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ひまわり村

特別養護老人ホームひまわり

小規模多機能ホームひまわり

老人保健施設ひまわり

碧南市養護老人ホーム愛生館 だより
愛生館は、小林記念病院や老人保健施設、
老人ホーム、各種介護福祉施設を運営する
法人グループの総称で、ここではグループ
全体のトピックスを掲載しています。
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【愛生館フィロソフィ】
フィロソフィ＝哲学、人生
観。
愛生館フィロソフィは愛生
館コバヤシヘルスケアシス
テムがどのような考え方、
哲学をベースに経営される
かを示す指針です。全従業
員が共有し、フィロソフィ
が指し示す方向へベクトル
を合わせ進んで行くために
日々の業務での判断基準と
しています。

【愛生館フィロソフィ推進賞】
従業員から提出された愛生
館フィロソフィ感想レポー
トの中から、フィロソフィ
の内容をよく理解し、その
精神を日常の業務や生活に
活かしている人を表彰しま
す。

用語解説

愛生館フィロソフィ推進賞

今回このような素晴らしい賞を頂き、大変嬉しく思っ
ています。

私は元々気持ちの切り替えが遅く、前を向くのも苦手
です。一度落ち込むと後ろ向きに全力疾走。自他ともに
認める「マイナス思考」でした。

そんな私が今、人生で一番の「どん底」を乗り越え
て、前向きに、幸せに過ごすことが出来ているのは、「人
生は素晴らしい」と口に出し続けた結果だと思っていま
す。一緒に働く仲間の支えはもちろん、歳を重ねて神経
が多少図太くなったことも要因の一つではあると思いま
す。

4 月 14 日（日）に「2019 年度 コバヤシヘル
スケアシステム経営計画発表会」が碧南市文化会
館にて執り行われました。

第１部では小林代表より、当日勤務を除く
778 名の従業員ならびに、禰冝田碧南市長を始
め、地域の医療機関、盛和塾関連などの来賓の方々
に、2019 年度経営計画の発表がありました。

第２部では、永年勤続・改善提案・学術大会・
愛生館フィロソフィ大賞・特別賞の各表彰が行わ
れました。当日夜の懇親会では、衣浦グランドホ
テルにて食事、余興などに多数の従業員が参加
し、盛り上がりました。

老人保健施設ひまわり
通所部 予防デイケア
仁科 友貴

今回改めて「言霊」の力の凄さを知りました。
どんなにもがいても先が見えない時、皆さんも騙されたと思って明るい言葉を口に

出してみてください。きっと「後ろ向き」が「斜め前向き」になり、少しずつ未来が
変わっていくはずです。

これから先、ひどく落ち込むこともあると思いますが、今回のことを胸に、信頼で
きる大好きで大切な仲間と共に、仕事に邁進したいです。本当にどうもありがとうご
ざいました。

【改善提案】
安全で効率的な法人運営や
サービスの向上を図るた
め、従業員の積極的な発想、
創意工夫等を提案する「業
務改善提案制度」を行って
います。毎年、特に優秀と
認められた改善提案者には
最優秀賞、優秀賞、優良賞
などが贈られます。

【永年勤続】
愛生館コバヤシヘルスケア
システムの従業員として
満５年、15 年、25 年、35
年の勤務をし、勤勉で他の
模範として認められる人の
表彰を行っています。
表彰対象者には、「表彰状」
「自己啓発支援金」が授与
され、「リフレッシュ休暇」
が付与されます。
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部　署 氏　名

最優秀賞

特別養護老人ホームひまわり 事務部 事務課 岡田　恵奈
テーマ：入居待機者管理の全員参加　～ A3 一枚の「見える化」～
入所判定の対象者資料（優先度判定点数・判定に至る経過・優先順位など）、
判定会議の議事、入居調整状況までを A3 用紙１枚で比較できる書式にし、

「見える化」した。

優秀賞

老人保健施設ひまわり 入居部 2 階入居科 内藤　公亮
テーマ：おむつﾊ ｯ゚ﾄ変更でおしりさっぱり、コストスッキリで「人々の人生を
より豊かにします」
排泄ﾁｰﾑを立ち上げ、多職種でおむつﾊ ｯ゚ﾄ種類を検討し業者変更も行う事
によりコスト削減に繋げた。定期的に勉強会を開催し排泄支援の質向上に
つながり、排泄支援加算も取得できた。

〃

小林記念病院 事務部 医療サービス課 髙島　直子
テーマ：身寄りがない方の死亡診断書（届出人欄）のﾏﾆｭｱﾙ化
死亡届・届出人欄の記載をする方が誰もいない場合の対応マニュアルを作
成した。
手順が明確になり病棟などで混乱が生じなくなった。

〃

特別養護老人ホームひまわり 事務部 事務課 深谷　陽子
テーマ：いつも面会ありがとうございます
面会回数が多い面会者には、必要事項を予め記入したカード型面会票を作
成し、所持・運用して頂いた。
面会者と対応従業員の時間削減に繋がった。

特別賞

特別養護老人ホームひまわり・安城 入居部 入居科 都築　幸治
テーマ：排泄による衣類等の汚染削減
各ユニット共通の汚染チェックシートを使用した汚染状況の見える化に
て、個々の問題を洗い出した。毎月関係者で改善効果を協議し、施設全体
で汚染軽減に取り組んだ。
汚染が軽減し、利用者が快適に過ごせる環境を提供でき、スタッフの労力
も軽減した。

部　署 氏　名 内　容

最優秀賞 小林記念病院
看護部　外来看護科 戸水　悦子 骨粗鬆症循環型リエゾンサービスの運用と問題点

優秀賞 在宅介護センター
訪問リハビリセンター 岩田　康和 訪問リハビリのパーキンソン病利用者に対して症状日

誌の記入を支援し医療連携を図った事例

氏　名 内　容

災害対策委員
（代表者：堤　大地）

震災など緊急時に低下する業務遂行能力を補う　非常時優先業務を開始するための
事業継続計画（BCP）を策定した。業務遂行に必要な人材・資源・その配分などを
タイムラインに乗せ遂行するための計画で、介護事業部門に対して情報発信もした。

部　署 氏　名 内　容

最優秀賞 老人保健施設ひまわり
通所部 予防デイケア 仁科　友貴 第Ⅱ章　すばらしい人生をおくるために

 [1]　心を高める　10　常に明るく

優秀賞 小林記念病院
診療技術部 栄養管理科 土田 麻由美 第Ⅳ章　愛生館リーダーの姿勢

　40　部下育成　-　権限移譲

〃 在宅介護センター
小規模多機能ひまわり 植田　園子 第Ⅰ章　経営の心

　6　ベクトルをあわせる

〃
小林記念病院
リハビリテーション部
3 階北リハビリ科

石本　恭太 第Ⅰ章　経営の心
　6　ベクトルをあわせる

特別賞 老人保健施設ひまわり
入所部　3 階入所科 東　　竜翔

第Ⅴ章　リーダーの役割
　[2]　新しいことを成し遂げる
　48　率先垂範する

愛生館フィロソフィ推進賞

特別表彰

改善提案

第 8回愛生館学術大会

永年勤続

部　門 部　署 職　種 氏　名

看護部 3 階南病棟看護科 看護師 北村　美樹
看護部 4 階病棟看護科 ケアワーカー 中園シヅ子

愛生館本部 経理財務課 事務 佐藤　昭夫
愛生館本部 経理財務課 事務 稲垣　美依
愛生館本部 人事課 事務 髙須佐夜子
診療部 医局 医師 今泉　宗久
看護部 外来看護科 看護師 杉浦　春代
看護部 外来看護科 ケアワーカー 生田かおり
看護部 2 階病棟看護科 看護師 大定　恵美
事務部 医療サービス課 事務 林　　　愛
連携室 連携室 看護師 中井　敏子
連携室 連携室 ソーシャルワーカー 音部　奈緒
老健 入所部 2 階入所科 看護師 石田　秀仁
老健 入所部 2 階入所科 准看護師 石田　直美
老健 事務部 支援相談課 ケアマネジャー 神谷　雅俊
特養入居部 3 階入居科 介護福祉士 小島　　悟
在宅介護センター ケアプランひまわり ケアマネジャー 山中千恵美

勤続 25年

勤続 15年
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平成26年からはじめた地域交流会は、今回で10回
目の開催となり、地域関係者55名、院内関係者48
名、計103名と盛大な会となりました。
この会は地域の医療・介護関係の皆さんと、顔の
見える連携・心の通じる連携を図れることを目的に
開催しています。
今回は趣向を変えて寸劇で当院を紹介させて頂き
ました。寸劇では、当院のできること・得意なこと
等も知って頂き、地域住民が住みなれた場所で、
「長く・自分らしく生きる」ために、「困っちゃっ
たら小林さん」をキャッチフレーズとし、今後も地
域を支えて行きたいと思います。

「寸劇がわかりやすく、見ていて楽しかったです」
「どんな時に利用したらいいか、よくわかった」

「レスパイト入院や利用方法などを教えていただきよかった」
「病院の良さが伝わっていたと思う」
「顔の見える関係作りに共感しています」
「様々な職種の方と交流ができて良かった」
「食事もとても美味しく頂きました」

第10 回地域交流会第10 回地域交流会 顔が見える連携を目指して顔が見える連携を目指して
〜地域の医療・介護を担う専門職の情報交換会〜〜地域の医療・介護を担う専門職の情報交換会〜

参加者の声

小林記念病院第 19回

毎年恒例となる健康ウォーキングを 5 月 11 日
（土）に 17名の参加者で開催しました。
当院の健康ウォーキングには、本人のペースに合
わせて選べる短め（約 7㎞）と長め（約 9㎞）のコース
を設定しています。
ウォーキング前に血糖・血圧測定および体調を
チェックさせていただき、その後医療スタッフによ
る「嚥下と低栄養予防」をテーマとした講話を行いま
した。その中では嚥下機能や栄養状態をチェックす
る場面もあり、みなさん熱心に聞かれていました。
講話後、リハビリスタッフの指導のもと準備運動
をして、いざ出発です。
ウォーキング中は看護師やリハビリスタッフ、栄
養士がみなさんと一緒に歩きます。おいしいお店や
地元の穴場スポットなど、何気ない会話や健康に関
する相談まで、いろいろな話をしながら楽しく歩け
る事が大きな魅力の一つです。

6月 8日（土）まちかどセンターあいくるで、患者さんご家族 20 名程
の参加で介護交流会を開催しました。
交流会では、薬剤相談・介護相談・嚥下相談・栄養相談・骨粗鬆症チェッ
ク・筋肉、水分量測定ブースの他に、カフェスペースを設け、介護で悩
むご家族のリフレッシュの場を作りました。
今回はスタッフをより身近に感じ、なんでも質問しやすい雰囲気を作り
出せるように、スタッフは全員お揃いのＴシャツを着用しました。お揃い
のＴシャツでスタッフの一体感も増し、活気に溢れるにぎやかな会となり
ました。
退院された患者さんご家族からは、「いつもは介護に追われているけど、
リフレッシュできました。また、呼んで下さい。」との言葉を聞くことができ、
思い思いの時間を過ごし、少しでも不安や介護によるストレスを払拭する
ことができたように思います。

詳細は 9月頃に院内ポスターや広報誌に掲載予定です。
日頃運動する機会のない方や
健康に興味のある方など初めての方も大歓迎です。
みなさんのご参加をお待ちしています！

次回の開催は10月26日（土）です!

急性期・回復期の患者さんを広
く受け入れるケアミックス型の
病院の情報です。

☎（0566）41-0004小林記念病院 午前９時～午後５時（日・祝日除く）お問い合わせ

小林記念病院だより

困っち
ゃっ
た
ら

小
林
さ
ん！
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トレーニングセンター

リハビリエリア

有酸素運動

エリア拡大!

作業療法

エリア拡大！

段差昇降

トレーニング導入!

　ジメジメとした暑い季節がやってきまし
た。「暑いから運動なんてしたくない」
なんて声が聞こえてきそうですが、そん
な声も吹き飛ばすような大ニュース！こ
の度ひまわりトレーニングセンターが装
い新たに生まれ変わりました！

　たくさんの方のご要望にお応
えし、従業員の見守る中で段差
昇降トレーニングができる設備
を導入しました。「玄関の上が
り框」など、在宅生活に欠かせ
ない“ちょっとした段差の上り
下りの練習”が出来る空間を設
けました。
　両手すりで段数も少ないた
め、片麻痺の方や体力に自信の
ない方でも、安心して使用する
ことができる優れものです。ぜ
ひ一度お試しください。

　生活環境に近い状態での作業療法
が出来るエリアを新設しました。“食
器を洗う→干す→拭く→戸棚にしま
う”といった一連の流れを練習する
ことも可能です。
　また、より自宅に近い環境を想定
して、冷蔵庫をキッチン近くに設置
しました。そのため、“冷蔵庫の物を
取る→調理台に置く”といった動作
練習も可能に。冷蔵庫の扉を開ける
際に後方重心となり、転びそうになっ
てしまう方が多いため、「扉を開ける
練習」は意外と大切です。

　新たに２台の自転車を追加
し、自転車７台とトレッドミ
ル（ウォーキングマシン）1
台を壁際に集約しました。
　壁面には 60 型の大型テレビ
を設置し、その前に合計 10 台
の有酸素マシンが並びます。

担当：坂田・牧野

ひまわりトレーニングセンター

目
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目
玉

３

見学・お試し体験の
申し込みや質問など、

お気軽にご連絡ください ! （0566）41-0007☎ ☎
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愛生館

　ホームヘルパー１級、２級養成講座にかわる
介護の入門資格です。

　受講修了すると「資格保有者」になり、福祉
施設や医療機関への就職に有利です。今後、介
護福祉士を受験したい方にオススメの研修です。

費用　受講料 59,000 円 + テキスト代 6,480 円
会場　特別養護老人ホーム ひまわり

※従業員用の保育所が利用できます（有料）
完全通学制（22 日間）

年 3 回

「介護職員初任者研修」ってなに？

受講するメリットは？

介護職員初任者研修の詳細

※2015 年開校以来、実務経験豊富な講師が担当しています。

※一般教育訓練給付金制度の対象講座
※愛生館は就労奨励金制度あり

平日：火・木クラス、
休日：日曜・祝日クラスを交互に開講

医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、
理学療法士、精神保健福祉士、介護支援専門員、
管理栄養士などの有資格者約 30 名

講師

日・祝クラス

火・木クラス
９月

12月

受講生募集中！

介護職員
初任者研修

　何か新しい事を始めようと思った時に、この研
修を知りました。介護についてはもちろん、自分の
人生や子育ての勉強にもなった、あっという間の
22 日間でした。現在デイサービス ひまわりで働
き、介護福祉士の資格取得を目指しています。

デイサービスひまわり 進藤 めぐみ さん

修 了生の声

（0566）41-0886
初任者研修担当　曽我・深谷

特別養護老人ホームひまわり介護職員
初任者研修に関する

お問い合わせは

第 3話

　長田文子さんは、大正 5 年、碧南市棚尾町の食堂「小

伴天」の長女として生まれました。現在、特別養護老

人ホーム ひまわりで最高齢の 102 歳です。

　小柄で色白の可愛らしい雰囲気で、手を合わせて「あ

りがとう」とおっしゃる姿が印象的です。「お嬢様育ち」

の先入観を持ちながらお話を伺うと、本人曰く「男勝

りで負けず嫌いなえらまつさん」だったとのこと。回

想中にも勇ましい言葉が飛び出しました。

　勉強が大好きで、「貧乏人が学校など行かなくても

いい」と親に言われると「学校に入れてくれなきゃ、

家を飛び出してやる」と掛け合い、現在の碧南高校へ

進学しました。

　卒業後は勤めに出て一生懸命に働きますが、京都

の料亭にいた兄が亡くなったため、祖父の代から続く

食堂を一人娘として継ぎ、結婚しました。

　子どもの頃から、「貧乏人だと馬鹿にされたくない」

「今に見ておれ」「誰にも負けるものか」、その一心で

苦労を乗り越えてきました。「正直が第一」と頑張っ

て生きてきたのです。

　備長炭と秘伝のたれで鰻を焼き、夫と共に盛り立て

てきた「小伴天」は、日本料理店として息子から孫へ

受け継がれ、地域の皆さんに愛されています。

　「神様が見とっておくれたおかげだ」

　自然に手を合わせて拝む姿に、思わずこちらの頭が

下がる、そんなオーラを持つ文子さんです。

碧南市出身

さん（102歳）長 田  文 子

※えらまつさん：愛知県の方言で「自信家」

※

かまち

☎（0566）41-0007老人保健施設
ひまわり

お問い合わせ 担当：竹ノ内、仁科

ひまわり村だより ひまわり村とは・・・愛生館が碧南市鷲塚地区で展開している高齢者福祉拠点です。ひまわ
り村には「老人保健施設ひまわり」「特別養護老人ホームひまわり」「小
規模多機能ホームひまわり」「碧南市養護老人ホーム」があります。

☎（0566）41-0865特別養護老人ホーム
ひまわり

お問い合わせ 担当：岡田

せいじ
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80 （歳）5020

男性

女性

女性ホルモン

骨粗しょう症

骨
密
度
（
骨
量
）

閉 経

成長期

骨密度検査を受けましょう！

　骨粗しょう症は、骨の中にあるカルシウムの量（骨
塩量）が減って、スカスカの軽石のようになります、」
そのために骨がもろく折れやすくなる病気です。
　骨粗鬆症による骨折により歩行が困難になったり、
寝たきりになるなどのリスクが高まります。

　自覚症状が少ない病気です
が、まれに腰痛や関節痛があ
ります。背中が曲がった方や
身長が低くなったような感じ
がある方は骨粗鬆症の疑いが
あります。

　骨を構成しているカルシウムな
どのミネラル類の量を測定する
検査です。骨密度検査を行うこ
とで骨量の減少を早期に発見し、
骨粗鬆症の適切な予防や治療を
行うことが可能になります。

骨がもろくなる!?骨粗鬆症とは…

女性ホルモンと大きく関係しています。

自覚症状は？

まずは検査を受けて
自分の骨の量を把握することが大切です。

骨密度検査とは？ 骨粗鬆症の予防方法は？

健康な骨の断面 骨粗しょう症の骨の断面

スカスカ…ぎっしり！

　骨塩量は、20 ～ 30 歳頃にピークを迎え、加齢とともに減
少していきます。また、女性ホルモンに大きく関係しており、
閉経を迎えて更年期にさしかかる頃からさらに骨塩量は減少す
るため、女性は特に注意が必要です。

年齢と閉経に伴う
骨密度（骨量）の変化

（概念図）

カルシウムやビタミンＤの多い食事をとる

適度な運動や適度な日光浴を行う

30 歳代までに骨を強くする

無理なダイエットや偏食もやめましょう

　当健康管理センターでも、骨密度検査をおこなっております。検
査時間は測定部位によりますが５分程です。当院では微量な X 線
を用いたDXA 法（デキサ法）にて骨密度検査をおこなっています。
DXA 法は他の方法と比べ非常に測定精度が高いのが特徴です。
測定に用いる X 線はきわめて少ない量ですので、気軽に検査を受
けていただけます。

今年も碧南市健康診査が
始まりました！

６月より碧南市健康診査が始まりました。実
施期間は１１月までです。碧南市健康診査と
一緒に骨密度検査も受けてみませんか？
ぜひ、骨粗鬆症の予防や
治療にお役立てください。

☎（0566）41-6548健康管理センターお問い合わせ
（月・火・水・金・土）
※日・木・祝日は除く
午前９時～午後５時  

健康管理センターだより
小林記念病院 各種健康診断、人間ドック

など病気の予防を目的とし
た施設の情報です。

50 歳を
過ぎた頃から
急激に減る
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　当ステーションの強みは、看護とリハビリが協力して介入
できるところです。体調管理から機能訓練まで一連の流れで
利用者さんの状態を把握します。
　また、24 時間体制で利用者さんやご家族からの相談を受
け、必要時は緊急訪問を行います。
　看護師９名、リハビリ 10 名（小林訪問リハビリ兼務）の
スタッフで、小林記念病院、碧南市民病院をはじめ、地域の
開業医の先生方と連携を図り、在宅療養をしている方々を支
えています。

安城市福釜町にある特別養護老人
ホームひまわり・安城に関する情
報です。特養・安城だより

各施設・事業所との連携で、ご利
用者とご家族の安心を支えている
在宅介護センターからの情報です。

お問い合わせ しんかわ訪問看護ステーション　☎（0566）41-5522　担当：加田
お問い合わせ 特別養護老人ホームひまわり・安城　☎（0566）92-0088　担当：小林

在宅介護センターだより

在宅療養での不安や体調管理などで
ご不明な点があれば、
ご気軽にご相談下さい!

しんかわ訪問看護ステーション

『最新テクノロジーを活用した業務フローのイノベーション～「良質な
睡眠の実現」と「生産性の向上」～』です。
特養ひまわり・安城では、東京大学化学システム工学科の水流（つる）
特認教授と共に、半年間研究を行ってきました。　ICTを活用することで、
利用者の安全確認のために行っていた「夜間巡視」をなくし、睡眠時間の
確保を目指しました。
利用者の起床回数が約 1 割減少（図①）し「夜に起こされる感覚がなく
なった」との声を聞くことができました。
また、よく眠れるようになったことで、傾眠傾向によっておこる転倒事
故は減少してきました。現在、明確な因果関係の証明とともに、他の要因
も含め、研究を進めています。
自宅では当たり前のことが、施設では当たり前にならないという世間の
常識を覆し、愛生館では ICT 等の技術を活用して、目の前の利用者さんに
対し、従業員全員で一致協力して最大限できることを行っていきます。

ICT（最新見守り機器）の活用

スマートフォン
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　自覚症状が少ない病気です
が、まれに腰痛や関節痛があ
ります。背中が曲がった方や
身長が低くなったような感じ
がある方は骨粗鬆症の疑いが
あります。

　骨を構成しているカルシウムな
どのミネラル類の量を測定する
検査です。骨密度検査を行うこ
とで骨量の減少を早期に発見し、
骨粗鬆症の適切な予防や治療を
行うことが可能になります。

骨がもろくなる!?骨粗鬆症とは…

女性ホルモンと大きく関係しています。

自覚症状は？

まずは検査を受けて
自分の骨の量を把握することが大切です。

骨密度検査とは？ 骨粗鬆症の予防方法は？

健康な骨の断面 骨粗しょう症の骨の断面

スカスカ…ぎっしり！

　骨塩量は、20 ～ 30 歳頃にピークを迎え、加齢とともに減
少していきます。また、女性ホルモンに大きく関係しており、
閉経を迎えて更年期にさしかかる頃からさらに骨塩量は減少す
るため、女性は特に注意が必要です。

年齢と閉経に伴う
骨密度（骨量）の変化

（概念図）

カルシウムやビタミンＤの多い食事をとる

適度な運動や適度な日光浴を行う

30 歳代までに骨を強くする

無理なダイエットや偏食もやめましょう

　当健康管理センターでも、骨密度検査をおこなっております。検
査時間は測定部位によりますが５分程です。当院では微量な X 線
を用いたDXA 法（デキサ法）にて骨密度検査をおこなっています。
DXA 法は他の方法と比べ非常に測定精度が高いのが特徴です。
測定に用いる X 線はきわめて少ない量ですので、気軽に検査を受
けていただけます。

今年も碧南市健康診査が
始まりました！

６月より碧南市健康診査が始まりました。実
施期間は１１月までです。碧南市健康診査と
一緒に骨密度検査も受けてみませんか？
ぜひ、骨粗鬆症の予防や
治療にお役立てください。

☎（0566）41-6548健康管理センターお問い合わせ
（月・火・水・金・土）
※日・木・祝日は除く
午前９時～午後５時  

健康管理センターだより
小林記念病院 各種健康診断、人間ドック

など病気の予防を目的とし
た施設の情報です。

50 歳を
過ぎた頃から
急激に減る
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　2019 年 5 月 29 日のチャレンジデーに碧南市臨海体育館にてひざ痛予防
講座が行われました。アイディア C 体創協会から当院リハビリテーション部
の岡　裕光（理学療法士）に講演の依頼がありました。年齢 30代～ 80代の約
170名と多くの方にご参加いただきました。

参
加
者
の
声

①なぜひざ痛になるの？　
②日常生活でのひざ痛予防のポイント　
③ひざ痛解消の考え方　
④ひざの負担が少ない歩き方とは？　
⑤効果的なエクササイズとストレッチ

講
座
の
内
容

こ
の
機
器
の
メ
リ
ッ
ト

・何か困ったときは小林記念病院を活用したい

・日常生活での注意点を知ることができた　

・楽しくエクササイズができた。続けていきたい　

・ひざに負担の少ない歩き方を知ることができた　

・ひざ痛について正しく知ることができた　

ひざ痛予防講座が開催されました

当日は、参加された皆さんは真剣に学び、楽しく運動されていました。皆さんのご協力のおかげです。有難うございました。
これからも、地域の方々の健康寿命が延びるための支援をさせていただきます！

新しい
リハビリ機器

導入！
　今回は可動式体重免荷装置とトレッドミル
を紹介します。脳卒中や脊髄損傷によって歩
けなくなった方のリハビリをする機器です。

足がもつれても転ばないから安心して歩けるよ！
トレッドミルで歩くスピードや傾
斜を調整でき、難易度も自由自
在です。心拍数などもモニター
管理するので安全です。

体を吊り下げるので転倒する危
険がありません。

免荷すると足にかかる負担を減
らせるので筋力が低下している方
でも安全に歩行練習が出来ます。

歩行能力を向上させるには歩行練習の繰り返しが重要です。この機器を使って安全に質の高いリハビリを提供していきます！

　身体をベルトで吊り下げる
ことで免荷する機器です。
免荷とは足にかかる体重を
減らすことです。

　その場で歩いたり走った
りすることができる機器で
す。ジムなどによく置いてあ
ります。

トレッドミル

可動式体重免荷装置

☎（0566）41-0004小林記念病院リハビリ部お問い合わせ 担当：今井

リハビリだより
ちょこっとためになる
リハビリテーションの情報を
お届けしています。
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トマトの
コンポートゼリー
作り方

材料（２人分）

疾患による食事制限のある方は、医師または栄養士にご相談ください。

夏バテに効くトマトの栄養カリウム：血圧調整作用クエン酸：食欲増進・疲労回復

夏にオススメ

● ミニトマト　　　 12 個
● 砂糖　　　　　　30ｇ
● レモン汁　　　　少々
● 水　　　　　　 200ＣＣ
● パウダーゼラチン 4ｇ
● 飾り用レモン　　2 切れ
● 飾り用ミント　　 2 つ

約

水分
%60

人間は
1日に2.5L
水が必要です。

呼吸や汗

2.5L

2.5L1.2L

0.3L

1.0L

0.9L

1.6L
尿・便

飲料水

体内で作られる水

食事

人間のからだの約 60%は水分です。

例えば体重 60kgの

成人男性の場合、

約 36kg 分が

水分となります。

凍らせてシャーベットにしても美味しいですよ！

ミニトマトは　　の前に一晩漬けてから作ると、より甘味が増します。

煮汁を再度温め、ゼラチンを混ぜ
たらミニトマトを入れた器に盛る。

ミニトマトを取り出し、器に盛る。

鍋に水、砂糖、レモン汁を入れて
熱し、沸騰したら火を止め、
湯剥きしたミニトマトを入れて
10分漬け込む。

ミニトマトはヘタを取り、
湯剥きする。

冷蔵庫で冷やし固めて、
レモンとミントを飾れば完成。

栄養だより
小林記念病院で働く管理栄養士が
「季節に合わせた健康促進のための
お食事」情報を掲載しています。

☎（0566）41-0004小林記念病院栄養管理科お問い合わせ 担当：長谷川

夏本番！

　私たちは汗や尿、呼吸などによって 1 日約 2.5Ｌ
もの水分が身体から出ていきます。食事には 3 食で
約 1Ｌの水分が含まれていますが、飲量でもプラス
1Ｌ程度は必要となります。
喉が渇いたと感じる前からこまめに水分を補給す
ることで脱水のリスクを減らしましょう。
　ただし、コーヒーやアルコール飲料には利尿作用
があり、喉が潤ったように感じても、水分補給には
適さないので注意が必要です。

　経口補水液は下痢や嘔吐、発熱、発汗、
経口摂取不足など、いわゆる夏バテを感じ
た際に飲むことで熱中症の予防になるとさ
れています。（厚労省熱中症ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2015）
ただし、適正量を守りましょう。

の で水分補給

脱水予防！
早めに、こまめに！水を飲もう

お家で作れる！
カンタン経口補水液

早め

※心臓や腎臓の病気がある方、透析をされている方などは主治医に確認してください。

目安量：高齢者を含む学童から成人：
500 ～ 1,000mL ／日、幼児：300 ～ 600mL ／日、
乳児：体重 1kg 当たり 30 ～ 50mL ／日

砂糖 20-40ｇ
塩 3ｇ
水 1Ｌ
レモン汁少量

※衛生管理のために
　作ったその日のうちに飲みましょう！
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●小林記念病院　　　　　　　　　
●小林記念病院デイケアセンター　
●健康管理センター
●透析センター
●はとぽっぽ保育所　
●しんかわ訪問看護ステーション
●老人保健施設ひまわり
●小規模多機能ホームひまわり　
●小規模多機能ホームひまわり・福釜　

愛生館 検索

●碧南市養護老人ホーム　
●特別養護老人ホームひまわり
●デイサービスひまわり
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●ヘルパーステーションひまわり
●特別養護老人ホームひまわり・安城
●デイサービスひまわり・安城
●ケアプランセンターひまわり・安城
●ひよこっこ保育所
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小林記念病院
健康管理センター
透析センターしんかわ訪問看護ステーション はとぽっぽ保育所 ひよこっこ保育所

はとぽっぽ保育所

小規模多機能ホームひまわり 老人保健施設ひまわり

碧南市養護老人ホーム

特別養護老人ホームひまわり

特別養護老人ホームひまわり・安城

小規模多機能ホームひまわり・福釜

小林記念病院夏祭り

日　時

場　所

お問い合わせ

８月31日（土）　
17:00～19:20（雨天中止）

小林記念病院  東側駅前広場

餅つき、焼きそばなどの屋台が並び、恒例のビンゴ大会も開
催します。筋肉量測定（In body）や新たに防災（非常食試食）
コーナーを設けました。皆さんのご参加お待ちしております。
チケットは当日会場でも販売しますが、8 月 30 日まで同病
院などでも販売しています。

小林記念病院 電話41-0004


