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　新年あけましておめでとうございます。
　平成から令和に元号が改まり、干支も最初のネズミに戻り、色々な
意味での新年を迎えました。干支は60年で一回りする事はご存知かと
思いますが、前回の甲子（きのえね）は今上陛下がお生まれになった
年です。ちょうど、日本は高度経済成長真っただ中で、国中が活気に
満ちていた時期であり、わたくしも医学生として忙しくも充実した日々
を送っておりました。　

　さて、わたくしが医師を志すきっかけとなり、その後の研究活動における大きなテーマとなっ
た、インフルエンザをはじめとするウィルス感染症は、人類にとって常に驚異をもたらしてい
ます。我が国においては、大正７年の「スペイン風邪」この時は 32万人もの方が亡くなりま
した。日本でのインフルエンザワクチン投与が開始されたのが昭和 26年ですが、その後も昭
和 32年のアジア風邪、昭和 43年の香港風邪と大きな流行がありました。
　近年では、確定診断の為の検査技術の向上と「タミフル」、「リレンザ」などの治療薬が開発
され、更に、老健とわだ前施設長である故木村三生夫とともに永年にわたり開発に関わった「噴
霧式ワクチン」が承認されるなど医学の進歩には目覚ましいものがあります。
　ただ、ウィルス自体、変容する代物であるために、残念ながら人類とウィルスとの闘いは延々
と続いていくことでしょう。
　昔も今も、インフルエンザ予防対策は、ワクチンの接種はもちろんですが、人混みを避
け、外出後は手洗いを徹底、マスク着用、バランスのとれた食事と十分な睡眠、適度な湿度
(50~60%) などがおすすめです。
　皆様がすこやかな１年を送られますことをお祈り申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は令和への改元、ラグビー日本代表の活躍、吉野彰氏のノーベ
ル化学賞受賞など、国民にとって嬉しい話題がたくさんあった一方で、
東日本の台風被害や沖縄首里城の焼失など、悲しい出来事も多かった
一年でした。
　今年の干支であるネズミは多産であり、古くから子孫繁栄の象徴と
されてきました。

　少子化問題が取り上げられて久しいですが、国の様々な取り組みもむなしく、昨年の出生者
数は約 86万人となり、ベビーブーム時の実に三分の一にまでなってしまいました。
　高齢者に優しい施策はもちろん必要ですが、それを支える現役世代、次の時代を担う子供た
ちを守り育てる施策こそが最優先で必要なのではないでしょうか？
　子をなさぬ身ではありますが、「子は国の宝」、国家繁栄の礎（いしずえ）である子供を安心
して産み育てられる思い切った対策を期待したいと思います。
　ともあれ、迎えた令和 2年（2020）は 56年ぶりの東京オリンピックが開催されます。
　大会に先立ち、今回も十和田市内を聖火ランナーが駆け抜けます。みんなで応援しましょう！

介護老人保健施設とわだ

施設長　堺　春美

介護老人保健施設とわだ

事務次長　森平 直樹

施設長ごあいさつ

事務次長ごあいさつ

新年あけましておめでとうございます
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おやつ作り
秋の収穫を楽しみました

奥入瀬棟

ふかして
皮むきを
しました

それぞれに
つぶしました
ヨイショ
ヨイショ

スイートポテトに変身 ジャガイモもちに変身

ごちそうさまでした

いただきまーす

　春に植えたさつ
ま芋とジャガイモ
を収穫しました。
　おいしいおやつ
にしていただきま
した。
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八甲田
棟

　12月 23日少し早めのク
リスマス会を実施しました。
　サンタクロースとトナカ
イ…？がそりにのってホー
ルへ登場‼その後かわいら
しい和菓子も登場。笑顔が
あふれる会となりました。
　2020 年もどうぞよろし
くお願いいたします。

Merry X 'mas
サンタと
トナカイ…？
逆…？

今から食べるよー
サンタクロース‼

雪だるまの
お菓子だー！

うまい！

ニッコリスマイル☻

孫と一緒に
ハイチーズ‼

ピース ✌

お菓子
おいしそうだなー

ジュースおいしいよー
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通所クリスマス会

第四白菊保育園の園児
がお遊戯を披露してく

れました！

素敵な
プレゼントも
頂きました★
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リハビリ科

　ホンダ歩行アシストは、
効率的な歩行をサポートす
る歩行訓練機器です。歩く
こと、前へと向かう想いを
応援します。

さぁ、次は一緒に何めざす？

強　化　中　！
最先端のホンダ歩行アシストロボット導入中です

でリハビリの様子を見ることができます。

老健とわだ

50 代男性
左被殻出血 ( 右片麻痺 )
発症 :2018.5 月
発症 9ヶ月後から使用開始
週 2回リハビリ時使用

測定項目 開始時 1ヶ月後 2ヶ月後
片足立ち 21.6 秒 24.92 秒 13.76 秒
10m歩行 18.66 秒 19.15 秒 16.55 秒
6 分間歩行 160m 173m 225m

その他､ 立ち上がり ･移乗・方向転換 ･立位バランスの項
目で改善が見られています

70 代男性
脳虚血発作
発症 :2018.1 月
発症 15 ヶ月後から使用開始
週 2回リハビリ時使用

測定項目 開始時 1ヶ月後 2ヶ月後
片足立ち 0秒 0.72 秒 4.26 秒
10m歩行 19.89 秒 15.82 秒 13.37 秒
6 分間歩行 175m 222m 215m

その他､ 座位 ･立位バランス向上､ 立ち上がり・歩行安定
性の項目で改善が見られています

☆歩行アシストで歩行練習に取り組む方々のお声を紹介します☆
　「足が楽に出せるようになって、つまづきが減った」　「歩くのに自信が出てきて、家族と
一緒に外出（買い物等）する機会が増えた」　「トイレに間に合うようになった」　「ふらつい
ても踏ん張れるようになり転ばなくなった」　「歩くのが早くなった」　「疲れにくくなり、散
歩の時間が増えた」　「歩くのが楽しい」　「自分の歩き方が分かった」　「車椅子から卒業でき
た」　「歩くのに自信が持てるようになった」・・・・等々のお声が届いています。

歩行アシストを使用し、目標に向かって
リハビリに取り組む方々のリハビリ成果を紹介します。

③焼いた生地にトッピングし
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リハビリ科

お料理リハビリ実施しました
リハビリメニュー

①まずはパンケーキとパフェのトッピングの材料を切り

【パンケーキ】と【パフェ】を作りました

　今後も楽しんで行えるリハビリ行事を
開催し、活動意欲向上をはかります。
　ご興味のある方は、参加してください。

②パンケーキの生地を作り、焼きます。

④パンケーキが完成です

⑤パフェの完成です

③焼いた生地にトッピングし

⑤次にパフェ作りです

⑥最後にコーヒーやお茶を入れ、
パンケーキとパフェは、みんな
で美味しくいただきました。
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～あとがき～
　皆様あけましておめでとうございます。
　2020 年は子年。始まりの年です。また 2020 年は東京オリンピック
　の年でもあります。何かスポーツを始めてみるのはどうでしょうか。
　皆様にとって良い年であることを願っています。

＊当広報誌の個人情報 (写真含む )は、各個人 (または代理人 )の同意を得ております。

新入職員紹介

氏　名

澤居　恵

出身地：十和田市
所属：清掃
入社年月日
令和元年 11月 16日

　通所の清掃を始めて一ヵ月
近くになりますが、まだ緊張
と不安の連続の日々です。パ
タパタと動きまわっているの
で落ち着きがなく見られがち
ですが、事故・ケガには気を
付けて行動したいです。そん
な中でも利用者様から「頑張っ
てね｡」や「ありがとう｡」と
声をかけて頂くと嬉しいです
し、パワーを沢山もらってい
ます｡ 常に笑顔で挨拶をする
ように心がけ、利用者様を笑
顔にさせられるような清掃員
になっていきたいです。

氏　名

笹木　しずえ

出身地：七戸町
所属：事務
入社年月日
令和元年 11月 16日

　最初に、オリエンテーショ
ンで色々な部署の方のお仕事
を拝見して､ すごく感動しま
した。ずっと皆様を応援、そ
して尊敬し続けています｡ あ
りがとうございました。私も、
微力ながら少しでも皆様のお
役に立てたらと、思っていま
す。宜しくお願いします。
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