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今後の高齢者の生活は
どうなる？どうする？

医療法人・社会福祉法人 賛幸会 理事長
医療法

田中

彰

今年4月の介護保険改定で、高齢者の生活についての国の方

困化が進んでおり実行母体とはなり得ないでしょう。
となると

針は大きく変わり、今後の高齢者の生活に大きな影響を及ぼす

計画はともかく、実際の高齢者の生活を支援するのは地域住民

こととなりました。

と介護保険事業者などのボランティアが主体となるのです。

2000年に施行された介護保険で高齢者の介護は国の仕事と

医療法人・社会福祉法人賛幸会は、
はまゆう診療所を中心に

なり、家族は介護から解放されるはずでしたが、今回の改定によ

訪問看護ステ−ション、老人保健施設、特別養護老人ホ−ム、
グ

り高齢者は再び住み慣れた地域で自立した生活を、家族や近所

ル−プホ−ム、デイサービス、デイケア、居宅介護支援による地

の方々に支えられて行うことが求められることとなりました。

域支援に加えて、従来より地域の中で、無料出張デイサ−ビス、

（地域包括ケアシステムと呼びます）国は2025年を目標に、地

住民への介護教室、住民に開放した喫茶店（オレンジカフェ）、

域住民（ボランティア）、介護保険事業者（ボランティア）、行政

足湯つきの共生ホ−ム、
リハビリ機器の無料開放など積極的な

が協力して
「この自宅での自立した生活の実現」
を求めています。

地域支援を行ってまいりました。

しかし、わずか20年前に
「将来自宅での自立した生活」は困

今回、今後さらに自宅での生活を求められる高齢者のための

難であるとして介護保険を整備したものが、
その後少子高齢化

整備として、本年8月
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サー

と人口減少核家族化がさらに進み限界集落が点在する現在、

ビス
（24時間）」を開設いたしました。
このサ−ビスにより皆様

再び「自宅での自立した生活」
は可能であるのでしょうか？多く

が安心して在宅生活を送っていただけるための一助となること

の疑問と困難を感じえません。
しかし、
この政策変更の背景に

を願っております。地域の皆様と手を携えて地域を守って行き

は日本の国の財政貧困化があります。
また地方自治体も財政貧

たいと存じます。

定期巡回
営業開始
24時間年中無休
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護のでらはまゆう」
が8月
より営業開始しました。要介護の方を対象に24時間365日
いつでも訪問、相談をお受けいたします。

◎身体介護・排泄ケア・内服薬管理などでお困りの方
定期的に巡回して介護支援いたします。
また夜間不安な時などの相談もお受けします。
◎退院、退所後に在宅復帰したいけど不安…。
◎急な体調不良や緊急時
訪問看護と連携して、速やかに対応します。
住み慣れた自宅で安心して生活されたい方！はまゆうが
サポートさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。
お問い合せ先 TEL（0857）51-8113

はまゆう秋祭り
平成27年度「はまゆう秋祭り」
が10月3日
（土）
老健はまゆう駐車場で盛大に行なわれ、
ご利用者や
ご家族・地域住民の方々が楽しいひと時を過ごされました。
田中施設長の挨拶で、祭りがスタート、オープニングとして、逢鷲
太鼓連による力強い
「和太鼓」
で祭りが盛り上がり、続いて新人職
員による
「妖怪体操」
や大正地区子供会による
「傘踊り」、下味野お
しどり会による
「銭太鼓」、満天星（どうだんつつじ）の「よさこい」
などが披露され、大きな拍手と歓声に包まれていました。

中町納涼祭
8月8日
（土）、中町デイサービスにて中町２区と合同で
納涼祭を行いました。屋台、地域の方主体のバザー、野
菜市、踊り、
スイカ割りなど、地域との交流のイベントと
して初めての試みでした。天気も良く、子どもから大人
まで多くの方のご来場があり大いに盛り上がりました。
とくに子どもたちによるスイカ割りが大好評でした。

っぷり！
秋の味覚た

焼き秋刀魚と
きのこの 炊き込みご飯
材料
（4人分）

●米……3合
●だし汁……500㏄
●しょうゆ……大さじ2
●酒……大さじ2
●塩……小さじ1/2
●秋刀魚……1尾
●塩……適量

●きのこ……200ｇ

（しめじ、
まいたけ、
しいたけ等）
●ごぼう……1/3本
●万能ねぎ……適量
●すだち……適量
●粉山椒……適量

《作り方》
❶米を研いで15分程浸漬させ、水切りする。
ごぼうはたわしで
❶
洗い笹がきにして水にさらす。
きのこ類は石づきを切り、食べ
やすい大きさにする。
❷秋刀魚は洗ってペーパータオルで水気をとり、半分の長さに
❷
切る。塩をふって両面をこんがりと焼く。
❸炊飯器に米とだし汁、
しょうゆ、酒、塩を入れひと混ぜする。
❸
さらにごぼう、
きのこ、秋刀魚をのせて通常通りに炊飯する。
❹炊きあがったらさんまの頭と骨を取り除き、粗くほぐし全体
❹
を混ぜる。器に盛り付け、小口切りした万能ねぎを散らす。
半分に切ったすだちと粉山椒はお好みで。
参考：
「飯島奈美のごはん料理カレンダー2015」

認知症に青魚
秋刀魚（青魚）には DHA（ドコサヘキサエン酸）という栄養素が豊富に
含まれています。DHA はアルツハイマー型認知症に効果があるといわ
れている栄養素です。
ぜひ、日々の食事に青魚を取り入れてみて下さい★★

あなた、またはご家族の方はいくつ当てはまる？

「今日から始めよう！」口腔ケア
CHE

CK

□ 食べこぼしがある
□ 微熱がある
□ むせる
□ 転びやすい
□ うがいができない
□ 表情がない
□ 口臭がある
□ 笑わない
□ 口が渇く
□ 歯磨きができない、
しない
□ 話をする機会がない、
人と関わらない
チェックが多いほど

口腔機能が低下しているサインです！
口腔ケアの効果って？
こんなにも！
❶ 唾液分泌の促進
いろいろな病気を
口腔ケアで唾液腺を刺激！
予防できる可能性
❷ 誤嚥性肺炎予防
を秘めているんだね！
誤嚥性肺炎は高齢者の死因の高位！
❸心臓病予防
歯周病菌が血中に入り込むと動脈硬化の原因に！
❹総医療費の削減
❺発熱予防
口腔ケアで発熱発生率が低くなる！
❻認知症予防
噛むことで脳を刺激！
❼糖尿病予防
歯周病菌がインスリンの障害に！

まずは歯科医院へ健診に行ってみましょう！
！

参考：
「はじめよう！やってみよう！口腔ケア」
（デンタルサポート株式会社）

デイケア

送迎車が 新しくなりました！!
デイケア、デイサービス（服部）に其々新しくキャラバン、ラク
ティスを送迎車として購入しました。
ご利用者の皆様に快適に、安心して乗車していただける様、
引き
続き安全運転に努めてまいります。

8月21日
（金）
デイケアにて戸倉峠そう
めん流しツアーへ出掛けました。
渓流を真下にのぞみ、対岸より流れく
る冷たいそうめん。そのトヨの長さと、
渓谷の高さに驚きと歓声が、ご利用
者もただただ圧倒されるばかりでした。
ツアー参加へのお礼と、
「 機会があれ
ば、
また来年も！」
とのお話が出ていま
した。

ラクティス

キャラバン

寄付・寄贈、ボランティアの皆様の紹介
寄付・寄贈
坂本 末子様（ポータブルトイレ）
中本 善三様（エアマット）
川村優加利様・美生様（市松人形・木製弓飾り）
秋祭り寄付・ボランティア等
オフィスジョーカー中山様 えびす本郷様
服部郵便局様 メモワールイナバ様
下味野児童館様 江山人権福祉センター様
美保公民館様 福祉理美容様
大正地区民生委員様 池成様
（中町） 岡部様

ボランティア活動
生花教室
お 茶 会
アコーディオン
オレンジカフェ

長石 啓子様 村上美利子様
小泉 良子様
中嶋 玲子様 斧谷
操様
竹内 栄子様 加納 恭子様
矢山ツタエ様 横原三恵子様
野口由起子様
うたのボランティア 石川 卓男様
野菜市
服部生産グループ「結」様
菖蒲生産グループ「輪」様
ハートアンサンブル鮎様

暑い夏がようやく終わり、今年は
例年より早く秋が訪れたように感
じます。日中も過ごしやすくなり、
皆様さまざまな「秋」
を楽しまれて
いることと思います。
さて、10月3日（土）には秋祭りを
開催し、多くのご利用者、ご家族、
地域の皆様にご参加いただきまし
た。多くの皆様にご協力いただき
ましたおかげで、今年も大盛況と
なりました。本当にありがとうござ
いました。今後とも「はまゆう」を
よろしくお願いいたします。

