
医療をつなげる  心のおたより地域と福祉と
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医療・福祉関係機関及びご家族の皆様ヘ

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、医療法人光佑会、老人保健施設菜の花、訪間香護ステーシヨン菜の花、介護老人福祉施

設こより其′マ、大変お世話になりました。

さて、2023年の千支は卯ですが、本来の千支では癸卯 (みすのとう)と読むそうです。意味を

調べてみると「美」は雨や露、霧など、静かで温かい大地を潤す恵の水を表し、また十千 (じつかん)

の最後にあたる癸は、生命の終わりを意味するとともに、次の新たな生命が成長し安合めている状態を

意味しているそうです。◆年は何か大きな変化のある1年になるラ感がします。

それでは、本年も『くろだより』を楽しんでいただけますよう、企画広報委員―圃努めてまいりま

すのでよろしくお願いいたします。

芝んでわネのお農びと申によげ患す

新年あけ‡(ておめでビうござЧ`‡す。

ZOZヨ年と地えて騰々い 気`持ちで地ごすことが去ネてい↓す。

小年はち干鬼と(て新たな事幸に糸り択む事になっており‡す。

ネ午 r月 より全ゑ素共ビ症デイケアと同ま衣 (‡ (た 。

地成の告採のメこめ貪献できるよう、武員―同力と谷わせて孝

埼ら(い場者となるよう考お(ていきたいと思い‡す。

誇は麦わり‡すが、小年は診幕サR朝夜えがござい‡す。小依も′淀谷4島院舞

孝に真摯にネリ独んであち汁オチであり‡す。

な蛛えも‡だとだ椒患(てい‡せん(、 小年も奉園の一年になろときい‡すが、

ごうかよろ(く 汚辱買いゼ欧(‡ す。
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義んで新春のお疫びを申し上げます。

各病院、施設より新年のご挨拶を申し上げます。
t

園嬢燃人 光的麹
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新年あけましておめでとうございます。

皆様ご承分の過り、今
～

2年 の初めから新型コロナウイルスが発生し、昨年も混
番しの中に過ごされた方も多いと思います。

当院でも、手洗いうがいの励行、複数口にわたるワクチン接種など子防意識を高
めたことにより、〉ヒ装的新型コロナウイルスによる荻害は少なくて済むかと感 じて
おりましたが、残念ながら昨年 3月 に当院初のクラスターが発生しました。クラス

ターによる様々な影響は
'見
左もテ負っております。

また、昨年は世界的にも2月 のロシアによる

『ウクライナ侵夢史』が始まり、経済が友弊し漿滅

的ともいえるオT拳 を受けています。

このようナょう最中に当院職買ならびに家族にお

いても何かと苦芳は多いかと思いますが、苦しい

時.ほ ど―攻団結 してこの無局を柔り逮えなけれ

ばならないと思っております。

この新 しい年が、よりえき1年 になるようはよ

り折恣攻 しまして牙ムからの年頭のご挨拶 と攻 し

ます。

皆様、本年も宜しくお願いやし上げます。

医療法人光イオ会 法人続轄乃 局長 碁宮 逹也

謹んで新春のお疫びを申し上げます。

1口 年中はオをヽ万11の ご支援とご協力を賜 り、はより厚 く御芽し申し上げます。

新型コロナウイルス感染症との戦いは未だ収来の見地 しがユたず、レ白じ様には感染
防止対策の為、多大なるご負担をおかけしております。
2023年 は

'P年

。そろそろ寒気が銭み、希望の芽丈 く春の訪れを願い、今年も
職員―同一九と後り感染防止に排め、新 しい年がより虞い年になりますよう券力し
て参ります。

1               老人保健施設 来の花 施設長 本吉 二保
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新年あけましておめでとうございます。

みたちは介護施設でイ動くことで考えておかなければならナょ>ぃ 夫↓ガなことがありま

す。それは「自分の規が施設入所になったら…白′ガ`が歳をとって施設入所になった

ら…」と考えながら介護にあたることです。食事・入溶・排泄とそれぞれの場働で

自分がされて不快だと思うことは絶対にしない !白 ノ刀`いにしてもらえたらきっとを し

いだろうなと思うことは少し無理なことでもやってみよう 1と いうことです。

このような思いを常に持ち続け、家族や自分が入所 したくなる、そして皆様に選

ばれる施設となるよう努力して参ります。

今年もよろしくお願い攻します。

老人保健施設 来の花 事務長 清水 章令法仁

0

明けましておめでとうございます。

いまだ、新型コロナウイルス感染症封策の影響により、面会人数や時間の幸ll限 を

させていただき、ご家族のレ白■球におかれましてはご不イ史をおかけしておりますこと

この場を借 りてお詫び申し上げます。

本年も職員―同、頑張る所存でございますので、何手昨年同様のご麦顧を賜 りま

すよう、お願い申し上げます。皆様のご健勝とご多幸をお折 りするとともに、本年

もよリー層のご支援ご指等の経、宜しくお願い申し上げます。

介註老人福荘施設 こより 施設長 始中 久隆

◇ 電
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譴んで新年のご挨拶を申し上げます。

口年中はオ客‐別のご麦顧を賜 り、厚 く御オし申し上げます。

平成 20年 1月 1日 、訪門若註ステーション来の花が新

体幸1で再出発してから早、 16度 日のお工月を迎えること

ができました。これもひとえに昔様方のご支援の賜物と深

く感謝 しております。

『住み慣れた地域で、最珈まで自分らしく泰らしたい』と

いうご牙1刑 オ様の想いに応えることができますよう、本年

もスタッフー日、 琴口の,む を胸に、よリー活のサービス向上

を目指 し、誠は誠意努力させていただく所存でございます。

e

今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

末筆ながらレ白ヒさまのごイ建康とご多幸を,む よりお新 りし、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。

訪問若護ステーション 来の花 所長 古園 久乃

逃
3



くも魁翻協 |■||||li― 1lrl― !iliゞξl::  :ず

新年明けましておめでとうございます。

昨年も、新型コロナウイルスに翻弄される毎日ではありましたが、何とか無事に新年を迎えるこ
とが出来ました。これも関係者の皆様方のご協力があってこそと、心より感謝申し上げます。
令和 5年、当院では看護管理職の強化を行います。これは、うさぎの様に飛び上がる良い一年に

したい、今まで以上により良い看護を提供 したいとの思いからです。
看護部―同これまで以上に精進 して参 りますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

看護部長 森 豊美

令和 3年 4月 より、さくら病棟看護主任をしております。
生まれは西条市ですが、高校卒業後今治で看護学校へ行きその後松山へ移住 しました。
休みの日は、息子夫婦と釣りへ出かけ、孫たちと遊ぶのが癒 しの時間となつています。
認知症治療病棟では、個々の患者様の安心 B安全に配慮して看護をしたいと思つています。
これからもよろしくお願いいたします。

さくら病棟 看護主任 渡辺 千奈美

令和 4年 12月 より、さくら病棟看護主任に就任 しました。
看護主任業務に加え、病棟異動も同時にあり戸惑いも多いですが、早 く業務にも慣れるよう努力
していきたいと思います。また他の職員の見本になれるよう精進 していきたいです。

さくら病棟 看護主任 青木 新太郎

令和 4年 12月 より、ひまわり病棟看護主任に就任 し、責任の重さに身が引き締まる思いです。
これからの抱負は、職員が気持ちよく働ける環境を作ることです。職員間で声掛けながら協力し

あえる職場作 りのために、皆さんの声に耳を傾けながら仕事の簡略化、チームヮークの向上のため
に微力ながら努力して参りたいと思います。宜しくお願いいたします。

ひまわり病棟 看護主任 加藤 栄

令和 4年 12月 より、ひまわ り病棟看護主任に就任いたしました。
今回主任の辞令を頂いた時は、私に務まるのか、荷が重すぎると思いました。
でも50歳という節目の年に任命されたのも何かのご縁と考え、自分ができる事を精一杯頑張ろ

うと決意を新たにしました。スタッフ皆さんの力を借りながら、自己研鑽に励み、自分らしく笑顔
で頑張ります。よろしくお願いいたします。

ひまわ り病棟 看護主任 熊本 有加

令和 4年 4月 より、コスモス病棟看護主任をしております。
早いもので、入職 してから 12年が過ぎました。今後も看護師として、一人でも多くの患者様

のご期待に応えられるよう、常に患者様とご家族様の気持ちに寄り添い、一人一人のニーズに
合わせた看護を提供していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

コスモス病棟 看護主任 平田 深雪

令和 4年 12月 よリコスモス病棟看護主任に就任 しました。
患者様 日ご家族様に安心して療養生活をして頂けるような病棟はもちろんの事ながら、

職員にとつても働きやすい職場環境を作つていけるように頑張つていきたいと思つています。
まだまだ未熟者ではありますが、他の職員の目標となれる看護師を目指して邁進していきます。

善 己 甘

コスモス病棟 看護主任 坂口 雄紀
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令和 4年 11月 11日 (金 )、 松前町こころの健康相談事業協

力のため、松前町総合福祉センターに向かいました。

私自身、事業開始当初より何度かこの事業に精神科医師と共

に参加しておりますが、毎回ご相談に来られる方の相談を聞く

度に想像以上に精神科医療の敷居が高いことに気づかされます。

“地域と精神科医療機関との敷居が高ければ、精神科医療機

関が地域に出る機会を作れば良い"そんな想いで相談業務に従

事して早 18年。

口で言うほど容易いことではありませんが、これからも地域の視点から地域で必要とされる精神

科医療機関としての役割とは何かを考えながら、出来ることから様々なアクションを起こし続けて

いきたいと思います。

( 精神保健福祉士 西本 真由美 )

令和 4年 1¬ 月 11日 (金 )、 院内で行われた非常時食事提供

演習に参加しました。

今回、海鮮おこわと五目炊き込みご飯を各50食分作りまし

た。(私は五日炊き込みご飯担当でした)

準備する物と作り方の手順について記載されており、災害時

の人手不足や余裕がない時でも簡単に作ることができるように

なつていました。研修ではお湯を使つたので 15分で作れまし

たが、ガスや電気が止まつた場合にはお水を入れて60分で完

成ずるそうです。

災害は突然訪れ、予測不能な事態が次々に起こる可能性があります、

私たち職員は患者様に不安や心配を抱かせないためにも、このような研修での学びを活か して災

害時には落ち着いて対応 したいと思いました。

( 精神保健福祉士 福本 美紗子 )

令和 5年 1月 に重度認知症デイケアを開設する運びとな

りま した。場所は、くろだ病院 1階の元カフェスペースの

コーナーです。

認知症の方やそのご家族が住み慣れた地域で出来るだけ

長 くいつもと変わ らぬ日常を送つて頂けますよう、関係者

の皆様 と共にご利用者様の在宅生活をサポー トして参 りた

いと考えております。

詳 しくは、パンフレッ ト (別紙)を ご覧下さい。

非常時食事提供演習

認知―症デイケア『ひととき』新規開設のご案内
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イキイキハウスの紹介も第3回目となりました I

環在イキイキハウスには6侶の入居者さんがいます。

冬号では、入居者のレ白Lさんが自分らしく生活を送るために、グループホームとして行つている業務

を紹介 します停0/

■ 日常生活援助

入浴や掃除、片付け等が苦手な方には適宣声掛けや、一緒に行います。

中にはお薬の管理が財要な方や、通院や各種手続きに援助が隊要な方

もおられるため、個別に対応します。

ロ スタッフミーティング

月 1回スタッフ間で入居者さんの状態を話 し合い、町要な支援について共有 します。

町要に廠 じて入居者ミーティングの際にみんなで話 し合うこともあります。

■ 個別支援計画の作成とケア会議

年に2回、lttl月」支援計画の作成を行います。

入居者さんと普段の生活について振り返り、できていることやもう

少し頑張りたいこと、これからやりたいことなどを話し合い、計画に

活ズ〕`します。

また、入居者の支援に関わつている関係機関職員の方ノマも含め情報

共有を行つています。

その他にも、年に数回避難訓練や防犯訓練などいざという時のための訓練を行つています。

こうして入居者のL白bさんと話し合いながら、日メマお仕事をしています(#ハ
ハ
#)

い

家の軒先に吊るされる柿が、秋から冬へ移りゆく季節を感 じさせますね。
1厘例の干 し柿づくりに精を出していただきました。「家で作りよつたよ」という声も。

包丁使いも手慣れたものです。太陽の光をいっぱい浴びたあま～い干 し柿をいただきました。

世話人のお仕事
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むA側協脇段 HO構
新年あけましておめでとうございます。

昨年、サッカーワールドカップ、ジャイアントキリングを起こした日本代泉還

手。
コロナ感染蔓筵の日常から抜け出せないでいるオムたちに「請めない気持

ち」そして「勇氣ツ恙動・夢Щを届けてくれました。

今年はワP年。うさざの一番の特徴である大きく長い■は多くの絹を集めると

いわれています。

来の花職員一日「足にグッと力を入れてピョ～ンと基やかに」抱えきれな

いほどの絹と倖せをレ白
ヒ様に居けたいと思います。

今年もよろしくお願いします。

老人保健施設 来の花 看介護部長 彎 t碍 優子

令不□4年 11月 30日、昼食時に釜めしを楽しみました。

いい匂いに、まだか、まだかと様子を見に来られる方も¢
ハ
♪

毛 9毛 9彦
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軽奮葦
新春のラッキーフラワー『 葉牡丹はヽ ボタン)』

柁言葉は…

『利益』 『祝福』
『物事に動しない』

『慈愛』 『愛を包む』

何重にも葉が重なり合い、やさしく包み込むような什まいから、このような花言葉が

つけられました。

『祝福』の花言葉は、紅自の色合いからお正月飾りに使用されているめでたい植物で

あることに由来しています。

『利益』の花言葉は、キャベツの仲間であることから同じ花言葉がつけられたという

説と、中国の「三国志」の時代の軍師・諸葛孔明が行く先々の戦場でキャペツを栽培し

て兵士の食料にしたという故事にちなむ、ともいわれます。

鶏

2023年初の『くろだより』は楽しんでいただけたでしょうか。

昨年は、新型コロナウイルスの感染対策をしながら少しずつではありますが、季節の行事など開催

させていただきました。◆年は、ご家族様とも心、れあえるイベントなども開催出来るようになり、そ

れを『くろだより』で掲載できればいいなと思います。

ご愛読ありがとうございました。次号もお楽しみに(林)/

建ゞ 翌

企画広報委員会

【くろだ病院】

【菜の花 (施設)】

【菜の花 (訪看)】

【こより (施設)】

★西本 東由美 ☆
~各

野 莉映子 ☆只 由佳里 ☆黒川 沙也香

☆小濱 真紀子 ☆井ノロ 美樹

☆吉岡 ス乃

☆山中 彩   ☆黒河 裕二    (★ …委員長、☆…委員)

あとがき

当誌における個人情報の取り扱いについて

取材 (写真・画像など含む)、 原稿依頼等により取得した個人I情報及び個人データは、「くろだより」ヘ

の掲載の為に使用します。

当広報誌は、個人情報が掲載されておりますので、複写・転載を禁じます。

個人情報の動画・画像の取り扱いについては、各病院・施設ごとで憲者様及びそのご家族との間で取り

交わした書面の内容に基づいて取り扱つております。
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