
施設や病院での管理栄養士というと他職種の職員とは別室で業務を行っている所が大半だと思います。清水苑は職員全員が同じ場所で業務をしている
ため、情報をすぐに把握でき、急な変化にも素早く対応できます。また、上記のように管理栄養士といっても栄養士業務だけが仕事ではありません。施設
全体を見て入居者の皆さんとコミュニケーションを取り、良い関係を築くことで良食、そして入居者の皆さんの健康維持にもつながっていくと思います。
また、配食サービスを行い地域の方に直接お会いすることで、入居者だけでなく地域の方の健康にも貢献できることが清水苑の良さであると改めて感
じました。配食サービスや献立アルバムなど清水苑が築いてきた独自の事業、取り組みの継続はもちろん、広い視野を持って入居者の皆さんが安心して生
活出来るよう向上心を持って頑張っていきたいと思います。
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（ 1 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 令和2年11月1日

題字は 管理栄養士:坂下優実 です

管理栄養士の千秋です。清水苑での勤務も３年が過ぎようとしています。大学を卒業して初めての就職先である清水苑は、ただ管理栄養士としての業
務をするだけではなく、ケアハウスの職員としての業務もさせて頂いています。入居者の皆さんがより良い生活を送れるように栄養士という垣根を越え
て、他スタッフと協力しながら業務を行っています。
今回は入社から３年目までのあゆみとして、日々の業務内容を一部ではありますがご紹介したいと思います。

ＧＳ（ゼネラルスタッフ）業務

★厨房業務★

・ 食材の切り込み
・ 調理
・ 盛り付け
・ 下膳、洗浄

★配食サービス★

・ 配食
・ 配食スタッフへの業務引継ぎ
・ １週間ごとの配食注文表の作成

★献立作成★

・ 献立の作成
・ 選択メニュー表の作成、配布・聞き取り、
集計

・ 発注業務
・ キッチンスタッフへの献立指示書の作成
・ 在庫チェック
・ 献立アルバムの作成

★行事・その他★

・ 月に一度のランチ
・ 冬季の鍋会
・ キッチンスタッフ（ＫＳ）との
ミーティング 等

入社までの半年間（アルバイ
ト）と入社後の半年は主に厨房
業務を行いました。入居者の皆
さんの顔と名前がなかなか一
致せず覚えるのが大変でした。
また、個人でご飯の器（丼ぶり・
茶わん）や盛り量が違ったり、
個別対応が必要であったりと、
入居者６０人全ての内容を把
握するにはかなり時間を要し
たのを今でも覚えています。

入社後は厨房業務と並行し
て配食業務も行いました。初
めは配達スタッフや谷口管理
栄養士の車に同行して、お客
様の家を訪ねました。足を運
んだことのない地域ばかりで
、地区名も分かりませんでし
たが、足を運ぶにつれてお客
様の家も覚えることが出来ま
した。お客様の「ありがとう」
や「ご苦労様」の声が今も励み
になります。

入社して半年が過ぎたころから献立作成
も行いました。清水苑の特徴である選択メ
ニューを献立に入れるにあたって、食材や
調理法（焼く・煮るなど）が被らないよう注
意しています。選択メニュー表を自分で選
択できない方には、お部屋へ伺って聞き取
りをしています。
献立アルバムは行事食に限らず、毎日・毎
食の食事を写真で記録しています。一週間
分のアルバムを朝会の食メニュー検討会で
確認し、献立や盛付けの確認をしています。

ランチでは手巻きずしやサンド
パンなど、普段の献立にはない
ようなメニューを取り入れてい
ます。入居者の皆さんが喜んで
食べていただけるようなメニュ
ーを今後も考えていきたいと
思います。
ＫＳとのミーティングも月に
一度行っています。入居者の対
応事項や業務内容についての
確認だけでなく、なかなかまと
まって話す時間が取れないＫＳ
の意見を取り入れる貴重な時
間となっています。

栄養士業務

★朝会への参加★

・ 宿直者報告
・ 業務内容の確認
・ 日誌の確認
・ 検証カレンダーの実施

★行事・クラブ活動★

・ 定例懇談会、家族懇談会
・ 避難訓練
・ 温泉旅行
・ お菓子作りクラブ
・ 喫茶 等

★業務記録、日直★

・ 平日の巡回記録
・ 居室巡回
・ 日直業務

★その他★

・ キーパー（ＣＳ）
ミーティング

・ 入居者の対応 等

朝会では職員が集まって報
告や業務内容、日誌の確認を
行います。また、検証カレン
ダーに沿ってそれぞれのテー
マを曜日ごとに取り組んでい
ます。食事や栄養に関係なく
、より良い施設にするために
視野を広げて入居者や施設
全体を見る力が求められて
います。

㊊ ＳＳ、ＫＳ、ＣＳ日誌読み合わせ
㊋ ＱＣ活動
㊌ 食メニュー検討会
㊍ 広報活動
㊎ スタッフの声 利用者の声

★研修参加★

平日にはＧＳが日替わ
りで、入居者の居室を
巡回します。入居者の皆
さんの体調等を確認す
るだけでなく、居室に不
具合や破損している部
分が無いかも確認しま
す。そこから見えてきた
問題点や、日中に起き
た出来事等を日誌に記
録しています。

食に関する行事以外の行
事にも参加しています。月
に一度の懇談会では、入居
者の皆さんに食事やマナー
について話しています。
喫茶やお菓子作り（現在は
感染防止のためお休み中）
ではいろいろなお菓子を手
作りでご提供しています。
楽しみにしてくださってい
る入居者も多く大変ではあ
りますがやりがいも感じら
れます。

・ 栄養士研究委員会
・ 栄養管理支援研修会
・ ノロウイルス食中毒予防
セミナー

・ 全軽協東海北陸ブロック
施設長・職員研修会 等

今年は新型コロナウイルス
の影響で研修に参加できて
いませんが、食中毒等の給食
部門で重要なセミナーから、
栄養士が集って行うグルー
プ研究まで、いろいろな研修
に参加させていただいてい
ます。
他施設の栄養士や他職種
の方と話す機会は少なく、今
後も積極的に研修に参加し「
食」や施設に関すること等、
参考にしたいと思ったことは
吸収していきたいです。

ミーティングはＫＳ
だけでなくＣＳのミ
ーティングもありま
す。栄養士だから関
係ないということは
無く、入居者の対応
の確認等をしていま
す。
入居者の方から「テ
レビが映らない」と
相談があれば居室へ
伺います。事務所に
相談に来られた際に
も対応しています。
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介護事業所等を運営している法人に対して、福井県では新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援事業補助金が交付されることとなりました。
高齢者の生活を支え、健康を維持することを目的として、感染症対策を徹底しつつ必要な
サービスを提供する体制を構築するためです。
清水苑では検討した結果…
①足踏み式消毒スタンド②アクリルパーテーション③手首温度測定システム④除菌電解水
給水器⑤ノートパソコン⑥その他消耗品を申請しました。
特に③手首温度測定システムは、通常ですと頭部(おでこ)を測定するサーモグラフィが主
流となっていますが、あれは外部の気温で左右されてしまいます。例えば、猛暑の日だと体
温も高く測定しますし、逆に寒い日だと低く測定されます。その点、手首は正確に測定でき
ると言う事です。④除菌電解水給水器は、酸性電解水が1回に一定量出ます。毎回食事前
に手洗いをして頂いていますが、どうしても粗相な方がおられます。この機器を取り
付けることで皆さん正しく手洗いが出来ると言う事です。 ⑤ノートパソコンは
今後、コロナ蔓延の状況で面会禁止となった場合、入居者の皆さんが、いつでも
ご家族とオンラインが出来ます。お互いの状況が心配される中、電話で声を聞く
だけでなく顔を見ながら会話が出来ます。
未だ国民を脅かすコロナに対してワクチンや薬が無い中で、感染防止のための
環境整備に取り組める事は大変有難い事です。
今のコロナ感染症の状況はまだまだ続くでしょう。
予防策として出来ることを十分に行い、職員一同協力しながら、
入居者の皆さんを、また職員を、コロナ感染から守りたいと
強く思います。

（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 令和2年11月１日

熊の目撃、熊に襲われた等、新聞やテレビのニュースでも多く報じら
れています。苑でも熊の目撃情報に応じ、入居者の外出（散歩）を控
えて頂くよう対応しております。得に今年は多いように感じます。何
故、今年は熊の目撃が多いのか、ネットで調べてみました。原因は3
つあるとの事です。一つ目は2019年、2020年、好物のドングリや
クリの不作により、熊の生息域、行動範囲が広がったという事。二つ
目は2018年はドングリやクリが豊作で、熊のベビーブームにより、
2歳になった熊が動き回り目撃が相次いでいるという事。3つ目は、新
型コロナウィルスの影響との事です。コロナウィルスの影響で人が外
に出なくなり、学校も休みが続きました。そうすると人里に熊が降り
ても遭遇する機会がなくなり、熊が人を恐れなくなった。更に過疎化
で果物がなった木がそのままになっており、山に戻らず、人里近い所
に居続ける可能性もあると言う事です。参考資料（クマ出没、今年は
何故多いより）。
では、熊にうっかり出会ってしまった時は
どうしたら良いか、刺激せずに優しい言葉
をかけながら後ずさりすると良いとも書い
てありました。一番良いのは熊が出没しそ
うな所には行かない事ですね。

（Ｔ・Ｙ）

コロナ感染症とインフルエンザを予防しよう

新型コロナ感染症が世界中に広がり、日本でも第２波が始まったと言われ、ピークを過ぎてそのまま落ち着くかと思っていましたが、数は減っ
てきているものの続いています。このような中で11月からはもうインフルエンザの流行が始まります。
今年はこの事があり、発熱があり病院に行っても診察を断る所もあるそうです。理由はもちろん新型コロナウイルス感染の蔓延を防ぐためです
。病院の建物構造上、他の患者さんが受診される中で、完全に隔離することが難しいからです。糖尿病や心臓疾患のある方のように通院してい
る患者さんをコロナ感染の危険にさらす訳にはいかないのです。
そして、新型コロナとインフルエンザは、発症初期にはほとんど区別がつきません。ほとんど唯一の明白な違いと言えば、新型コロナウイルス
感染症ではインフルエンザよりも長期（７日以上）にわたって症状が続くことくらいです。
そして、その違いは発症して7日間以上経たないと分からないのです。

インフルエンザ COVID-19(コロナ感染症)

症状の有無

ワクチン接種の有無などにより程度
の差がある ものの、しばしば⾼熱
を呈する

発熱に加えて、味覚障害・嗅覚障害を
伴うことがある

潜伏期間 1-2日 1〜14⽇（平均 5.6⽇）

無症状感染
10％
無症状患者では、ウイルス量は少
ない

数%〜60％
無症状患者でも、ウイルス量は多く、
感染⼒が強い

ウイルス排出期間
5-10⽇（多くは5-6⽇） 遺伝⼦は⻑期間検出するものの、 感染

⼒があるウイルス排出期間は10⽇以内

ウイルス排出のピーク 発病後2，3⽇後 発症日

重症度 多くは軽症～中等症 重症になりうる

致死率 0.1％以下 3-4％

ワクチン
使⽤可能だが季節毎に有効性は異な
る

開発中であるものの、現時点では有効
なワクチンは存在しない

治療
オセルタミビル、ザナミビル、ペラ
ミビル、ラニ ナミビル、バロキサ
ビル マルボキシル

軽症例については、確⽴された治療薬
はなく、 多くの薬剤が臨床治験中

ARDSの合併 少ない しばしばみられる

★みんながマスク・こまめな手洗い・外出自粛をすることでそこ
まで大きな流行にならない可能性もあります。1人1人の心がけが
大事です。

「インフルエンザとCOVID-19の相違」

引用元：⼀般社団法⼈⽇本感染症学会提⾔ 今冬のインフルエンザと COVID-19 に備えて 2020.10.1変更

インフルエンザワクチンは、接種してから2週間ほどで十分な抗体がついてきて
3か月くらいから徐々に抗体が落ち始め、5か月後に約半分になります。
一方、インフルエンザの流行は11月頃から始まり3月頃に終息します。というこ
とは、抗体がつくタイミング的には10月中頃に打っておくのがベストです。

感染経路のリスク対策を！

ウイルスの感染経路としては咳やくしゃみなどの飛沫感染のほか、
接触感染に注意が必要です。
人は無意識に、1時間で平均23回も顔を触り、しかもそのうち感染
リスクの高い目、鼻、口などの粘膜が44％を占めています！
ウイルスのついた手で粘膜を触らないよう、こまめに手を洗いまし
ょう！

水とハンドソープでこんなにウイルスが減少

手洗いの方法 残存ウイルス数（残存率）

手洗いなし 約100万個

流水で15秒手洗い 約1万個（約1％）

ハンドソープで10秒または30秒もみ洗い流水で15秒すすぎ 数百個（約0.01％）

ハンドソープで60秒もみ洗い流水で15秒すすぎ 数十個（約0.001％）

ハンドソープで10秒もみ洗いと流水で15秒すすぎを2回繰り返す 約数個（約0.0001％）

飛沫の飛散防止効果のあるマスクの素材は
不織布 ＞ ポリエステル ＞ 綿
綿でも約8割の飛沫の飛散を防げる！

自分たちで出来ることをしよう！

①定期的に
体温を測り
うがいもし
ましょう。

②少しでも体調不
良を感じたらすぐ
にスタッフへコー
ルをして下さい。

③外出先から帰っ
た時は、まず玄関
で手指の消毒をし
ましょう。

④スタッフが体
温計測するまで
玄関で待機をし
て下さい。

11月の花:菊
花言葉:高貴・真の愛
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