晴天の中、炭火の香りが食欲をそそり、熱々のお肉や野菜、焼きそばは格別の
ようで、利用者様の笑顔と「おかわり！」をたくさん聞くことができました。心よりご長寿のお祝いを申し上
げます。

通所フロア

活動の様子

秋の空は変わりやすいと言いますが、９月は雨がとても多かったですね。
デイケアでは朝と帰りの送迎時に雨が降ることが多くて少し憂鬱な日が続きました。そんな送迎時の出来事
です。みなさんの中にも見た方がいるかと思いますが、９月の第３週目は空に毎日のように虹が出ていまし
た。憂鬱な秋雨も、空の虹を見てさわやかな気分にさせてくれました。
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シリーズ認知症
第 5 回（最終回） 『認知症に悩む方々を支えるには？』
認知症の方々を支えている御家族や周りの方々には、ただ身体機能の低下による介護とは異なった労苦を体験
するといわれております。その為、認知症に対する知識や対応技術を学ぶことと共に、カウンセリングを受ける
ことや休息も必要であるとされています。
また認知症で悩む方々は、自分の記憶の時間的感覚や周りとの人間関係等もわからなくなり生活の中で不安な
ことがいっぱいになります。

Ⅰ、認知症の理解
まず認知症が脳の変化によって起こる病気であり、それが原因で記憶障害や判断力が低下するということを理
解しなければなりません。そして物忘れとの違いに気が付くことも早期発見につながります。
※簡単な部分の物忘れと認知症の違い
加齢による物忘れ
体験の一部を忘れる
記憶障害のみ
物忘れを自覚している
物がなくなると探して見つけようとする
日常生活に支障がない
進行が遅い

認知症による物忘れ
体験のすべてを忘れる
記憶障害、判断・実行障害を伴う
物忘れの自覚に乏しい
物がなくなった時に誰かが盗ったと思う
日常生活に支障がある
進行性である

等です。
また、認知症の方々の気持ちと介護する方々の対応には次のようなズレを生じることがあります。

※ 上の表は一例であるので必ずしも全ての場合に当てはまるとは限りません。
認知症の方々が考えていることと、介護者から帰ってくる言葉が、かけ離れたものであるために、ご本人の感
情を高ぶらせ攻撃的な行動につながる可能性があります。少し距離を置いたり、ご本人が理解できる言葉で自尊
心を考えた内容でお話しすることが大切です。ご本人にとっては目的を持っての行動なのです。

Ⅱ、介護者のサポート
介護する方々にとっても不安なことが多く出てくることが予想され、過去には介護の不安が大きくなりすぎ
て、悲しい事件に繋がってしまったケースもあります。現在は多様な介護保険サービスがありますので、それを
利用することを考えたり、同じ悩みを持った人が集まって意見交換することも大切です。悩みが大きくなる前に
担当のケアーマネージャーさんや、近くの地域包括支援センターに相談してみましょう。
また最近では国の動きの中でも認知症対策に力を入れてきており、今まで記載してきた予防対策、医療従事
者・介護者の対応能力の向上や、認知症サポーターの普及等、地域で支える体制作りが行われてきています。
※厚生労働省資料、長寿医療研究センターの資料等を参考にしています。
全 5 回にわたりシリーズ認知症におつきあい頂き有難うございました。

エスポワール北広島
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理学療法士

中村宏明

リハビリ通信
★☆リハビリテーション科 新人紹介☆★
9 月の 16 日からリハビリーテーション科で働いている新入職員をご紹介致します。
既に見かけたり、お話しをされたりした方も多いかと思いますが、どうぞよろしくお願い致しま
す。
Q1．エスポワールで働き始める前は
何をしていましたか？
療養型の病院で、作業療法士として 6 年間
働いていました。
Q2．出身はどこですか？
出身は夕張なのですが、今は北広島市内に
住んでいます。ちなみに、北広島に住んでい
る期間のほうが長いです。
Q3．趣味は何ですか？
野球やサッカー、バスケットボールなどス
ポーツ観戦が好きです。
他には音楽鑑賞も好きです。主に邦楽と洋
楽を聴くのですが、エスポワールに就職した
のを期に、利用者様に演歌も教えて頂けたら
なと思っています。

作業療法士

遠藤

有紗（28 歳）

Q4．どんな男性がタイプですか？
優しくて、一緒にお酒を飲める人がタイプ
です。

最後に一言
新しいことを覚えるのは大変で、職員の方々や利用者様にも色々お聞きしたりご迷惑をかける
こともあるかと思いますが、一生懸命“笑顔”で働きたいと思いますので宜しくお願いします。
※今月掲載予定だった、拘縮に関しての「ストレッチ・筋力トレーニング」は来月掲載する予定です。
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