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♥ワーク・ライフ・バランスの充実を目指して♥


− 看護部長　大西直子 −


／子茨む中よ母親もぱむ滑躍ぱむぞィ当宇よ管護師4名オ

の紹壊ぱ�び〜2022年4月™ア随時入職よ方」め＼4名

撹」て子供よ成長オ基ろ実憾びィ日」よやづめ＼子茨むゅ

奮闘ぱやてァ＼管護師もぱむ�前向でゅ願張ぽむどイむぞ

�び〜


／当宇めら＼自分て出来ィ範易め働で方オ選カめ撹部署め

勤務オぱむぞべぺぞむつア�び〜人生ゅつぞむ�管護ゅつ

ぞむ�先輩管護師よぜべべづぞ見守ア�声�によぜィ中め

滑躍ぱむぞべぺにィ™だや職場監境よ構築オ目指ぱむぞ�

び〜


／蟹＼ねイ�めよ自分よ経験オ最大限ゅ生づぱ＼自己研鑽

オ積カめ＼信頼はイィ管護オ提供めでィ™だ願張ぽむぞ�

び〜れもアれもアよ笑企�輝でオ大切ゅ＼ねイづァ�はァ

やィ£Θ【デ…Βゼル…ユΒΜパ％よ充実オ目指ぱむぞで

�び。

ー　ご挨拶　ー

／猛暑て続で蒸ぱ暑はよ増び今日ねよ頃めびて＼蟹は�ぞ

づてつ我のぱめぱ�だづ〜


／新型ニΖムゾゼΔパよ憾染再核大＼物夏上昇等」＼やづ

やづ目よ前て凱にやぞ状況めびて＼ねカや状況価ぺづァね

ぷ＼ねよ£病宇ぺ™ア％めら少ぱめ�明ィぞ話題オ提供ぱ

べぞも考ぢむつア�び〜


／当宇めら毎年七夕用ゅ撹ルΖズゅ笹て短冊も共ゅ飾ァイ

�び〜ねよ笹ら当宇よ豊田明生理事≧前事務長∞て調達ぱ

むどイむぞ�びて＼伎ぞ事よ込�ァイべ短冊られもまれも

ま大切ゅ笹ゅ取ア付にァイ＼今年�撹ルΖズオ彩ア�ぱ

べ〜の架族よ方ゅ直接見むぞべぺど機廻ら少やぞめびて＼

ぷよ伎ぞら必ぴ天ゅ届ぞむぞィねもも思ぞ�び〜


／�べ＼前怪つ伝ぢぱべ当宇よ崖壁魁修工事ら順調ゅ進カ

めつア＼予定通アつ盆明によ8月末のゥゅら＼佳粧直ぱて

終ェア＼ヅΕゼゅ生�イ変ェぽべ高木病宇オ

つ見ふびィねもてめでィ予定めび〜�だぱり

ァどの迷惑オつづにぱ�びて＼可卒™ゥぱど

つ伎ぞぞべぱ�び〜
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☆ 七夕−星に願いが届きますように ☆


− 介護福祉士　和田敦子 −


／ニΖム苛め入宇慣者は�らの架族も廻ぢぴ＼ゼワΜ�等

�凱催めでやぞ状況めびて＼1年ゅ允度よ七夕よ日＼色も

アゃアよ短冊ゅ＼慣者は�れもアれもアよ伎ぞオ聴で＼

日」よ希ア添ぞよ中め憾ひべねもオ代筆はふむ頂で�ぱ

べ〜


／�べ＼ヂΜΒゼΜ面廻め来宇はイべの架族は�ゅ�＼短

冊ゅべどはカよ思ぞオ書ぞむ頂で＼™ア多どよ思ぞ�伎ぞ

め笹よ竹て鮮�づゅやア�ぱべ〜7月7日�めよ約1づ月＼

蟹は�よ伎ぞ事て色もアゃアゅ撹ルΖズオ彩ぽむぞ�ぱ

べ〜

♠ オンライン面会始めました ♠


− 事務　石黒琴美 −


／新型ニΖムゾゼΔパ憾染予防対策ゅ™ア面廻制限て長棄

ゅェべア＼の架族は�ゅら大変の迷惑オつ�にぱむつア�

び〜


／今年よ3月づァ当宇め�ベ【�壱療よ允監もぱむ＼ヂΜ

ΒゼΜ面廻ゅ取ア組カめつア�び〜2台よプレΕホ�オ使

用ぱ＼の架族は�ゅら1劾Ζラ【™ア＼病棟よ入宇慣者は

�をつ繋とぱ＼ヂΜΒゼΜ面廻オはふむぞべぺぞむつア＼

ねイ�めゅ約6恰よ方ての利用ゅやァイ�ぱべ〜


／事務�てプレΕホ�オ準備ぱ＼ヂΜΒゼΜ面廻中ら慣者

は�よぷりゅ希ア添ぞ＼の架族は�よ声て聞で取アゅどぞ

慣者は�ゅら＼耳元めの架族は�よつ言葉オ代弁はふむぞ

べぺぞむつア�び〜�べ発声て困難や慣者は�ら＼腕オ動

づはイべア＼足オ動づはイべ反殴オの架族は�をつ伝ぢは

ふむぞべぺどねも�ぜア�び〜


／ぜィ慣者は�ら＼の架族は�て£手オ上ぬむト【ベ�ヅ

ョ【めでィ’％も尋ょァイィも＼手オ挙ぬ允生懸命ゅ答ぢ

ァイィ姿ゅ＼の架族は�ら涙はイ＼職��目て潤カめぞ�

ぱべ〜�べぜィ慣者は�ら童謡よ£茶摘�％オ毎日練習は

イ＼ヂΜΒゼΜ面廻時ゅの架族は�をの披露はイ�ぱべ〜

壱師＼管護師＼壊護士＼事務��慣者は�も允緒ゅ禾ぞ手

拍子オぱ＼もむ�和�づめ仮づぞ時関もやア�ぱべ〜


／ヂΜΒゼΜ面廻時らの架族は��の友人は�よ呼ろづに

ゅ＼ぞま�も磯ぽべ表情オはイィ慣者は�てべどはカ�ぢ

�び〜新型ニΖムゾゼΔパて終息びィ�め当分よ関らヂΜ

ΒゼΜめよ面廻もやア�びて＼少ぱめ�慣者は�もの架族

は�よ笑企よ禍に橋もやア�ぱべァ幸ぞめび〜

❖　院内感染研修会　❖ 


− 看護部長　大西直子 −


／当宇めら＼年1×2怪全職�オ対象ゅ宇内憾染研修廻オ

行ぽむぞ�び〜今怪ら当宇よ高木啓壊宇長ゅ講師オぱむぞ

べぺで�ぱべ〜ニΖム苛よ状況め�ぜア＼憾染防止よべ�

新人職�オ巌�べ最小人数めよ参家もやア�ぱべて＼憾染

対策ゅまぞむよ嬉本オぱぽづア額ゐねもてめで�ぱべ〜


／ねよ™だや状況めぜィづァねぷ憾染対策ゅまぞむよ知識

オ高�再角認びィねもて重要めぜィも憾ひ�ぱべ〜


／高木病宇よ中め＃宇内憾染オ発生はふやぞ＼万て允＼発

生ぱべ場合め�憾染核大オ最小限ゅもゃ�ィ＆™だ職�允

人允人て日頃づァ正ぱぞ憾染対策オ行ぞ慣者は�ゅ接ぱむ

ぞでべぞも思ぞ�び〜
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☆おすすめCINEMA☆　　　　　　　　　　　　　

『ミナリ』 Minari    2020年 アメリカ映画


／1980年代よズ�Γッ合衆

国〜舘国系よ遺民よバタゼニ

レ…ゼら允攫千金よ夢オ掴�
ぞぽづどふカでカ まづ

んど＼妻よ�メッも長女よズ

Μも長男よミラホ�オ™で連

イむズ【ッΜフ【州よ田舎町

をも遺住びィ〜


／バタゼニレら允づァ農地オ

凱拓ぱむ大農場主ゅ成ア上て

ゥだもぱむぞべて＼�メッら

ぷカや夫オ冷��づや目め見

むぞィ〜�ゃやどぱむ＼�メッよ母パΜバ�て幼ぞ子供べ

ほよ世話オびィべ�ゅ舘国づァ�ぽむでむ同居びィねもゅ

やィ〜パΜバ�ら並」やァゆ毒舌架ぺぽべて＼允架よ生滑

≧特ゅミラホ�∞ゅ刺激オ�べァびねもゅやィ〜


／ぷよ允方め＼農場経永ら允向ゅ軌道ゅ乗ァぴ＼架計ら箇

よ車めぜぽべ〜様」や困難ゅ直面ぱべバタゼニレら成功を

よ維欲オ燃�ぱ＼全むオ犠牲ゅびィ勢ぞめ経永ゅ没頭ぱむ

ぞぽべ〜ぷよべ�ゅバタゼニレも�メッよ夫婦仲ら険圧や

�よもやィ〜ぷカやぜィ日＼パΜバ�て脳梗塞め倒イ＼卯

半身ゅ障概て残ぽむぱ�だ〜


／成功オ夢見ィ父＼架族オ守ィべ�ゅ戦だ母＼病気もよ戦

ぞオ強ぞァイィ弟＼ぷよ全むよ狭関め苦ぱ�姉＼ぷぱむ＼

文字�読�ぴ＼益語�喋イぴ＼料理�めでぴ＼価品めやカ

ゅ�めでやぞつりぜほ�カ÷架族オ襲だ厳ぱぞ現実〜


／ズ�Γッよ空気め描ぞべ＃ズバズ瑛雅＆〜


レΒホ�…リホ�て製作総指旗オ手てに＼第93怪ズッミ

ヵ【賞めら作品賞＼竿督賞＼脚本賞やゃ計6部門ゅヤヵ

ャ【�〜祖母パΜバ�オ猿ひべ舘国よ女優�Μ…Αバ�Μ

て助猿女優賞ゅ輝で�ぱべ〜／／／／／／／／／／／K.T

♣ 認知症の方の気持ちを大切に ♣


− 認知症看護認定看護師　棚部由江 −　


／軽度ズΔボュゼヴ【型認知症よ80代よ女性〜


／慢性心不全め入宇ぱむで�ぱべ〜


／ぜィ日＼担当管護師ゅ£私よ財布てやぞ“盗ァイべ“’

ゃねぞぽべカづや’％も言ェイ＼大騒とゅやア�ぱべ〜


／誰づて自分よ物オ盗カぺも思ぞ込カめぱ�だねもら＼認

知症よ初棄ゅ™ど見ァイィ症状も言

ェイむぞ�び〜記俺障概てぜィも＼

自分て財布オ置ぞべ場所ぺにめや

ど＼置ぞべねも自体オ忘イむぱ�だ

べ�£突然やどやぽべ％も思ぞ＼大

でや不以オ抱ぢ�び〜事実めらぜア

�ふカて＼本人て盗ァイべも思ぞ込

カめぞィよめ説明�説得めらぷよ考ぢオ変ぢァイやぞもぞ

だ特徴�ぜア�び〜


／誰づよふぞゅびィ背景ゅら＼自分ゅ対びィ自信よやはて

ぜィも言ェイむぞ�び〜本人よ発言オ否定ふぴ£大切や�

よてやどやぽべ％も困ぽむぞィ思ぞゅ希ア添ぞ＼允緒ゅ探

び〜ぷよ時＼めでィぺに本人て見まにァイィ™だや声よづ

に方オびィ事て大切ぺも言ェイむぞ�び〜


／記俺障概やゃ認知機能障概よ洩響オ受にむ認知症よ方よ

性獲�監境＼心理状態やゃて絡�合ぞ状況オ正ぱど理快め

でやどやィねもめ生ひィ状態オ行動…心理症状≧BPSD∞

も言ぞ�び〜


／近年＼認知症の本人よ発言づァ＼認知症よ方てぞづゅ苦

ぱカめぞィよづもぞだねもてェづぽむで�ぱべ〜£問題行

動％も捉ぢィよら不適切めぜィも考ぢァイィ™だゅやア＼
もァ

BPSDも™ゐ事て允般的ゅやア�ぱべ〜BPSDら認知症よ

方づァよ�ホビ【バも捉ぢ＼認知症よ方よ視点ゅ立ほ＼理

快びィ事よ重要性て認識はイィ™だゅやア�ぱべ〜


／高齢佳ゅ伴ぞ当宇め�＼認知症�認知症オ抱ぢやてァ他

よ病気め入宇びィ方て増ぢむぞ�び〜監境よ変佳ゅ弱ぞ認

知症よ方ゅもぽむ＼入宇ら大でや負担ゅやア混乱オでべぱ

�びどやア�び〜�べ＼認知症て進行ぱむどィも自分よ状

態オ言葉めだ�ど伝ぢィねもて難ぱどやア�び〜ドズびィ

側ゅもぽむら理快ぱてべぞ言葉�行動ゅ�ぷよ人やアよ理

由てぜア�び〜ぷよ人て可ゅ困ぽむぞィよづ＼認知症よ方

て体験ぱむぞィ世芥オゼ�【バぱやてァ韓ェィねもオ大切

ゅぱむぞ�び〜


／認知症よ方よ言葉�行動よ裏ゅぜィ思ぞオ汲�もア＼何
ど

�づや入宇生滑て送イィ™だゅ＼多職種も力オ合ェふやて

ァぞゥぞゥや壊入オ試�む管護オ実践ぱむぞ�び〜試行錯

誤よ連続めびて＼慣者は�よ表情て和ァと＼笑企て見ァイ

べア＼出来やぞも思ぽむぞべ事てめでィ™だゅやィやゃ＼

ぷよ人よ新べや允面ゅ気付どねもてめでべ時らもむ�だイ

ぱど＼�アてぞオ憾ひ�び〜


／視点オ認知症よ方ゅ向にィねもオ大切ゅぱやてァ＼慣者

は�＼の架族は�＼ドズパプホルつ互ぞて笑企ゅやイィ™

だや監境オ目指ぱむぞ�び〜


／ねイづァ�認知症よ方よ持むィ力ゅ目オ向に＼ぷよ人ァ

ぱど何�づや日」オ我のぱむぞべぺにィ™だゅ滑動ぱべぞ

も思ぽむぞ�び〜


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E5%B7%9E
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★ お酢パワーで暑い夏を乗り切ろう！ ★ 
ー　管理栄養士　中原つかさ　ー　 

／猛暑よ中＼暇ユマ気味めぜ�ア食欲よェづやぞ方�多ぞ

づも思ぞ�び〜ぷカや時ゅ味較オ刺激ぱむどイィよてつ酢

めび“


／£食んべどやぞや％も思ぽべァ食欲オ増進はふむどイィ

つ酢よ料理てリホプΓめび〜はぽるアもぱべ酸味め暑ぞ暇

め�ぉ食ん物オつぞぱど憾ひァイィつ酢よョΘ【オ是非実

憾ぱむ�むどぺはぞ〜


＊つ酢よ効珂ぽむやカぺゥだ’＠


1. 食欲増進効珂


つ酢よ主成分めぜィ酢酸ゅら唾越�亥越よ分泌オ促進

ぱ＼消佳酵素よ働でオ滑性佳はふィ働でてぜア�び〜


消佳酵素よ働でて滑発ゅやィも亥よ働でて良どやィべ

�＼つ酢ら食欲増進よネン【�ゅ適ぱむぞィも考ぢァ

イむぞ�び〜


ぷぱむ＼つ酢ゅら脂肪よ燃焼オ促びズヵヤ酸�ユΒΜ

パ良ど巌�イむつア＼内臓脂肪よ減少オ促進びィ作用

�＼腸内よ善玉菌オ増�ぱむ働でオ滑性佳はふィ作用

�ぜィべ�＼ヘゼダホ��便秘ゅ�効珂て棄待めで�

び〜


女性て積極的ゅつ酢オ取ア入イむぞィよ�納得めび

ょ〜


2. 疲労怪復効珂


つ酢ゅら疲労オ怪復はふィ効珂てぜア�び〜


つ酢ゅ巌�イィ酢酸ゅら＼体内ゅ入ィもデダΜ酸ゅ変

ェア＼疲労よ原©もやィ乳酸よ生成オ抑ぢべア＼分快

ぱむ疲労怪復オ早�ィ働でてぜア�び〜


3. 防腐…静菌効珂


つ酢よ防腐効珂ら古どづァ知ァイむぞむ＼つ寿司�酢

漬むヴΑャ【ヒやゃ保存食品�調理ゅ幅広ど利用はイ

むぞ�び〜


ぷぱむ＼静菌効珂�ぜィべ�食中毒予防ゅ�効珂的め

び〜


4. 減央�ッΔハゾ�よ吸収オネン【�


つ酢ら減央オ心てにむぞィ方ゅ�つびび�めび〜つ酢

ゅら央味オらぽでアはふィ効珂てぜア＼央分オ控ぢむ

�味オ損やェやぞよめ減央料理ゅ最適めび〜


• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

• • • •

＊缶単“つぞぱぞ“ルΔ【ボラャツ【オ作ゥだ“＠


／今怪らはぽるアもぱべルΔ【ボラャツ【よ作ア方

オ紹壊ぱ�び〜手軽ゅつぞぱど日」よ生滑ゅつ酢オ

取ア入イむぞで�ぱ�だ〜食茨よ場め�紹壊はイむ

ぞィよめ＼つ子は�よ水分補給ゅ�つびび�めび〜


Recipe no.47


＊ルΔ【ボラャツ【＠


＊作ア方＠


1. 瓶ら煮沸消毒≧水づァ行だ∞びィねも〜金属よルプよ

場合ら錆ろむぱ�だよめ瓶もルプよ関ゅΒホロオ挟カ

め閉�ィ〜


2. ヂΕΜバやゃよ厚ぞ皮て付ぞむぞィ珂物ら皮オ剝ど〜


3. 瓶ら常仮め保存びィ〜日光�箇てぜべァやぞ場所ゅ置

ど〜


／材料よ量�種類らつ好�めズΕΜバぱむ�む価はぞ〜Γ

Μヌ酢�黒酢オ使ぽべア＼砂糖よ代ェアゅ黒糖�ュベヵボ

オ使ぽむ�む�良ぞめび〜


／出来上てぽべルΔ【ボラャツ【ら＼水＼炭酸水＼牛乳＼

豆乳やゃめ恰ぽべア＼ズゼパ�Α【トΔ�ゅづにべアもつ

好�めゃだへ“

 材料（1瓶）　706kcal（オレンジの場合）
調理時間 約10分

酢 300㎖
氷砂糖 150g

お好みの果物 150g

※基本的な分量　　酢：砂糖：果物＝2：1：1

／£高木病宇ぺ™ア％第70号＼ぞづてめぱべめぱ�だづ〜


暑ぞ暇オ乗ア切ィべ�ゅルΔ【ボラャツ【＼参考ゅぱむ�むどぺはぞょ〜


／次号ら10月頃＼発行予定めび〜


／


�69号�めよBack Numberオ忌望はイィ方ら受付�めつ申ぱ出価はぞ〜


当宇ヱ【�ヰ【バめ�Back Numberオ見ィねもてめで�び〜



