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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

☆年末のご挨拶
本年も大変お世話になりました。

☆行事の報告
ハロウィンパーティー・手洗い講習会

☆栄養科通信
冬本番

人参食べて

医療法人社団

翔仁会

北広島市輪厚 704 番地 16

冷え知らず！

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

○ホームページ内にもお問い合わせフォームを設置しております。
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年末のご挨拶
2014 年も残すところあとわずかとなりました。
師走を迎え、めっきり寒くなってまいりましたが皆
様いかがお過ごしでしょうか。
今年も皆様にエスポワールをご利用いただけたこ
とを有難く、お礼申し上げます。
ご利用いただいたご利用者様、ご家族様にとって
「私たちは何ができるのだろう」と日々考えケアを考
えてまいりましたが、なかなかご満足には至らない事
も多かったと振り返っております。逆にご利用者様、
ご家族様をはじめ沢山の方にお世話になり、教えてい
ただくことも多い 1 年でした。
2015 年は今年を振り返り、より一層努力をしてまい
りますので職員一同よろしくお願い致します。
看護師長

笠原

泰志

行 事 予 定
12 月
11 日（木）10：30～12：00 陶芸教室（通所リハ対象）
通所フロア
14：00～14：55 お茶会 （自由参加）
ポ 1F 売店前

悠々1Ｆ
エス

悠々1F 通所フロア
12 日（金）10：30～11：00 交流会（広島天使幼稚園様）
エスポ 2F
フロア
18 日（木）10：30～12：00 陶芸教室（通所リハ対象）
エスポ 3F
フロア
19 日（金）14：40～15：35 舞踊・カラオケ・大正琴（自由参加）悠々1Ｆ通
所フロア
20 日（土）13：00～14：00 生花教室（入所者対象）
エスポ 2F フ
ロア
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入所フロア

行事の様子

入所フロアでは秋のイベントとしてハロウィンパーティーを行いました。
ペンギン保育園の園児の皆様にご協力を頂き、利用者の皆様に踊りを披露し
ていただきました。
皆様から｢かわいーっ！｣｢こっちに来てー！｣と声が広がり、すごく楽しまれ
ておりました。
一瞬で利用者様を笑顔にする園児たちの力は本当にすごいなと感動致しま
した。
今後も皆様に楽しんでいただける行事を企画し、実施していきたいと思いま

通所フロア

活動の様子

11 月になって急に寒くなってきましたね。通所フロアでは、これから流
行ってくるインフルエンザ対策として、手洗い講習会を行いました。普段
の手洗い方法ではどのくらい汚れが残ってしまっているのか、特殊な光を
当てて実際に汚れを見てもらい正しい手洗い方法について勉強しました。
手洗いの大切さをみんなで再認識しました。
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ご面会の皆様へのお願い
皆様もご存知のとおり、道内でもインフルエンザが流行しはじめました。つきま
しては、感染の拡大を防止するために以下の注意事項をご確認の上、面会される全
ての方にご協力をお願い申し上げます。
記
☆面会をされる場合は必ず１階トイレで手洗い・うがいを行い手指の消毒とマスク
の着用をお願いします。
☆発熱等の感染兆候
鼻水・咽頭痛・咳・だるさ・関節痛・下痢・嘔吐等の
ある方は面会をご遠慮下さい。
☆洗濯物などのお届けや回収など、特に面会の必要が無い場合は受付までお申し出
下さい。
☆外出、外泊、面会について制限をさせていただく場合もありますのでご協力をお
願い致します。
☆６５歳以上の方にはインフルエンザワクチン接種をお勧めします。
以上
尚、面会時のご協力事項につきましてはインフルエンザの流行が終息するまで継続させていた
だきます。

感染対策委員会
平成 26 年 12 月 10 日

栄

養

課
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信

冷えや低体温は万病の元と言われ、肩こり、頭痛、腰痛、腹痛、不眠などの症状が現れてきます。
冷え症に効く食べ物で有名なのがショウガ！しょうが湯にしたり、しょうが鍋などこれからの季節いろい
ろな食べ方ができます。しかし！ショウガだけではありません。人参や赤唐辛子も冷え症に効く食べ物な
のです。今回は、手軽に手に入る人参料理をご紹介します。
○人参のツナゴマ炒め

材料（2 人分）

作り方

人参

1本

①人参は太めの千切り、ツナ缶の油は切ってお

ツナ缶

1缶

きます。

サラダ油

適量

②人参をサラダ油で炒めて、油がまわり全体に

白すりごま

大さじ１

しんなりしてきたら、砂糖を加えてさらに炒め

醤油

大さじ１

ます。

酒

小さじ 2

③ツナと酒、醤油を入れて汁気がなくなるまで

砂糖

小さじ 2

炒め、仕上げに白すりごま入れたら出来上がり。
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～雪道を歩く時の注意点～
〈歩き方に関する注意点〉
①小さな歩幅で歩く
→歩幅を大きくしようとすると、その分足を高く上げなければなりません。そうなると当然、重心移動
が大きくなり、転倒し易くなります。
②靴の裏全体を付けて歩く
→雪道を歩く時は、重心を体の前（つま先の方）に置き、出来るだけ足の裏全体を路面に付ける気持ち
で歩きましょう。夏場は踵から足を路面に接地するように歩いても問題ありませんが、雪道を同じよ
うに歩いたのでは後ろに転んでしまいます。少しつま先に体重を乗せるようなイメージでゆっくりと
歩けば、転ばずに歩けるかもしれません。
③焦らず余裕を持って歩く
→転倒せずに歩くためには、
「夏よりも時間が掛かっても仕方がない」と割り切り、予め余裕を持って
行動し、「焦らず」に歩くことが大切です。
〈用具に関する注意点〉
・靴 ： 「ピンや金具付きの底」、「深い溝のある底」、「柔らかいゴム底」など滑りづらい加工がされて
いるものをお勧めします。
・杖 ： 靴と同様に、「幅の広いゴム付きのもの」
、「先の尖った金具付きのもの」など滑りずらい加工が
されているものの装着をお勧めします。
〈転倒予防〉
雪道では、凍った路面に滑って転倒することが多いと思います。転んでしまった場合に、「尻もちをつ
く」のか、「頭をぶつけてしまう」のか、それとも「手で支える」のかによって怪我の程度も違います。
手の付き方によっては怪我をする場合もありますが、両手でしっかりと手を付くことが出来れば、腰を痛
めたり、骨折したり…と大事には至らないかと思います。
第一に、手が思うように動かなければ転倒した時も手を付くことが出来ません。下準備として、
「手袋
を履き、手はポケットに入れずに」歩きましょう。また、転倒しそうになった時、手だけではなく、「一
歩足が出る」ということも大切です。また、バランスを取るのには足の指も重要な役割を担っています。
よって、バランス訓練として、足を前後左右にステップする練習と足の指のトレーニングをご紹介します。

～前後左右へのステップ～
①何か安定した物（テーブルやソファーなど）に捕まった状態で立つ。
②右（左）足から前後左右に足を踏み出す。
※②が安定して出来たら、踏み出す足と逆の足の下にクッションや座布団を入れて同じように練習すると、
よりバランス能力を鍛えることが出来ます。
～足の指のトレーニング（タオルギャザー）～
①椅子に腰掛ける。

②トレーニング
する方の靴下を脱ぐ。
③足の指全体を使って
タオルを引き寄せる。
※転んで「頭をぶつけた」、「腰が痛くなった」、「捻挫した」など異変を感じたら迷わず病院へ行きま
しょう。転倒に備えて、「帽子を被る」、「手袋を履く」、「暖かく厚みのあるコートを着る」などの
対策も必要です。転倒に備えた格好 ＝ 冬でも暖かい格好かもしれませんね。
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