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「夢」 
(「夢」とは心が満たされることである。) 
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今月号の 



 先月号にてご案内させていただい
ておりました入所者様とそのご家族
様をお招きし12月20日にクリスマス
会を行いました。 

女装した職員を当てるゲームやアイ
スの早食い、エスポ3代目Ｊ●×☆※
Ｂｉｒｔｈｅｒｓによる踊り等 

最近はフロアごとにクリスマス会を
行っていましたが、今年は2階3階一
緒に行わせて頂きました。 

 多くのご家族様にもお越しいただき
楽しいひと時を過ごして頂きました。 

クリスマス会・・・ 

家族交流会・・・ 
 クリスマス会後には、参加可能なご家族様に残って頂き、家族交流会を行いまし
た。 普段はなかなかゆっくりとお時間を掛けてお話し出来ない事を申し訳なく思い、
改めて時間を掛けてご家族様の想いに触れたいとの事で今回も企画させて頂きま
した。  

 職員はまだまだ至らない部分の多い介護に何を言われるのだろうとハラハラドキ
ドキしておりましたが、ご家族様からは過分すぎるお褒めのお言葉が多かったのが
印象的でした。 それ以外にも自宅と施設を行き来しながら介護されているご家族
様の体験談や入所されるまでの自宅での生活などいろいろお聞きする事が出来ま
した。  いろいろご質問にもお答えできればと思っておりましたが、ふたを開けれ
ばいろいろ聞いているのは我々職員の方でした。 エスポワールも開設２０年を節
目にまた、一から頑張ろうと考える貴重な一日となりました。 
 



栄養科通信 
～食はココロ～ 

風邪に負けない身体をつくろう！！ 

  今月の一枚！ 

  
            

お便りメール承ります・・・【続】 

千恵美の○場放浪記！ 
 「 良寿司 」 
  北広島市共栄町１丁目１−１０ 

某テレビ番組で世界に残したい味・北広島編で堂々1位

に輝いたランチセットです。握り・生ちらし・天丼等

美味しさ抜群です。個室でゆっくり召し上がれ。。 

 10年前にスーパーで見た

光景を先日、施設内で目の

当たりにしました。仲良く

散歩をされる宮本夫婦。環

境は変われどお二人の日課

は今も継続中です。 

 

 
 
 
 

  

 年末年始で食生活や生活のリズムが乱れた方も多いと思います。 
基本は栄養バランスのよい食事を心がけることです。その他に適度な運動、休
養も大切です。ウイルスに対する抵抗力・免疫力を高めるビタミン、ミネラル
を十分にとりバランスの良い食事をとるのがコツです。(*^^)v 
 

 当施設ではH２８年１月よりお便りメール

便を開始しております。 

メール通信に対するご意見や身近で起こっ

たほっこりする様なエピソードをご紹介頂

きこの紙面で紹介させて頂いたり、入所・

通所されている利用者様へのメールを下記

アドレスにてお預かりしご本人様へお届け

致します。 

なかなかお手紙だと改まってしまう内容で

もメールなら・・・お孫さんから祖父母様

の誕生日のお祝いメッセージや遠方のご家

族様からの近況報告など利用の仕方はあな

た次第です・・・。 

  

E-mail: social@shojinkai.or.jp 

たんぱく質…基礎体力をつけ抵抗力を高める 
      魚介類・卵・肉類・大豆製品・乳製品など 
ビタミンＣ…免疫力を高める 
      イチゴ・みかん・キウイ・ブロッコリー・ほうれん草など 
ビタミンＡ…のどや鼻などの粘膜を保護する 
      ほうれん草・人参・南瓜などの緑黄色野菜・うなぎ・チーズ 
亜鉛…疲労回復、新陳代謝を活発にする、免疫力を高める 
   カキなどの魚介類、赤身の肉類、レバー、豆、ナッツ類、大豆製品など 
 
 



リハビリ通信 
文責：中村拓雄 

～明けましておめでとうございます～   

喉が詰まった時の対処法 
 
 お正月には特に、餅やおせちを喉に詰まられ窒息するというニュースを目にします。 
 「もし自分がそうなったら」、また「そうならない為に」すべきことを簡単にご説明いたします。 
 
■予防 
①喉に詰まり易いものは小さく切る  
②食事中にはお茶や水などで適度に喉を湿らせる 
③食事中のお酒は控えめにする  
④食事は焦らずゆっくり時間をかける 
⑤急に話しかけたり笑わせたりするようなことはしない 
※それでも万が一喉を詰まらせた場合は、素早く救急車を呼ぶと共に、下記の応急処置を
行って下さい。 
■意識がある場合 
①咳をさせる                  
②背部叩打法（肩甲骨間を何度も叩く） 
③上腹部圧迫法（腹のみぞおち部分を圧迫する）  
④側胸下部圧迫法（胸の外下部を圧迫する） 
■意識が無い場合（以下の4つの手順を繰り替えす） 
①人工呼吸を行う               
②背部叩打法（肩甲骨間を何度も叩く） 
③側胸下部圧迫法（胸の外下部を圧迫する） 
④口の中に手を入れて詰まったものをかき出す 
※よく「掃除機を使って異物を吸い出す」方法を耳にします。しかし、これは差し込み方が十分
でないと、舌や口蓋垂を吸い込んでしまうので注意が必要です。 
 
 

 

皆さん、あけましておめでとうございます。 
年頭にあたり、私から一言お話をさせていただきます。 
今回は5日間の年末年始のお冬休みでしたが、ご家族とゆっくり過ごすことができたで
しょうか。 
昨年は当施設および当施設リハビリテーション科にとっても大変な一年でした。4日より
また新しい一年がスタートしました。皆様の希望に少しでも応えられる為に、やることは
山積していますが、出来ることは全てやり尽くしたと言えるくらい、職員一人ひとりが努
力と工夫を重ねていきたいと思います。 
私たち職員一同、改めて「利用者様やご家族に喜んで頂く」という基本に立ちかえり、
地道に可能なことからひとつずつ、お手伝いさせて頂きたいと思います。 
 本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。  
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。 
 

～身体を紡ぎ心も紡ぐ～ 



  昨年末は忘年会にご参加いただき、ありがとうございました。 
 今回はその時の様子をご紹介します！ 

 リハ科より一年を振り返りスライドショーとクイズを少し、女性ス
タッフがサンタに扮しハンドベル、男性スタッフからひげダンスの後
ケーキバイキングで甘い物を選んで食べている間にトナカイではなく、
白馬に乗った今荘サンタより職員手作りのクリスマスプレゼントを配ら
せて頂きました。 



 ホールを皆さんと装飾しました。 
 一緒に飾ると楽しいですね。 
 今年も又装飾作りをお願いします！ 

 今年も色々と楽しんで頂ける様、取り組ん
でまいりますので、皆さん元気で通って来て
下さい。宜しくお願いします。 



今月も皆さんが楽しみにしていたお茶会が行なわれ
ました。 
お花の形をした和菓子に、美味しいお抹茶をいただ
き、おしゃべりをしながら楽しいひとときを過しま
した。 

12月14日から５日間、クリスマス会を行ないました！ 
手作りのケーキに、手作りのクリスマスカード、皆さんに来年の抱負を
うかがいながら楽しい時間を過しました！ 
水曜日には利用者様の大正琴の演奏に、木曜日には職員のオルガンの演
奏に合わせて皆で歌を歌ってクリスマスのお祝いをしました！ 



12月の行事食週間は『アツアツ鍋週

間』を実施いたしました！ 

石狩鍋、豚みぞれ鍋、すき焼き鍋、常

夜鍋、寄せ鍋、水炊きと日替わりメ

ニューでした！ 

１人分づつ土鍋で直前に温めて提供し

ましたので、利用者様に好評でした!! 

今回は行事食週間と同時にデザート

バイキングも実施し、喜んでいただき

ました! 

12月は、前半が松花堂弁当、後半は冬

季おなじみのあつあつお鍋をご用意い

たしました！ 

お鍋の期間には、ちょうど雪が降ったと

いう事もあり、「あったまるね～」と何回

もおかわりされている方がたくさんい

らっしゃいました。 

好評につき、来月もまたあつあつお鍋

を開催予定です！ 

【寄せ鍋】 【常夜鍋】 

【松花堂弁当】 【鶏の水炊き鍋】 

予防デイケアでは毎年恒例のポチ袋作りを行ないました！ 
色とりどりの和紙を型に切ったものを、利用者様にはお正月に使う枚数分を
選んでいただき糊付けしていただきました。毎年楽しみにされている方も多
いポチ袋、今年もお孫さんや曾孫さんが喜んでくれますように…。 



相談室よりこんにちは Vol. 号外 

エスポワールは在宅強化型老健へ 
Q. 在宅強化型老健ってなに？ 

A. 

１．リハビリテーションを行う理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置

されていること。 

２．６ヶ月間において退所された方のうち、在宅において介護を受けることとなった

方の占める割合が50％を超えていること。 

３．３ヶ月間においての平均在所日数が短く、ベッド回転率が高いこと。 

４．３ヶ月間において入所されている方の介護度4、5の方の占める割合が35％以上で

あること。 

＜エスポワール北広島は、これらの要件をH27年12月までに上記基準を満たし、Ｈ28

年1月より在宅強化型老健として算定をさせて頂く事となります。＞ 

  

 難しい事はさておき、私の考える在宅強化型老健とは、沢山の方に比較的利用料金

の安価な老健を知って貰い、老健の特性を最大限有効活用して利用して頂く事が我々

のミッションと考えています。 

 その一つがベットシェアリング。一つのベットを一人の方だけに利用して頂くので

はなく今困っている方々に『ベットをshare（共有）して頂く』事が必要と考えてい

ます。地域で介護するベットがエスポワールにはあります。 

 おひとりおひとり介護する環境や頑張れる時間に違いがあるのは当然であり、なか

なか利用出来ない老健よりも介護に困った時には相談にのれる老である事の方が大切

と考え支援しております。 

 困っている時には日本人が得意とするお互い様の精神で、100床のベットを有効に

活用できれば地域の皆さんを始め、皆さんの周りの介護難民を救う事が出来るかもし

れません。自分だけが良ければそれでよい、そんな時代となれば私たちの老後を支え

てくれる人はいないでしょう。 

 我々の施設にはたくさんのプロフェッショナルがおります。様々な角度から医療と

介護のコツや生活環境の提案。私達相談室からは、在宅介護の息抜きの方法（笑）を

お伝え致します。 

 いつまでこの基準をクリアし続ける事が出来るか解りませんが一番大切なのは加算

を算定する事ではなく、老健の「地域の介護ベット」としての機能を維持する事です。

今年もよろしくお願い致します。 



行 事 案 内  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～福山・千原に続けと（？）～ 

リレーエッセイ 

○お車ご利用の方 

 輪厚インター（ETC専用）より1分 

 札幌南インターより１０分 

 千歳空港より３０分 

 

○公共交通機関ご利用の方 

 地下鉄福住駅より輪厚ゴルフ場経由北広島駅行き 

 （中央バス）にて４０分 

 北広島駅より輪厚ゴルフ場経由地下鉄福住駅行き 

 （中央バス）にて１５分 

 

○シャトルバス(北広島駅・大曲方面) 

 月曜日～土曜日まで祝日を除き毎日運行中 

 ※詳しい時間帯等はお問い合わせください。 

～アクセス～ 

 
医療法人社団翔仁会 
 介護老人保健施設エスポワール北広島 
 

〒061-1264 北広島市輪厚７０４番地１６ 

TEL.011-376-3911  FAX.011-377-5621 

 

 

 

 みなさんこんにちわ！エスポワールのリ
ハビリテーション科に勤めることになって
から、はや11年が過ぎようとしております 
小山 環 です。 
…近藤 環とお伝えしたほうが聞き覚えが
あるでしょうか？ 
 この度、大変私事で恐縮ではございま
すが人生の転機を迎え、これを機に色々
と家族の事を考える機会が多くありました。
『家族』は、どんな時も、どんな事があって
も味方でいてくれる大きな存在であること
に改めて気がついた気がします。わたし
にとって家族がそういった存在であるよう
に、皆様にとってわたしたちも家族のよう
な温かい頼れる存在となれるよう今年1年
も頑張ろう！！と、決意を新たに2016年も
精進して参りたいと思います！！ ちなみ
に、、感謝の気持ちをこめて自分が生ま
れた時の体重のお米を両親に贈りました
が…わたしの方が重かったです…笑
(3500g) 
次回は昨日成人式を迎えた、いつも笑顔
が素敵な木戸ふうかさんです。ご期待下
さい。 (*^。^*) 
 
 

 1/  6（水）13：30～14：30  書道教室 （入所者） 2Fフロア 
 1/  9（土）13：00～14：00  生け花教室  （入所者） 2Fフロア 
 1/12（火）14：00～14：55  手芸サークル  （予防通所者）    
 1/20（水）14：30～15：25  書道教室  （入所者） 2Fフロア 
 1/23（土）13：00～14：00 生け花教室  （入所者） 2Fフロア 
 
 
 
 
 

 


