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私たちは地域社会の一員として

ご利用者とご家族の傍らで尊厳

を守り、自立支援・在宅支援を

誠心誠意行います。

共に支え
    共に生きる

新年度を
迎えて

理事長

津野田　誠

施設長

津野田　尚子

新年度を
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新年度を
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東日本大震災により被害に遭われ

た皆様には謹んでお見舞い申し上

げますと共に、一日も早い復興を

心よりお祈り申し上げます。 

　おかげさまで みつぐ苑は今年度で15 年、みつぐまち

診療所は 5 年となり、私自身もこの町で 9 年目を迎える

ことができました。

　最近では、ご利用者様だけでなくそのご家族やご友人

など周囲の方のご紹介を頂くことも増え、特に診療所で

はご家族としてお付き合いのあった方がご利用される機

会も増えております。

　これまで職員と共にコツコツと真剣に取組んで参りま

した活動に、ご信頼とご支持を頂けているものと本当に

嬉しく深く感謝致しております。この場をお借りして、

御礼申し上げます。

　来年 4 月は医療と介護の両保険同時改正が控えており

ます。制度は日々変わりゆくものですが、その中にあっ

ても、地域の皆様のニーズにお応えし、時間的にも、医

療と福祉両面からも「切れ目のない安心感」を大切にこ

れからも取組んでまいりたいと思います。

　今年度も皆様方のご支援とご協力をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。

　青葉眩しく自然の息吹を身近に感じることができる季節を迎え、花に集まる

蝶の羽、ひるがえる羽の色など、自然を体感できることに感謝の気持ちを持つ

今日この頃です。春の自然の中で誕生し、秋には朽ちていく自然の摂理は儚い

ものでありますが、それを受け入れ、時が流れていくことにもまた感謝をした

いと思っております。

　このたびの災害は自然の厳しさを痛感することとなり、私共の生活スタイル

を考え直す機会にもなりました。日常生活を送れることの有り難さを改めて感

じ、人と人との絆や人の心の温かさを大切に、社会の中で私共も生かされてい

ると感じています。

　今年度も皆様方にとって楽しい一年になることを祈りますと共に、変らぬご

指導の程、よろしくお願いいたします。
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創立記念祝会

　平成 23 年 1 月 17 日（月）、お陰様でみつぐ苑は

創立 14 周年を迎えました。

　当日の式典では、ご来賓の方々の中から、民生委

員前会長の相良トシエ様にご祝辞をいただきました。

　内容としましては、くす玉割りや、筑前琵琶熊本

旭会会長の小島旭寶様による「那須與市」の演奏、

和の会の皆様による日舞、和の会の森和代先生によ

る「寿ぎの舞」など、素晴らしい演奏や舞踊をご披

露いただき、式典に華を添えていただきました。

　また、式典の中では、開設時よりボランティアで

お手伝いいただいている旧ひまわり会の皆様へ感謝

の思いを込め、代表として元会長の木村ノブ子様に

感謝状を贈呈させていただきました。

　沢山の方々にご援助、ご指導をいただき、14 年と

いう歳月を過ごすことができたと、改めて実感でき

る祝会となりました。

　今後も、ご家族様、地域の皆様、そしてボランティ

ア様にご支援をいただき、地域にあって良かったと

思っていただける施設を職員一同目指していきます。

『ボランティアの集い』を終えて
　　
　去る１月１７日、当苑の創立記念日の祝会が催されま

した。当日は２１名の皆様に参加いただき、日頃なかな

かお会いすることのないボランティア様同士でテーブル

を囲んでの「昼食会」、その後「交流会」を開催しました。

　理事長、施設長の挨拶の後、参加くださった皆様より

日頃の活動の内容をご紹介いただき、担当職員全員も自

己紹介をさせていただきました。

　交流会では、日頃の活動へのアドバイスや、感想、悩み、

要望などをお伺いすることができました。

　短い時間の中でしたが、皆様から貴重なご意見をお聞

きすることができ、またアンケートからは今後の励みと

もなる言葉もいただき、ありがとうございました。

　グループ活動や個人活動のボランティア様の数も年々

増えてまいりました。ご利用者様のためにも、また皆様

の要望に応えていくためにも、職員も増員し、一同皆様

と共に活動を盛り上げ支えていきたいと思っております。

今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。

ボランティアの集い

理事長挨拶

筑前琵琶演奏　小島旭寶様日舞　和の会の皆様

施設長挨拶

ホーム長
挨拶

祝
みつぐ苑
14周年

旧ひまわり会･元会長
木村ノブ子様

民生委員前会長　相良トシエ様

くす玉割り

和の会
森 和代様
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イスに座り、両足
の下にタオルを縦
長に敷く。

イスに座り、足は自然に

敷いたタオルを両
足の指で、最後ま
でたぐり寄せる。

　前回から「尊厳死」についての記事を掲載していま

すが、今回はみつぐ苑でのターミナル（終末期）ケア

についての取り組みをご紹介いたします。

　ご利用者の高齢化、入所期間の長期化が進み、みつ

ぐ苑でもターミナルケアの機会が増えてきています。

　死を自然のものととらえ、「慣れ親しんだ環境の中で、

顔見知りのスタッフからケアを受けながら最期の時を

迎えたい」「点滴や気管内挿管などの管につながれての

苦痛を伴う医療行為を受けたくない」という、ご利用者・

ご家族の気持ちを大切にし、ターミナルケアのカンファ

レンス（症例検討会）をご家族を交えて開催し、医師・

看護・リハビリ・介護・栄養・支援相談のスタッフと

ご家族がケアプラン（どのような介護サービスをいつ、

どれだけ利用するかを決める計画）を作り、それに沿っ

てケアを行います。ご家族への日々の状態説明、居室

の環境整備、褥創（床ずれ）・拘縮（関節の動きが悪く

なる状態）予防に福祉用具の使用、口腔ケアの実施など、

スタッフは人生の先輩でもあるご利用者の尊厳を守り、

苦痛なく最期の時が迎えられるように、真心を込めて

ケアするよう心がけています。

【寄稿 ：看護師 徳永志保】

　平成23 年 2 月、「平成 22 年

度 熊本県老人保健施設大会」が

熊本テルサで開催され、県内 19

の老人保健施設から31 演題が発

表されました。

　当苑からは、大久保 幸（事務

職）・藤 洋一郎（理学療法士）・本田 飛鳥（介護福祉士）

の 3 名が代表として、研究発表を行いました。

　内容としては、ご利用者のご家族の面会来苑数につ

いての統計（大久保）、食事のとき食べやすい机の高さ

や姿勢について（藤）、苑内で発生する事故についての

対策や取り組み（本田）を発表しました。

　発表内容はもとより、分かりやすいスライドの作成

など、発表に至るまでには他の職員の協力やアドバイ

スをいただきながら作成し、無事に当日の発表を終え

ることができました。

　大会では、各施設での様々な取り組みが紹介され、

多くのことを学ぶことができました。

　各施設の発表を聞く中での印象としては、どの施設

もご利用者様に対してとても熱心だということです。

　今回の機会を良い経験として、今後もより一層ご利

用者様との日々の時間を大切にしながら、研鑽に励み

取り組んでいきたいと思います。

津野田 尚子
診療所院長なおこＤｒ.の

～ 診 療 所 ダ イ ア リ ー ～

クローバー通信
Vol.14

ザ

研修

Vol.14

▲発表の様子（藤）

～ みつぐ苑 発表演題 ～

『ご利用者とご家族の絆をつなぐ
事務職の役割』　 大久保 幸

『坐高から分かる理想の机の高さ
～３パターン化について～』　 藤 洋一郎

『「事故」は何故起きつづける？
～違う視点で見直したら～』　 本田 飛鳥

みつぐ苑の
ターミナルケアについて
みつぐ苑の
ターミナルケアについて
（     終   末   期     ）

体操コーナー
　皆さんは立ったまま靴下をはけます

か？靴下を立ってはくことが難しい方

は、片足で立つ際のバランスが悪く

なっていると考えられます。

　人は歩くときも片足で立つ必要があ

ります。しかし、加齢に伴う筋力の低

下により片足で立つことが難しくなる

と、転倒しやすくなります。

　今回は、転倒の要因となるバランス

不良を改善するための体操を一部ご紹

介いたします。簡単な体操ですので、

ぜひお試しください。

タオル寄せ

足ジャンケン

21

朝・昼・夜それぞれに
2～4を20 回ずつ行う

1

2 3 4

グー チョキ

くり返す

パー

朝・昼・夜それぞれに
10 回ずつ行う

じょくそう こうしゅく
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■関連事業所■

　病状が安定し、治療や入院の

必要のない要介護（支援）認定

を受けられた方を対象に、医学的管理

のもとリハビリを含む看護や介護など

のケアを行うところです。

　介護を必要とする高齢者の自立を支

援し、自宅での生活復帰を目指すため

に、利用者ひとり一人の状態に合わせ

たケアサービスを医師・リハビリ・看護・

介護などの専門スタッフが提供してい

ます。

　みつぐ苑も含め介護老人保健施設の

中には、施設サービス（入所）、短期入

所療養介護（ショートステイ）、通所リ

ハビリテーション（デイケア）のサー

ビスがあります。

「介護老人保健施設」とはどんなところですか？

■通所リハビリテーションみつぐ苑

■認知症対応型通所介護みつぐ苑

■居宅介護支援事業所みつぐ苑

■訪問リハビリテーションみつぐ苑

■グループホーム茜

■みつぐまち診療所

■津野田内科医院

　このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に、心よりお見舞い

申し上げます。それに伴い、医誠会全体より義援金を送らせていただきました。被災地の一日も早い復興

を心よりお祈り申し上げます。

　23年度「みつぐ苑だより＜春号＞」いかがだったでしょうか？今回の発行より、紙面を以前の物よりひ

とまわり大きくお届けしました。今後も読みやすく、楽しんで頂ける広報誌を目指します。

介護老人保健施設
医療法人 医誠会

みつぐ苑
〒861-5535 熊本市貢町135番地 096-323-6123
熊本田原坂線 崇城大学から車で約３分 http://www.iseikai.info/

？
A
Q

【支援相談部】

ボランティア活動紹介

■音 楽 療 育・小林真寿子様・立山真由美様
　　　　　　・平成音楽大学学生様
■音　楽　会・うらた剛様（ミュージックボランティア）
                  ・熊工OBウインドアンサンブル様（吹奏楽）
                  ・小島 旭寶様（筑前琵琶演奏）
                  ・五丁保育園様（ふれあい遊び）
                  ・さつき倶楽部様（ハーモニカ演奏）
                  ・澁江 孝夫様（ハーモニカ演奏）
                  ・中央ギターアンサンブル様
　　　　　　　　　　　 （ハーモニカ＆ギター演奏）
                  ・中央公民館 ハーモニカ教室様（ハーモニカ演奏）
                  ・西里保育園様（ミュージカル）
■踊　　　り・キューピット様（ストリートダンス）
                  ・智鶴会様（日舞とリハビリ体操）
                  ・和(なごみ)の会様（日舞）
                  ・北部公民館様（花架拳）
　　　　　　・吉永フラ・タヒチアンダンススクール様
                                                   （フラダンス）
                  ・ラブリー大窪様（日舞、フラダンス）
■折り紙教室・三浦　順子様
■書 道 教 室・大堂喜三子様
■化 粧 療 法・ポーラ化粧品様
■花木の提供・丸内 照日様
■園芸ボランティア
　　　　　　・丸尾　英子様
■お話し相手ボランティア
 　　　　　  ・小山　敬子様　　・砂原　博子様
 　　　　　  ・中島　洋子様
■学生ボランティア
　　　　　　＜熊本保健科学大学＞
　　　　　　・仲葉　　望様　　・西　　賢人様
 　　　　　  ・西坂　幸祐様　　・林田　　環様
 　　　　　  ・福山　　慧様　　・三宅　　皓様

平成23年1月16 日～平成23年3月31 日までに
活動いただいたボランティア様

五丁保育園様

西里保育園様

▲

中央ギターアンサンブル様
& 福田様

▲

北部公民館様▲

吉永フラ ・ タヒチアン
　　　　　ダンススクール様

▲

▲

熊工ＯＢ
ウインドアンサンブル様

▲

キューピット様

▲

あ
り
が
と

う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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