
社会福祉法人 長岡福祉協会

介護老人保健施設 ぶんすい

〒959-0113 燕市笈ケ島 104-5
※県立分水高校隣り / 平成 12 年開設

TEL 0256-91-3333

Ｉｎｄｅｘ
P2　ご挨拶・活動報告(通所・療養部)
P3　質問コーナー
P4　職員紹介コーナー
P5　熱中症について
P6　インフォメーション

編 集 記後

ご意見・ご感想・こんなことが知りたい・聞きたい等の
ご要望等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
また今年度はホームページもリニューアルして参ります
のでそちらも参照してみてください。

老健ぶんすい　広報委員会

①介護認定を受ける 老健に入所するには要介護１以上の介護認定が必要です。

⑤入所判定 面談内容や書類をもとに、入所判定を行います。

⑥契約 /入所 具体的な入所日を決定し、入所契約を行います。

③書　類 施設申込書、医療情報提供書などが必要になります。

②入所申込
施設に直接申し込みます。
病院に入院している場合は医療ソーシャルワーカーに、
在宅介護している場合はケアマネージャーに相談しましょう。

④面　談
ご本人・ご家族との面談を行います。
ご本人の現在の状況などを確認します。

広報誌リニューアル笑顔あふれる施設へようこそ

入　所（定員100名）
ショートステイ

通所リハビリ
（１日定員35名）

居宅介護支援事業
（ケアプランセンター）

訪問看護
ステーション

訪問介護
ステーション

是非お気軽にお電話、
お立ち寄りください。

老健ぶんすい 
☎ 0256-91-3333

崇徳厚生事業団

社会福祉法人 長岡福祉協会
経営理念 自分や家族、友人が利用したいと

思うサービスの提供

介護老人保健施設の「入所」サービスを
ご利用になるまでをご紹介します 

介護老人保健施設 ぶんすい は、 
こんなサービスを行なっています

老健ぶんすい
介護老人
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＜材料＞　４人分
片栗粉：大さじ5
砂　糖：大さじ5
　水　：400㏄
餡　子：適量
フルーツ缶：適量

＜作り方＞
鍋に片栗粉、砂糖、水を入れトロミが
つくまで火にかける。

器に餡子やフルーツ缶を入れ、その上
から鍋の中身を入れる(やけどに注意 )

冷蔵庫で良く冷やして完成

【水まんじゅうの作り方】

 　蒸し暑い毎日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
 　今年は当施設が開設してから20年目の記念すべき年です。今回の広報誌から気持ち新たに装いをリ
ニューアルいたしました。また冬には20周年特大号を刊行する予定で、鋭意製作中です。
　新型コロナウイルスにより緊迫した情勢が続いていますが、皆さんに必要とされる情報や当施設での
取り組み、活動内容などを掲載させて頂き、楽しんで頂けたらと思います。
　今後も老健ぶんすいの広報誌にご期待ください。

 老健ぶんすい広報委員会

活動報告

活動報告

通所リハビリ

療養部（入所棟）

１日のスケジュール

  9：30 ～　到着・手洗いうがい
10：00 ～　入浴　手作業　リハビリ
12：00 ～　昼食・午睡
13：00 ～　手作業　リハビリ
14：00 ～　体操・レクリエーション
　　　　　　季節行事
15：00 ～　おやつ
15：30　　 帰宅

１日のスケジュール

  3：00 ～排泄介助
  6：00 ～起床
  7：00 ～朝食
  8：00 ～排泄介助
  9：00 ～入浴　手作業
11：00 ～リハビリ　体操
12：00 ～昼食
13：00 ～排泄介助　入浴
15：00　おやつ
18：00 ～夕食
19：00 ～就寝

入浴やリハビリの合間に塗り絵などの作品制作を実施中！
完成した力作の中からどんな作品が文化祭に展示されるのか今から楽しみです☆

10月の文化祭に向けて鋭意製作中！

７月の季節行事は水まんじゅう作り☆

新型コロナウイルスの影響で外出がなかなか
できない中、施設内での調理レクを実施♪
おいしい水まんじゅうに皆さん舌鼓です ^^。

6 月  お茶会 7月  七夕
行
事

みんな楽しくほっと一息 願い事が叶いますように！

みんなの疑問を解決する新コーナー
ご　挨　拶

わけみず先生おしえて

特養とか老人ホーム、老健とかの違いってなんですか？

　特養は自宅での生活が難しくなった方が、介護サービスを受けながら生活を送れ
る施設となっています。生涯入所することが可能です。
　老健は病院を退院したものの自宅での生活に不安が残る方などに対し、一時的に
入所をして頂き、リハビリや内服管理を行いながら安心して自宅に帰れるように支
援する施設です。

疑問や知りたいことがあればお気軽にお問い合わせください

デイサービスとデイケアって何が違うの？どちらも通い？

どちらも自宅から通って介護サービスを受ける形態ですが、デイケアの特徴には
『医師の常勤』や『リハビリスタッフ』の充実が挙げられ、在宅復帰を目指した
リハビリ施設の側面が強調されます。
　
デイサービス：自立した日常生活を送れるように支援するサービス
デ イ ケ ア：医師の指示のもとに行われるリハビリ中心のサービス
　
そのためデイケアの方がより専門的なリハビリを受けることができます。

介護付き
有料老人ホーム
民間企業

（民間施設）

看護対応可
（夜間非対応の場合有）

要介護 1 ～ 5

終　身

身体介護など

老　健
（介護老人保健施設）
社会福祉法人など
（公的施設）

医師在勤
24時間看護対応可

要介護 1 ～ 5

3 ～ 6ヶ月

リハビリ中心

特　養
（特別養護老人ホーム）
社会福祉法人など
（公的施設）

看護対応可
（夜間非対応の場合有）

原則要介護 3以上

終　身

身体介護など

項 目

運 営 母 体

入 所 条 件

入 所 期 間

医 療 ケ ア

介 護 内 容
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スタッフ紹介 熱中症を防ぎましょう！適切な予防をして

室温を適度に下げ、部屋を涼しくしましょう。

室温 28℃以下が目安です

通気性の良い麻や綿素材の衣類を着用しましょう。
下着類は吸水性や速乾性に優れた素材を選びましょう。

めまい、頭痛、吐き気などの症状から、重症になると意識を
失います。返事がおかしい、けいれんが起きているなど、

「このくらいなら大丈夫」と我慢してはいけません。

汗でぬれたら出来るだけ早く着替えましょう。

少しでもおかしいと思ったら医療機関を受診してください。

エアコンを上手に活用1

こまめな水分補給２

衣服の工夫３

おかしいと思ったら病院へ４

「マスク熱中症」に注意５

のどが渇く前に水分を摂りましょう。
水分や  塩分を含むスポーツドリンク  は水分の補給が
スムーズにできます。

新しく老健ぶんすいに来て下さった職員さんたちです☆

これからもよろしくお願いします ♪

ヘルパーステーション

渡辺尚子

　訪問介護職に就いて間もなく、不慣れな事もあり奮闘中です。日々利用者
様の生活に寄り添っていると、人の優しさを感じ、新しい気付きもあります。
　利用者様一人ひとりが、より良い生活を送ることができるように頑張って
行きます！宜しくお願い致します！！

訪問看護

桑原奈保子

　綜合病院で働いていた中で在宅看護に興味を持ち、今年の１月から訪問看
護師となりました。
　職場のムードメーカーと言われるほど、ひとと話すことが大好きです。
ご指名お待ちしています（笑）

作業療法士

三原元喜

　こちらで働き始めて半年と経ちましたが、未だに慣れない部分もあり四苦
八苦しております。『遊びに真面目』のような『リハビリもできれば楽しく』
をモットーにしています。皆様よろしくお願いします。ラーメン大好きです
が、減量中です（涙）

言語聴覚士

片桐 梢

　主に「ことばと食事」のリハビリを担当します。今まで病院勤務で介護施
設で働くのは初めてですか、沢山の方といっぱいお話しながら楽しくリハビ
リをして行きたいと思っております。宜しくお願いします！

通所リハビリ

前山美沙紀

　６月からこちらでお世話になっております。不慣れなことや出来ないこと
も多く、周りの皆様から助けて頂いている毎日です。一日でも早く皆様のお
役に立てるよう頑張ります！

療養部 看護師

葛綿貴美子

　入職してもうすぐ一年が経ちますが未だ慣れない事も多く皆さんに沢山助
けて頂いています。早く自立して仕事ができるように日々学んでいこうと
思っていますので、宜しくお願い致します。
　お酒が大好きなのでコロナが収まったら飲みに誘ってください！！
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今年は新型コロナウイルスの影響で「マスク熱中症」の危険
もあります。屋外で人との距離がとれる時など外せるときは
外し、体調管理に注意していきましょう。


