桜花乃郷だより

気温の変化に敏感に対応いたします

朝夕の寒暖の差に気を付けましょう

第 43 号

この時期になると、思いのほか朝晩に冷え込むことが 出て参ります。
こんな常識すぎる事でも、ご利用者様にとっては 死活問題。
一方、温度管理をしている我々職員が、、頭ではわかっていても その温度変化に鈍感なのです。
基本の温度設定や、風通し、布団をもう一枚など 基本的な認識の徹底をして参ります。

食欲の秋

平成 27 年 10 月発行

[おうかのさとだより]

ビタミンを摂取しましょう

ビタミンは生活習慣病の要望になる最右翼です。
抗酸化作用を持つビタミン類を多く含む野菜や果物などをしっかり といって頂きます
EPA を含む魚をしっかり取ったり、デザートをたくさん食べたりなど 生活習慣病を予防できる食材をたくさ
ん召し上がって頂く事が肝要です。
それにより、脳卒中などの予防にもつながります。
職員一同、より心を込めて食事作りに励む秋です。

歩きましょう

スポーツの秋。
心躍って歩きたくなる春と違って 外に出るのが気持ちいい秋。
デイサービスでも、可能な限り屋外歩行訓練を取り入れて 気持ちのいい秋の風を受けて多く歩いていただき
ます。
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今年もインフルエンザワクチン、接種率100％を目指します
す
っく
ぴ
と

我々のデイサービスでは、できる限りご利用者様になじんでいただけるように民家でのサービスを行っ
ております。
できる限りご自宅に近い雰囲気で、できる限り在宅生活を長く取れるようにという思いからご自宅と
の環境を変えないことを主眼としております。
それがはまると、「うちに帰りたくない」というご利用者様もたくさんいらっしゃいます。
いつのまにか、桜花乃郷がご自宅になられる。
17 時で帰りますよとお伝えすると、非常に残念がる方や、本当の自宅に帰りたくないと泣いてしまう
方まで多種多様でありますが、時に初めてやご利用日が浅い方につきましては、せっかく作れた関係
性を壊さないためにご夕食までの提供を、利用者様の規模地ベースでご家族様にお願いしております。
そうして、少しでも良い関係性を作っていければと切に願っております。

お問い合わせ
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24 時間対応のサポートセンターも開設しました！
TEL:03-3891-4710 FAX:03-6806-5218
荒川区西日暮里 5-34-2

良
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日金ビル 402

デイサービス桜花乃郷
西新井大師の家

03-3855-0203

デイサービス桜花乃郷
神明の家

03- 5856-2902

デイサービス桜花乃郷
花畑の家

03- 5851-8935

デイサービス桜花乃郷
神明南の家

03- 5849- 3444

デイサービス桜花乃郷
墨田の家

03- 6657- 0218

デイサービス桜花乃郷
梅田の家

03- 3840- 6520

デイサービス桜花乃郷
ゆたかん家

0463-79-5434

デイサービス桜花乃郷
みちるの家

0495-71-9200

デイサービス桜花乃郷
矢切の家

047-360-3001

デイサービス桜花乃郷
松園の家

04-7182-5295

デイサービス桜花乃郷
湖北の家

04-7187-3003

デイサービス桜花乃郷
ゆたかん家 公所

0463-79-6111

新規居宅介護支援事業所 「介護相談室 桜花乃郷」オープン！

TEL:03-3628-9511

FAX:03-4330-1612

足立区大谷田 4-2-14 レクセルマンション北綾瀬 1 階

児童発達支援・放課後等デイサービス【多機能型施設】こぱんはうす さくら 6/1 オープン！

TEL:03-3810-2112

FAX:03-6800-1603

荒川区西日暮里 6-23-4 光ビル１階
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〜日々の支援日記〜

人間がここにいます、だからご支援はやめられない
それでも毎日そのご利用者様はいらっしゃる。唯一残っていると思われる感覚

「はい、
どうぞ！」
そうおっしゃって、両手に持った山盛りの自分の大便を差し出して下さったのが

このご利用者様の最初のお言葉でした。

はにかみながらも微笑む男性70歳。普段あまりしゃべらない、引っ込み思案と
いうよりは、すでにもう何かに参加する ということ自体が、理解出来なくなって

が、排泄らしく、
ご来所頂いた時にはパンツは布のパンツでした。

排泄はまだまだ出来るのね、
と思いきや、その答えは意外なところにありまし
た。

ソファーに座っていて、ほんの数秒の間にもぞもぞと手賀股間に伸びたかと思

きていると思われます。そんな利用者様が、夜間、すごすごとベットから起きら

えば、
「シューーーッツ」
と。
もはやあっけにとられて
「シューーーーッ」
ととしか表

利用者様の精いっぱいのお言葉でした。

用者様及び職員の喚き声だけが聞こえてくることしばしば。

れて、記録を書いている 職員に渡した「うんち」。その時に発せられた言葉こそ、
若年性アルツハイマーと診断されて10年。奥様との二人暮らしでの老々介護。

く、ついぞご対応いただいていたようなのですが 残念ながら奥様も車いすの生

活になってしまい、
もはや介護の限界に達し、桜花乃郷でのご支援が 始まりま

した。

ガタイの良いお身体に、やさしい眼差しをされた利用者様。長年のアルツハイ

マーとの戦いの中で、昔を知らない我々からすれば、
とぼとぼと歩く やさしいお
父さん。
まだ70歳。

お話を伺っても
「ああ、
これ？「
」どれ「
」こうした「
」それだ「
」どうも」
だけ。
「こちらにお座りください」
とお伝えしても、
「こちら」がよくわからないので「あち
ら」に歩かれる。では、
と手をかざして
「こちらにどうぞ」
とおさそいしても、手で

指しているそのさらに先に行こうとされる 時もあれば、なぜか今日は「お座りく
ださい」だけに反応されて
「こちら」に来ることなくいきなり地べたに座られる

等。言葉や目線、会話の通り具合が今一つかめないまま日々が過ぎて行きまし
た。

アルツハイマー型認知症の方の場合、あれ、
これ、それ、
どれ、などの代名詞の
連呼になる事は多くお見受け致しますが もはや、あれ、
これ、それ、
どれ、が何

かを指していることすら覚束ないご利用者様におきましては、ボディーラン

ゲージか、身体を動かして頂きながらかろうじて目的地まで支えていくしかな

く、末期が近づいているかと考えられます。

処方薬にも、もはや認知症予防薬や、向精神薬などはなく、お医者様ももは
や、、、
とお考えなのでしょう。そんな中でのご支援は、手取り足取り。

体操となれば、手をもって動かして差し上げ、移動は必ず手を引くか後ろから支

えていく毎日。

現しようがないほど見事にデイルームで排尿され「ギャーーーァ」
という他の利

夜間のお休みタイムでも、ふと起き上がったかと思えば、
トイレに行くまでもな

く歩行マシンに排便をモリモリ。
「あああ、
、
」
という職員と

「あああ、すっきりした」
と満足げなご利用者様のかすかに読み取れる表情のコ
ントラストが、日々日々繰り返されて行きました。だから紙パンツにならないの
ね、
と思ったときには、納得するだけでどうしたものかと答えの出ない職員一同

頭を抱えておりました。

カラオケや合唱は、いくつか歌ってくださいました。時折、微笑むように笑ってく
ださるのが唯一の救いでした。根気強く、職員も発語や文字合わせ、
カルタに

体操などの訓練を続けておりました。体内は極めて健康でいらっしゃり、毎日快
便。
トイレで成功出来れば御の字でしたが もはやトイレが何をするところか理

解して頂いているようには思えず、水を流すことに執着したり 座るということも

手を変え品を変えでようやく座って頂ける様になりました 。
「座った！」
と思うの

もつかの間、はいべん排尿の前に、すっくと立ちあがってしまい、ぞのままズボ

ンをはければまだいいのですが 出てしまいながらズボンをはこうとされること
も多く、一国の余談も許さないトイレ介助の毎日でした。ついつい出てしまう便

が、
トイレでないこともしばしばあり、ふと、利用者様落ち着いたかなと、椅子に

座っている 利用者様から目を離す事数十秒、ポマードを塗るように紙に何かを
塗ってかき分けているご利用者様を発見。

そのポマードが大便であることを理解するのに、一度深呼吸をしなければなり

ませんでした。急いでお風呂にお連れして、何とか洗い流してくださいました。
何が起きたのかよくわからない利用者様は、浴室で頭を洗い流した後、ふっと
微笑んでくれました。何かを達成したような感覚でしょうか？

何だか、便の話しばかりで原稿が終わってしまいそうなので恐縮なのですが、
職員の思いは、何とかここで身辺自立の最低ラインは保って頂きたいと。
それだ

お食事も、
スプーンやフォークでの対応も難しく、咀嚼もままならず、
ご飯もコ

けの想いで 毎日のご支援をしております。普通に考えれば、
もうつなぎ服を着

入ってきて、
ご家族様から大量の缶入りエンシュアの段ボールが送られてきまし

ん。

外に出ようとするわけではないのですが、玄関をうろうろしたり、何か意図があ

自立で歩行が可能なご利用者様。何とか、次の施設まで、布のパンツで、
トイレ

ロッケもまるで粘土細工の様にコロコロと。ついぞ、処方薬の中にエンシュアが
た。

るわけではないのですが、
テレビの前に立ってニコニコしてみたりと 利用者様
の目的や意向が読み取れないまま、
日々が過ぎて行きました。

記憶がないというのは、良くお見受けするご利用者様の症状ですが、もはや、食

事も理解出来ない、歩いているのだが、椅子も理解しない利用者様の事を想う

と、途方に暮れる事がございます。

解
説

せられたり、施設で拘束やむを得ないと寝たきりになる可能性も捨てきれませ

布のパンツで来られた利用者様。10年もアルツハイマーと闘われてきて、
まだ

で排便できる事を思い出していていただければ、、、

こうして日々、おトイレと椅子の間の歩行訓練と、1時間以内のトイレ誘導の日々

を毎日続けながら ご利用者様は、お泊りを続けながら、終の棲家を探しており

ます。

それが末期症状だから、という判断よりも、ご自宅から来られた、お姿のままお過ごし頂ける様に
できうることを総動員して日々接していく事が、我々の考える介護の形です。
この方は何処まで行けるのだろうか？
計画書などを作成する時にいつも考える事であります。
若年性認知症の方が、
その罹患期間のかなり長い方である場合は いつも考えさせられます
よく老人は、落ちていく機能を維持することで大成功 という言葉がよぎりますが、
この方のような場合には、維持ということ
そのもののレベルがすでに怪しい。
脳の萎縮を止める事は出来ないのですが、今できる事を見つけ出して 少しでも長い時間、少しでも長い期間、
できうるこ
とを少しでも出来る環境を作って差し上げたい
それが我々の願いです。

桜花乃「家族」 毎月、一つ屋根の下での皆さんのご様子を、お伝えいたします。
多くの利用者様だけでなく、ご家族様も「くつろげる」と
安心して頂けるのが、松戸市にある「桜花乃郷 矢切の家」
本日も満員の利用者様でした。
ちょっと覗いてみましょう。

