いか、両耳が良いか、もっといえば将来的にご自分で操作できにく

くなったときにどうするか…なども考慮されなければなりません。

とか、補聴器をつけ始めたら定期的に検査、調整を行うことが必須

など基本情報を説明され、同意の上で補聴器を使われることが望ま

を使うことで塩分を控えています。

「きのこギョーザ黒酢ねぎダレ」＜４人分＞

・豚ひき肉 200g・生しいたけ、えのき茸 各 100g
0

・ごま油 小さじ２・ギョーザの皮 24 枚・ごま油 大さじ１

れます。

で、声をお掛けください。

メタボ予防の美味しいレシピ

メタボリックシンドローム（MS）は予備群を含めて２千万人と

指しましょう。食事療法は継続することが一番大切です。今回紹介

三月にかけて厳しくなり、春の訪れが遅れているのが実感されます。三月一杯はインフルエンザやノ
ロウイルスの感染に気をつけてください。
三月は年度末の月で、市や県の行政関連の会議が多く忙しい月です。医療法人コスモスは、クリニッ
クと老人保健施設がメインとなって運営されていますが、医療関係では、介護療養型のベッド削減政
策で老人保健施設の入所者が重度化して介護も大変となってきている一方、看護介護職員が不足し、
行政の速やかな対応が望まれます。高齢化が進み要介護者が増加し、介護施設や職員が必要となって
営を迫られています。

きていますが、それに必要な国の予算が増えるどころか保険給付改制のたびごとに削減され厳しい運
三月に長野市から指定を受けた有料老人ホームコスモスプラネットが完成し、四月一日にオープン
～

万円くらい

します。この有料老人ホームは、関連会社㈱コスモスプラネットが運営しますが、やや高級な特別養
護老人ホームと思っていただければ分かりやすいと思います。一ヶ月の自己負担が

17

今年は職員のための「楽しい職場環境作り」を目指しています。

24

ンなどと連携がとれてより良い医療の提供が可能です。

で原則生涯居住が可能です。医療保険が使えるので、クリニックコスモス長野と訪問看護ステーショ

16

の名前は地域に馴染みのある名
前として篠ノ井地区から見える
山の名前を付けました、東側の
ユニットは菅平、南西のユニッ
トは飯縄、北西のユニットは戸
隠となっています、またこの建
物は３階が展望室となっていま
すので、エレベーターで３階に
昇るとユニットの名前になった
３つの山々がきれいに見えます、
また篠ノ井地区の景色も一望で
きます。施設に来た折にはぜひ
３階の展望室へも足をお運びく
ださい。
一般公開日程
月 日 （土）～ 日 （月）
時 間
午前 時 ～ 午後４時 まで
22

10

介護付き有料老人ホーム
いよいよオープン

ます。
その後長野市からの検査を受
け、 月 日～ 日の 時～４
時まで一般公開を致します。
建物の外観は写真を見ていた
だいてもわかりますが、洋風の
建物で高級感が感じられる外観
となっております。
三角形の屋根を持った玄関を
通り内部に入ると広いロビーが
あります、この場所は地域交流
スペースとして使う予定です。
またこの地域交流スペースには
暖炉もあります。
施設の内部は３つのユニット
に分かれていまして、３つとも
ヨーロッパのお城をイメージし
て作られております。ユニット
24

10

・長ネギ（みじん切り）小１／２本分・生姜（おろし）少々

①きのこ類は石付きを落としてみじん切りにする。

②フライパンにごま油を熱して①を入れ、しんなりするまで炒め粗
熱をとる。

③ボウルにひき肉、②、Ａを入れよく混ぜて２４等分し、皮で包む。

④フライパンに油を熱して③を並べ、片面が色よく焼けたら水５０
cc を加えてふたをする。５～６分経ったらふたを取り強火にして
水気をとばす。

ました。途中で台風にあって、
豪雨の中でなんとか運転した
り、お金がなくて車の中で寝泊
りを３日間した事も今となって
はいい思い出です。
趣味を持つことは仕事をする
中でもいい結果を残すと思いま
す。私は仕事で溜まった疲れな
どを運転を通してリフレッシュ
しています。通勤の中での 分
程度の運転でも、気分転換につ
ながる事がよくあります。今後
も自分の趣味で気分転換をしつ
つ、コスモスの利用者様により
よいサービスを提供していける
ように努めていきたいと思いま
す。
（平成十九年入社）

・オイスターソース・しょうゆ 各小さじ２

管理栄養士

菅沼明子

20

⑤皿に盛り、B のタレを添える。

介護保険法は、平成九年九月
に施行されて、今日に至ってお
ります。この法律では、介護保
険は、医療との連携に充分配慮
しなければならないとうたって
います。平成八年に開設した当
コスモス老人保健施設は、まさ
にこの趣旨に最も対応しており
ます。医療・看護・介護の三者
が一体となって二十四時間体制
のシフトをとって利用者の皆様
にお応えしております。特に、
看護師、介護士は、理事長の挙
げるやさしさと思いやりのある
心で接するよう努めております。
それに笑顔で・・・。
専属の医師と看護師、介護士
が二十四時間体制で取り組んで
いるところはそんなに多くあり
ません。そういった意味で、当
施設の利用者の皆さんは恵まれ
ていると思います。

医師

介護老人保健施設
コスモス長野
山口 昭 先生

ドクターからのひとこと

Ｂ ・黒酢 大さじ４・細ねぎ（小口切）２本分・ラー油２滴

職員紹介

するギョーザはきのこを加えることでカロリーを抑え、タレに黒酢

老健コスモス長野
看護師
山田直諒 さん

町の良心的な業者はこの様な手立てをとっていると思われます

買ってもらいました。車の運転
をすることが楽しく、いつから
か私の趣味になっていました。
その趣味の運転で様々な所へ行
きました。
初めて車で遠出をしたのは新
潟へ行った時でした。父に一度
遠くまで行って経験を積んでこ
いと言われ、高速道路を使って
行ったのを覚えています。初め
ての遠出で運転しているだけで
楽しかった思い出があります。
次に車で遠出したのは北海道
でした。友達同士で「どうせな
ら車で遠くまで旅行してみたい
ね。」という考えから、３人で運
転を交代しつつ北海道まで行き

健

「無理なく、美味しく」を目標に低エネルギー、低塩の食事を目

清水

MS 改善には食生活の見直しをしなければいけませんが、長年親

私の趣味

聴力に不安がおありの方は、私どもも一応相談窓口になりますの

22

Ａ

小林正夫
言語聴覚士

理事長

しんできた食生活を変えるということは結構大変なもの。

言われており、中高年だけでなく子供にも増えつつあります。

3

コスモスだよりでも毎回お知らせ
してきました篠ノ井の有料老人ホー
ムがいよいよオープンとなります。
建物も 月 日現在ほぼ完成し、
建築業者から引渡しを待つのみと
なってきました。
今後の
予定では、
月 日
に建築業
者から引
渡しを受
け、次の
週で備品
の搬入を
おこない
7

私の名前は「ちゃちゃ」 です

とされる方も、どのようなタイプで、音質はどうするか、片方でい

私は、専門学校卒業と同時に
勤務先が遠かったので親に車を

が、一部の「うらんかな」業者は売りっぱなしが目につきます。

3

聴覚器官の解剖や検査、判定などの専門的教育は言語聴覚士養成の

1

10

に分けることが出来ますが、「聞こえ＝聴覚」の分野には他の分野

ません。時々会いに来てくれ、と
て も 嬉しいワン。
ホームの住み心地はとても快適
です 。ホーム長さんはじめ職員さ
ん、ホームに暮す皆さんは、私の
こととても大好きで大事にしてく
れます。 日 回の豪華な食事と
散歩が出来ます。今ちょっと心配
な事は、気ままな一人暮らしだっ
たのに、大勢の中
に暮らし、少し気
疲れしてます。早
く慣れるように頑
張ります。どうぞ
会いに来てくださ
い。

障害のエキスパートといわれてもいいといえます。

今年も早や二ヶ月が経ち三月に入りました。最近季節が約一ヶ月遅れとなり、雪や寒さが二月から

ためのおよそ三分の一を占め必須になっています。一応聴覚・聴力

18

よりも業務を主にしている言語聴覚士は多くありません。しかし、

今年の 月 日
金
( か
) ら「グルー
プホームコスモス
さいなみ」に暮す
ようになりました。年は 歳、ミッ
クス犬、人間で言ったら中年の女
性ですかね、どうかよろしくお願
いします。元のご主人様が忘れっ
ぽい病気になってしまい、私の事
も忘れてしまうようになってしま
いました。見かねたヘルパーさん
に私は助けられました。私のお嫁
入り先を心配してくれ、暖かいホー
ムに住むことができました。深く
深く感謝し、このご恩は一生忘れ

高齢化社会の中で老人性難聴者は増加しています。聞こえの悪さ

医療法人コスモス

耳鼻科のお医者様に判定を受けると福祉機器として有利に扱われる

3

言語聴覚士の仕事は「ことば」「摂食、嚥下」「聞こえ」と大まか

2

の向上が得られる方はすべてではありません。また、補聴器が適合

1

必要な方に適切な補聴器が利用されていない、などでした。

1

は加齢により誰にでも起こりえますが、その中で補聴器により聴力

3

ピーピーハウリングが起きている、脱落・汚染が目立つ。また、
コスモス長野デイサービスセンター
コスモス松川デイサービスセンター
グループホームコスモス松川
小規模多機能型居宅介護事業所コスモスホーム
居宅介護支援事業所コスモス松川
株式会社コスモスプラネット
居宅介護支援事業所コスモス
訪問看護ステーションコスモス
ヘルパーステーションコスモス
グループホームコスモス長野
グループホームコスモスさいなみ
短期入所生活介護事業所コスモス
クリニックコスモス長野
介護老人保健施設コスモス長野
介護老人保健施設コスモスさいなみ
コスモス長野通所リハビリテーション
コスモスさいなみ通所リハビリテーション
長野地域包括支援センターコスモス

でした。

平成 20 年 3 月 1 日
医療法人コスモス
発行

は多くのご利用者様が『補聴器の適切な使用をされていない』こと

号
第

4

http://cosmosnet.or.jp

てより実践的に取り組みたい」ということでしたが、目についたの

026-285-2654

私がここに勤めさせていただいた大きな理由は「嚥下障害につい

長野市小島田町 380 番地

だより

TEL

補聴器について
〒381-2212

職場紹介

クリニック
コスモス長野

当院は医療保険の診療所とし

の変化や発語に喜びを感じてい

ます。認知症の方と同様本人が

訴えられないため、わずかな変

化を見逃さない観察力を要求さ

て平成十一年六月にオープンし、 れます。二階の入院病棟のスタッ
フは、看護師六名、介護士三名

の計九名と小規模ですが、声を

平成十二年二月には指定介護療

養型医療施設として現在に至っ

事をしています。
「患者さんとご

家族の立場に立って」をモットー

掛け合い明るく、のびのびと仕

に、今後も努力していきたいと

ています。今年で九年が過ぎ十

クリニックは二階の入院病棟

年目と節目の年となります。

と一階の外来部門があります。

一階では、超音波検査の機械、

レントゲン撮影を備え、グルー

思っています。

プホームを中心とした外来診察、

入院患者は十九名で全員が経管

算の対象の方がほとんどです。

栄養、介護度５で、重度療養加

十九名中会話の可能な方は二～

定員）も行っています。

小沼洋子）

医療濃度の濃いデイケア（十人

（看護師長

ニュース
フラッシュ

＜2 月の行事 ・ ボランティア＞
○節分 （各フロアにて）
○ひな祭り
○小さな喫茶店
剣舞…デイケアの利用者様のご家族が来設されま
した
ケーナ演奏… “ケーナ ・ デュオ ・ アミコース”
南米の笛の音が異国を感じさせてくれます
セラピードック…６匹のワンちゃんとのふれあい
動物とのふれあいは心温かいです
手話ダンス…長野手話ダンスの会 “ともしび”
なじみの曲でダンス 一体感がいいです
「瀬戸の花嫁」 など…
すぎなの会… （朗読） 今月は大型紙芝居
“なんにもせんにん” を被ろう！
ギター演奏…冬から春へと曲目が変わります
「マイクを回せば皆張り切って歌声を聞かせてく
れますよ」 との感想
絵手紙… “苺” おいしそ～！
＝ボランティア番外編＝ 日曜日企画
「あおぞらの会」
入所 ・ グループホームの方々約７０名参加
いつものラウンジ和室が劇場に！
日本舞踊 ・ 民謡 ・ 三味線と多様なプログラムに午
後のひとときを満喫。 本格的な日本舞踊を存分に
楽しませていただきました。 あでやかな衣装に 「な
んだか劇場にいるよーね」 の声も聞かれ、 大満
足の日曜日を過ごすことができました。
当日は雪の舞う寒い日でしたが本当にありがとうご
ざいました。
＜3 月の予定＞
◎いつもの生け花を少し目先を変えてフラワー
アレンジに挑戦です
◎20 年度採用予定者事前ボランティア参加予定
（3/20 ～）

三名と少なく静かな病棟です。

コスモス長野

スタッフは、反応の少ない方で

行事報告

も声掛けを行い、わずかな表情

牧内恵

リハビリで
認知症予防

作業療法士

四月からオープンする有料老人
ホームの開設に伴い、看護師、介護
士を募集しています。お知り合いの
方がおられましたら是非ご紹介くだ
さい。
尚、ご家族の状況によ
りパートさんも歓迎です。
電話２８５－２６５４
福澤・栗林まで。

グループを週一回行
うことで多くの人の記
憶力が向上し、他者に
対し積極的に話しかけ
る姿が増えてきていま
す。また本来の性格を
取り戻した人や自宅で
もグループで行ったこ
とを行ってみる人など
良い変化が多く見られ
ています。
個人差はあるものの、
グループで行うことが
認知症予防に繋がると
いうことが分かってき
ました。物忘れを感じ
たら早い時期から認知
症予防に取り組むこと
で少しでも改善がみら
れ、生活が豊かになれ
ばと思っています。

～
～ 施設拡大につき職員募集しています～
～

ボランティアさん紹介

を披露していた 間です。
だいております。 ボランティアの方から「今
手品では利用 回はみなさんの反応はどうで
者の方も一緒に したか？今度は手品を多くし
参加していただ ましょうか？」など毎回終了
いております。 後に尋ねてくださり、いつも
利用者の方は前 こちらを大変楽しませるよう
に出て一緒に参 な演目をいろいろと考えてき
加していただく てくださいます。その姿勢に
と、いつも以上 職員も大変勉強させられます。
にいきいきとさ
同じ松川町内からもたくさ
れている様子が んのボランティアさんが来て
みられます。
くださり、とてもありがたい
曲芸は皿回しや仮装ショー
と思います。
など行っていただいておりま
レクリエーションの時間だ
す。一緒に歌を歌ったりして
けでなく、施設の畳を設置し
楽しませていただいています。 てくださったりといろいろと
１時間ほどいろいろ行って
助けていただいております。
いただいて、その後は利用者
ボランティアの方の姿勢を
の方々と一緒にお茶を飲みな
職員一同勉強させて頂き、コ
がらお話を楽しんでいます。
スモス松川をいっそう盛り上
このお茶の時間もボランティ
げていきたいと思っています。
アの方と利用者の方、そして
松川デイサービス
職員の楽しい大事な交流の時
相談員 法元佳子

近年の少子高齢化に伴う労働力人
口の減少などにより人材の確保は急
務となっております。また、働いて
いる職員の定着も課題となっており
ます。これらの課題に対処するため
この委員会を二月に設置しました。
メンバーは、山田事務部長、福澤
事務長、平田事務長、山田副施設長、
栗林事務次長、勝田相談役です。
これまで三回開催し、情報交換、
意見交換等を行っております。人材
確保のみならず、より働きやすい職
場、明るい職場にするための現場の
声の吸い上げなどの意見交換も行っ
ております。
（勝田相談役）

コスモス松川デイサービス
センターでは、毎月いろいろ
なかたにボランティアに来て
いただいています。利用者の
方もいつものレクリエーショ
ンとは異なるボランティアの
方の演芸や演奏をとても楽し
みにしていらっしゃいます。
毎月来ていただくボラン
ティアのかたもいらっしゃい
ます。毎回面白い手品や曲芸

人材確保・定着促進委員会の発足

通所では、物忘れが
目立つ、他者とあまり
コミュニケーションを
取ろうとしない、孤立
しているという人に集
まってもらい、グルー
プで認知症予防に取り
組んでいます。認知症
の一番の特徴である記
憶力の低下に対しては、
馴染みのあるトランプ
やカルタを行い記憶の
向上に働きかけていま
す。また、認知症が認
められるようになると
話をしたくても言葉が
思い出せないというこ
とが多くなります。そ
こで、しりとりや連想
ゲーム等を行い、話を
する機会が多くなるよ
うにしています。

今年も花粉症のシーズンになりまし
た。鼻炎にはじまり、くしゃみがひどく、
鼻汁で苦しむ、同時にアレルギー性結膜
炎にもなり充血と、かゆみも続く、顔に
軽い皮膚炎も出たりもします。毎年同時
季節で原因は主として杉の子です。花粉
が多いと症状が強い、外出して花粉を吸
い込むのが原因です。比較的若い成人に
発生しますが、この頃では小学生にも出
ているようです。２月から３月頃がピー
クで、４月から５月には治ります。
治療は帰宅したらうがい、眼を洗いま
す。薬は抗ヒスタミン剤、アレルギー剤
が市販されています。症状がひどい人は
病院で治療を受けるべきでしょう。
老人施設では、ほとんど発生しません
が、勤務している職員には通勤途中など
で花粉を吸う可能性があります。私など
は全く花粉症にはなったことがありませ
ん。年齢的にももう花粉症にはならない
でしょう。
コスモスさいなみ施設長
医師 清水節子

「痴呆症」から「認知
症」へと名前が変わり、
認知症と言う言葉を耳
にする機会がとても多
くなりました。老人保
健施設においても認知
症に対するリハビリが
重要視されるようにな
り、同時に期待される
ようにもなりました。
コスモスさいなみでは、
入所および通所におい
て認知症予防リハビリ
を始めています。そこ
で今回は通所で行って
いる認知症予防リハビ
リについてお話したい
と思います。

花粉症

あおぞらの会

コスモスさいなみ
＜2 月の行事 ・ ボランティア＞
13 日 （水） には、 恒例の餅つき大
会が行われました。 威勢の良い音が響
き、 皆さんたちも交代で餅つきを楽しみ
ました。 餡ころ餅に、 きな粉餅、 胡麻
餅と、 日頃呑み込みの悪い方も上手に
美味しそうに召し上がっていました。 ボ
ランティアさんの協力もあり無事に終了し
ました。
定例のボランティア活動のカラオケ ・
朗読 ・ 生花 ・ さわやかアンサンブル ・
わらべ歌 ・ 夢カルテットの皆様の他に新
しく傾聴ボランティアさんも加わり賑やか
になりました。
26 日には喫茶ボランティアさんと相談
員で風船バレーをして楽しい一時を過ご
しました。
＜3 月の予定＞
毎月定例のボランティア活動と 19 日
には犬のお友達の訪問です。 とても温
かい気持ちになり、 利用者さんの笑顔
が素敵です。

ギター演奏
コスモス松川

手話ダンス

☆グループホーム☆
＜2 月の行事＞
＜2 月の行事 ・ ボランティア＞
１６日 松川町 「福祉を考える会」 参加
１２日 お誕生日会
☆小規模☆
１５日 保育園との交流会
＜2 月の行事＞
１６日 おかもち劇団ボランティア
３日 節分豆まき
１８日 踊りボランティア
１６日 お誕生日会
＜3 月の予定＞
＜3 月の予定＞
お誕生日会 おかもち劇団ボランティア ２７日 お誕生日会
☆デイサービス☆

