院長の自由帳
菅田

宗樹

新年あけましておめでとうございます！
今年は戌年、２０１８年、平成 年と

地域住民の医療介護への関心向上し参加
評価×・・・地域との情報交換は出来つつあるが、
専門職である医療、介護、リハビリなどの関心向
上には具体的に出来ていない。
利用者さんの自分らしい生き方に携わる

しょうか？

開始している。その中でもＤＣＴ（ドリームカム

る医療機関へ見学に行き、すぐできる取り組みは

なりましたが、平成は何に変わるので
ケアビレッジたつきも４年を迎え、

トゥルー）活動が実働し、利用者さんの夢を少し

評価〇・・・在宅診療を先駆的に取り組まれてい

しっかりと礎が出来つつあります。

でも叶えられる様に取り組みが始まっている。

今年の目標

るものと思います、今後もご期待ください。

歩踏み出すことができていますので、加速していけ

ながらしっかりとした礎が出来つつあり、確実に一

しまったことが一つの原因かと思われます。しかし

ん。法人内の指示系統などが十分でなく、停滞して

例年と比べると評価は十分なものではありませ

そのような状況の中で、毎年恒例と
なりました昨年のマニフェスト評価
と今年のマニフェストを掲げたいと思います。

昨年の評価
長期展望を踏まえた地域貢献の充実
評価〇・・・地域密着型施設としての取り組みは不
十分であるが、
「川尻・安浦地域包括ケアシステム
を樹立する会」を立ち上げ災害避難場所や地域住民
との情報交換の場などを設けることができた。また

・地域包括ケアシステムを樹立する会の発展
・人員体制の充実によるケア向上
・安心して楽しく働ける職場づくり
・地域行事への参加と支援の充実
・地域の医療介護施設との連携充実による効率化
・福祉関係者と地域が連携し、困難事例の解決と協
力体制の充実
・多施設連携で地域住民の夢をかなえる活動の実施
・医療・介護保険の周知と効率的な活用方法の認知
向上
簡単なことではありませんが、諦めず、しぶとく、
確実に前進していける年にしたいと思います。
本年もどうぞ、当法人の理念に共感、ご理解いた

と

名︻ 迷 ︼言

だきご支援いただければ幸いです。

院長の一言

【 行動がなければ、
思想は
決して実を結ばない】
（エマーソン ）

つばき

デイサービスセンター

★ギターと大正琴の演奏会

月 日（土）今年最後のギターと大正琴の演奏会を開催
いたしました。今年最後という事もあり、皆さん気合がはいっていました。
歌を唄う事でストレス軽減や消化機能、冷え性、腰痛にも効果があるそ
うです。面白い所では、ダイエット効果や小顔効果もあるようです。

★川 尻 ひ か り 幼 稚 園 年 少 組 さ ん 来 訪

月 日
（水） 川尻ひかり幼稚園の年少組さんが 名来訪されまし
た。
たくさん練習されたお遊戯、
楽器演奏を披露して下さいました。
子ども達の笑顔に出会い、
皆さん喜ばれておられました！

得

冬 の便 秘 、あなたは大 丈 夫 ？

寒さが厳しくなる冬の季節には、普段何も症状がない方も
便秘になりやすいといわれています。
その原因の１つは水分不足です。夏に比べるとどうしても寒さなど
で水分摂取量が減る傾向にあります。しかし、冬は大気が乾燥しているの
で夏と同じように小まめな水分摂取が必要です。
ホットココアや白湯など、温かい飲み物は内臓の冷えを予防し、便を柔ら
かくする効果があるのでおすすめです。
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地域の行事に参加し、協力支援することができた。
他施設との連携充実
評価○・・・全ての他施設とはいかないが、川尻・
安浦包括支援センターや社会福祉協議会などと連
携が深められ、情報交換や交流の場を設けることが
できた。徐々にその他の施設も加わり連携が充実し
てきている。
２０５０年を見据えた地域包括ケアの構築
評価△・・・樹立の会設立も模索中であり、具体的
に２０５０年を見据えた構築への具体的な動きや成
果は示せていない。
地域の医療介護職員の知識技術の向上
評価×・・・法人内での取り組みは、様々に出来て
いるが、地域住民や他施設の介護職員への知識技術
の向上には至っていない。
法人内環境整備、施設の充実
評価△・・・職員の巡視に対する対応や不具合な部
分の改修、いくつかのシステムの充実など取り組ん
できているが、まだ十分と言える状況ではない。
職員の満足感と仕事に対する誇りの向上
評価△・・・法人としての取り組みが職員に上手く

調子のよい事、立派なことを言うことは誰でもでき
ますが、その一歩を踏み出すことは容易ではなく、ま
たそれを継続していくことは、もっと大変であること
を知り、有言実行していくことがとても大事。
医療法人社団たつき会 菅田 宗樹
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伝わらず、しっかりと役職者と一般職員との信頼関
係の構築が必要。
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ソングショー

秋祭り
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野呂山に紅葉ドライブへ行って来ました。
赤・黄・緑と色とりどりの景色を見て車内では、
「綺麗なねぇ〜」
「昔はよく氷を買いに野呂山に上がっ
てのぉ〜」など思い出話がたくさん出てきました。
頂上へ上がっている時に
「弘法寺へ参りたい」と
ボランティアの神垣さんがギター片手に今月も
たくさんの利用者様、
ご家族様に参加して頂き、
いう利用者さんがいた
いらして下さいました！皆さんが好きな定番歌謡曲
盛大な秋祭りとなりました。
ので途中下車し頂上で
から始まり、季節にちなんだ秋の歌をたっくさん♪
職員の出し物がどれも個性的で大変盛り上がりま
記念撮影を！
秋の歌は哀愁があり、どこか切なく物悲しい雰囲
した。また、音楽療法の方が来てくださり懐かし
皆さん、満足されてい
気があるものが多いので、ギターの音色がとって
い音楽も楽しめました。来年もお楽しみに～！！
ました♪
もピッタリで、皆さん聴き入っておられました。

祭

月の行事予定

14日㈰ 誕生日会
17日㈬
18日㈭

初詣

4日㈭
書き初め
5日㈮
8日㈪ バイキング
13日㈯ クッキング

医療法人社団 たつき会

菅田 医院

〒737–2607

すみれ

広島県呉市川尻町東一丁目21–1

TEL（0823）
87–2529
FAX
（0823）
87–5993
緊急連絡先 090–8066–4999

医療法人社団たつき会 菅田医院

共助・公助）
」と題して、呉市東消防署 梅原氏よるご講義を拝聴しました。
自然災害は、いつどこで発生するか分かりませんし、消防署・消防団に全てを
頼りきることは不可能です。改めて「自分の身は自分で守る」ことや、町の中
にある防災に関する表示を、意識するきっかけになるかと思いました。
昨年度、樹立の会にご参加頂いた皆様、ありがとうございました。また、興
味のある方もご参加お待ちしております。今年も宜しくお願い致します。

居宅介護支援事業所 さつき
電話0823-36-6661
（直通）
担当：中川、
渡邉、
竹内、
西本
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とびしまツアー

介護付き有料老人ホーム

明けましておめでとうございます。
皆様にとって、昨年はどのような１年でしたでしょ
うか？さつきは日々の業務に加え、
「川尻・安浦地
♪さつきの部屋♪ 域包括ケアシステムを樹立する会（以下、樹立の
会）
」の活動に奔走した１年でもありました。
遅くなりましたが、昨年 11 月 24 日㈮の忘年会、11 月 29 日㈬の呉市の出前トー
クのご報告をさせて頂きます。
忘年会では、27 名のご参加を頂きました。川尻・安浦地域包括さんに
よるエコをテーマとしたファッションショーが行われ、クオリティーの高
さにビックリし、大いに盛り上げて頂きました。皆様と「ノミ（飲み）ニ
ケーション」が図れて良かったです。
出前トークでは、36 名のご参加を頂き、テーマは「災害に備えて（自助・

ケアマネ通信

新鮮な魚が食べたいとリクエストが
あり、蒲刈にあるかつら亭までドライ
ブに行きました。
車窓からミカン畑など見て感動した
り、豊島へ立ち寄って懐かしそうにさ
れてました。かつら亭の生け簀にいる
魚を珍しそうに見て、食事も「いつも
より豪勢だ」と喜んでおられました。

あかね

グループホーム

紅葉ドライブ

11月12日
（日）
、16日
（木） あかねでは入居者の皆様とドライブに
行きました。当日は天気よく、風もあまり吹いていなかったため、
絶好のドライブ日和になりました。
12日
（日）
の午前の部は、グリーンピアせとうちの
芝生前の駐車場に止まり、周りの景色を楽し
みました。
午後の部は、野呂山の道中の駐車場まで行き
ました。 紅葉が進んでおり、車からもよく見
えました。 駐車場でいったん降りて、記念撮
影。 普段、外出する機会が少ないので、よい
思い出になりました。

11/22㊌

名田
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