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コロナ禍で登校制限もありましたが、今では、学校が楽しくて仕方が
ないようです。訪問すると、学校での出来事をいろいろ教えてくれます。
Yちゃんの楽しそうな笑顔を見ると、私たち看護師も嬉しくなります。
これからのYちゃんの学校生活に、私たちもワクワクです。

ナーシングホームもも
第12回 オンライン事業所発表会 開催！

例年開催しているもも事業所発表会。コロナウイルス感染拡大
防止のため、昨年に引き続き、今年もオンラインで開催いたします。
どなたでもご参加いただけますので、ご興味のある方は下記窓口
までご連絡ください。沢山の方のご参加をお待ちしております。

【テーマ】 これからに繋がる介護～笑顔溢れる日常へ～
【日 時】 令和３年１１月２１日（日） ９：３０～１２：００
【窓 口】 ナーシングホームもも・いなべ

TEL： 0594-72-3530 （担当： 福本）
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ナーシングホームもも
★職員募集中★

私たちと一緒に働きませんか?!
詳細はホームページを

ご覧ください

【東員】
〒511-0254 員弁郡
東員町中上790-1
TEL 0594-75-0302

【鳥取】
〒511-0241 員弁郡
東員町鳥取917-2
TEL 0594-86-1110
TEL 0594-86-1113

【いなべ】
〒511-0428 いなべ市
北勢町阿下喜3514
TEL 0594-72-3530

【桑名】
〒511-0901 桑名市

筒尾1-13-1
TEL 0594-33-0302

皆さんは“言霊（ことだま）”という
言葉をご存知でしょうか。

「言葉に宿る霊」を意味し、古代の
日本では、発した言葉が音としてだけ
ではなく、その言葉が魂をもち、その
言葉のきっかけで現実に何かしらの
影響を与えると信じられていました。
優しい言葉を聞いて気持ちが穏やかに
なったり、非難や悪口を聞いて、嫌な
気持ちになったことがある人も多いの
ではないでしょうか。言葉は良くも
悪くも、人間の心理に影響を与えるの
です。コロナによる自粛や制限が続き、
ネガティブな話題が増えがちですが、
前向きな言葉、感謝の言葉、相手が
喜ぶ言葉を使って、心軽やかな
日々を過ごしましょう。

第１３号もも便り、いかがでしたでしょうか。
最近では「もも便りを毎回楽しみにしています」と、
温かいお声をかけて下さる方や、すぐに手に取って
ご覧になって下さる方が増え、喜ばしい限りです。
今後とももも便りにより一層興味深い情報をお届けで
きるよう、取り組んで参ります。次号もお楽しみに！

あなたの脳年齢は何歳？！

【四日市】
〒512-8054 四日市市

朝明町441-1
TEL 059-336-3330

第 １３号 も も 便 り

言葉のちから

ナーシングホームもも

令和 3年 １０月 発行

雲ひとつなく澄み切った空の下、
何をするにも心地良く感じられる好季節となりました。

山の緑も移ろい、紅葉が美しい時期ですね。
皆様にとっての秋はどんな秋でしょうか？

食欲の秋？読書の秋？スポーツの秋？芸術の秋？ 如何でしょう。

今回のもも便りのテーマは【ワクワク】です。
このコロナ禍でもワクワクすることを見つけたいですね。

秋の夜長

いろんな事に夢中になり、夜更かししていませんか？
睡眠不足は免疫機能の低下につながりますが、

それだけではなく、高血圧、糖尿病の原因にもなります。
また、記憶力や感情のコントロールにも影響します。

何かに夢中になることは大変良いことですが、
しっかりと、質の良い睡眠をとるようにしましょう。

２年生の時の作品

絵を書くこと、
何かを作ること、
歌を歌うことが
大好きです♡

母の日祭りの招待状

そして、自宅に帰ってきたＹちゃんは、今度は、「学校へ行く」という目標を掲げて、訪問看護の看護師、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士の訓練を受けて過ごしました。人工呼吸器をつけているYちゃんのお世話は、
２４時間必要なときがあり、２つの訪問看護ステーションの他にも、多くの職種にお世話になっていました。
学校に行くために関わっている皆で連絡をとりあいながら準備をしました。
学校とも連携をとり、学校内の環境、机の検討、トイレの広さ、外からの出入りの動線、勉強方法などを話し

合いました。教育委員会や、校内でＹちゃんに付き添ってくれる看護師もチームに加わり、学校に行けるように
環境を整備しました。もちろん！Yちゃんの努力も実を結び、無事学校に通えることになりました。

Yちゃんは、８歳のかわいい女の子です。３年前に脊髄炎という病気になり、両腕、両足が動きにくくなりました。
そして、息をするのに人工呼吸器を使い、移動するのに車いすを介助してもらい、生活をしています。
Ｙちゃんは長い入院生活を送りました。病院で初めて会った時の願いは、「早くおうちに帰りたい」でした。
自宅に帰るために、Ｙちゃんは一生懸命リハビリをがんばっていました。

今年はコロナ禍のため、学校へ行きたくても行けなかった子ども達。
今回は、もも桑名の訪問看護ご利用の小学３年生、学校が大好きなYちゃんをご紹介します。

学校に行くのは ワクワク♡ドキドキ桑 名

このフローチャートをして
結果がどうなるのか
わくわくする。

１日７時間以上
寝て、３食しっかり
（5品目以上）
食べている。

１日３０分以上
ウォーキングなどの

運動を毎日している。

整理整頓や
後片付けはすぐ
きちんとするほうだ。

新しくやりたいことが
ある。もしくはもう
始めている。

趣味
（音楽、絵、手芸等）

を続けている。

友達や知り合いと
連絡をとったり

地域の集まり等に
参加している。

本を読んだりクイズや
パズルが好きで
よくやっている。

好きな異性のタレント
がいて、テレビに出ると

ドキドキする。

家庭や仕事などで
役割があり、家族や
友人の相談に
よくのっている。

新しい機械や
スマホ・パソコン等を
使いこなせる。

４０歳以下

５０歳

６０歳

７０歳

８０歳以上
自分は人の為に
役に立っている
と思うことがある。

※医学的根拠はありません。

胸キュンの気持ちを
持ち続けよう💛

気持ちを前向きに
すれば充分若返ります。

新しい事に取りくもう。
10才は若くなるよ。

毎日の生活を見直
せば20才は若くなる。

まだまだ人生折り返し。
夢は大きく
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いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はいはい

はい

はい

はい はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ



文責: 松葉・平野

東員
目標に向かって“わくわく”しましょ！

いなべ

訪問リハビリをご利用することになったM様は、要支援状態で、
慣れている家の中ではひとりで生活ができますが、外出をするためには支援が必要な状態です。

今までは、外出にはご家族が付き添い、買い物を手伝っていましたが、そのご家族が介護状態になり、
外出時の支援を受けることができなくなりました。M様は、その家族の介護に専念していましたが、

介護がひと段落して自分の時間が作れるようになると、外に出られなかった分、外に出ることにワクワク。
買い物を一層楽しみにされています。「好きな時間に好きなものを自由に買い物がしたい！」、

特に甘い物を買うことがお好きなM様です。
そこで、提案です。「コンビニスイーツは季節ごとに新しい物が発売されて飽きませんよ。」

まず、“家の近くのコンビニへひとりで行くこと”を目標に、安全に行ける方法を探ることにしました。

日常生活以上の ワクワク を目標に 訪問リハビリを！
四日市 野菜作りで わくわく

童心にかえって わくわく

文責: 吉田

鳥 取

家からコンビニの往復で不安要素はどこ？
（交通量、信号、砂利道や段差など）

M様の場合は坂道が不安でした。
不自由さのある手でも使いやすいブレーキ付きで
上り坂も押せる重さの歩行器を試した後、レンタル
しました。

店内で商品を安全に買うには？
（棚に手が届く、カートを押す、
歩き回れる持久力、支払い動作）

最近のレジは客自身がやることが増えています。
画面をタッチして、機械にお金を出し入れしたり、自分
でエコバッグに袋詰めをしたりと、立ったまま行うこれ
らの動きはM様には困難でした。機械の操作に慣れる
ことから始め、前にもたれながら操作する方法を練習
したりする中で、適宜、店員さんに手伝いを依頼する
ことができるようになりました。

M様は訪問スタッフの手を借りずに買い物できるようになり、もう少しで目標達成
です！「自由に買い物がしたい」というご本人の気持ちに寄り添い、目標に向けて
少しずつ進んでいくことで、また次のワクワクが発見できそうです。

もも鳥取では毎年、“夏の楽しみ会”として利用者の皆様と流し素麺をして
いました。切った竹を組み立てた本格的なもので、利用者様にも大変ご好評
いただいていたのですが、今年はコロナ禍の事情により出来なくなってしま
いました。 面会制限や外出制限、仕方のない事とはいえ、我慢ばかりでは
窮屈！ 「何か楽しいことを！」 「利用者皆様と楽しみたい！！」
そのような思いから、今年の夏のお楽しみ会は “夏祭り” をイメージした
催しを考えました。

昼食は屋台をイメージした焼きそば、たこ焼き、ポテト、コーン、チョコバナナ
をバイキング形式で楽しみました。
そして屋台ゲームは、千本引きならぬ朝顔のつる引き、ヨーヨー釣りならぬ
ボール釣りを用意しました。獲得したカードには、それぞれ夏に関する６種類の
イラストカードを貼り付けてあります。ゲットしたカードによって、おはぎ、カップ
ケーキ、ゼリー等、様々なおやつを食べることができるというお楽しみつきの
ゲームでした。

利用者様からは、「こういうのが食べたかった！」
「ゲームは何回できるの？」、「難しい！」、
「上手く出来るかなぁ、」、「よし！釣れた！！」など、
笑いあり、拍手ありと、皆さん生き生きとした表情
で楽しい時間を過ごされました。
コロナ禍の中で、閉ざされた生活を過ごすので
はなく、施設の中だからこそ、楽しく充実した毎日
を送っていただけるよう、レクリエーションの工夫を
しています。

もも四日市では、プランターを使った野菜作りを数年前から行っています。
利用者様にも参加していただき、野菜作りのノウハウを教えていただいて
います。そうして育った野菜の収穫を楽しんだり、次は何を育てようか等、
皆さんと一緒に考えています。今回は、いつも積極的に野菜作りに参加
しているA様にお話をうかがいました。

とっても辛いトウガラシ みずみずしい茄子

太陽の光をいっぱいに浴びた元気な野菜です

A様のご自宅には広い畑があり、多くの野菜を栽培されていたそうです。
たくさん収穫できるとご近所へお裾分けされていたとか。 野菜を作る上で大変なことは
「土を耕したり、草を抜いたりすること。でも大変だけど元気に育った野菜を見ると「次は
何を植えようか、どんな野菜を育てようかワクワクするの♬」 だそうです。
今は体調のこともあって、畑に出られないのが残念とも仰っています。
作業中には、「プランターは草が生えにくいからいいけど、ちょっと張り合いはないわね」と
笑って見守っています。 今後もその小さなプランターに大きなワクワクが育つような栽培を
利用者様、職員共々、楽しんでいきたいと思います。

春にはイチゴ、夏には真っ赤な

甘いトマトやオクラ、ピーマンなど、
色とりどりに育ちました。

加齢や病気などで、今まで出来ていたことが出来なくなってしまうことがあります。
しかし、誰しも、“また出来るようになりたい” と思うのではないでしょうか。

そのようなご本人の “こうなりたい” を、ケアマネジャーとしてどのように支え、叶えられるか、
今回は、地域支援事業で関わった “やりたい” を叶える事例をご紹介します。

私たちケアマネジャーは、B様に提案する支援や目標設定が、今のBさんにとって最適なのかどうか、
【地域リハビリテーション活動支援事業】を活用して、専門職の意見を求めることにしました。

これからもケアマネとして、その人の生活支援・自立支援を試行錯誤しながらでも見つけていくことで、
利用者様が目標に向かって“わくわく”して生きていけるように関わっていきたいと思います。
私達もご利用者様同様、目標に向かって一歩ずつ近づいていく姿に伴奏できることで、
“わくわく”させていただいています。

B様は1年前に足を骨折し、退院したものの歩くことができず、お尻でずり這いをしながら、
１年程自宅で生活をしていました。歩かない事による足の筋力低下がかなり進行していましたが、
ご本人には「歩けるようになりたい」という意向がありました。

B様のケースでは、身体機能の評価や住環境の確認をしてもらい、「今の状態で、この動作をすると危ない」、
「このような運動をするのが良い」 、「住環境を〇〇に変えたほうがいい」という助言をもらいました。
これらの助言をデイサービス等の事業所と共有して、まず、起立訓練から始めることにしました。
“何かに掴まり立ちあがる”や“何かに掴まり少しの間立つことができる”という、動作の第一歩を目標としました。
今、Bさんの支援は始まったばかりですが、デイに出かけ他の人と話すことや、専門的なケアで支えてもらえる
ためか、「歩けるようになりたい」のその向こう側に、「魚釣りにまた行きたい！」という意欲が出てきてやる気
満々です！！

＊【地域リハビリテーション活動支援事業】とは、アセスメント（課題抽出）時に、リハビリ専門職が利用者宅
に同行訪問し、専門的助言を行います。これによりリハビリテーションの視点を取り入れたアセスメントが
できるため、利用者様の生活課題をより適切かつ明確に把握することができ、課題の解決に向けて、
利用者の日常生活に即した具体的でかつ実現の可能性が高いケアプランの作成につなげることができます。

文責: 坂口
文責: 服部


