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ほほえみこ グループ
高齢者医療と介護

ほほえみ

ほほえみ

株式会社

診療所

ほほえみグループの安心
￨
0健康・医療サービスの充実に努めます

I

ほほえみグループには、ほほえみ診療所（広島）とクリニックほほえみ（呉）
があり安心して過ごしていただけます。また、提携医療機関と連携し、
あなたの健康を守ります。

I

ご本人、ご家族の意志を尊重した終末医療（ターミナルケア）を心が
けます。身体状況が悪化したり、他施設への入所が決まった際にも
責任を持って紹介業務や転院のお手伝いをさせていただきます。
（胃ろう造設されている方も対応可能です。）

●広島記念射院様●県立広島射院様●中電桔院様●マツダ病院様

￨
0寝たきり状態になってもお世話をさせていただきます

￨
0最期までお付き合いさせていただきます

I

現在あるいは将来、寝たきり状態になっても、ほほえみグループの医療
介護サービスを利用し、さらに地域の医療介護機関と連携しながら
お世話させていただきます。（但し、状況によってはグループ内で施設
をかわっていただくことがあります。）

￨
0認知症になってもお世話をさせていただきます

I

認知症専門医師の診療や介護相談を受けることができます。認知症の
症状がある方や、認知症を将来発病されても粘り強く対応させていただ
きます。（但し、自傷他害の強い問題行動がある場合は一時的に精神科
病院等に転院していただくことがあります。）
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リモート面会・ガラス越し面会を行なっています
いつも格別のお引き立てにあずかり誠にありがとうございます。
ご家族様におかれましては新型コロナウイルス感染症拡大防止の為に行っている
面会制限にご協力いただき心よりお礼申し上げます。
再度、現在対応可能な面会についてご案内を申し上げます。

ご家族様が顔を見ながらお話
するこ
ー刃舌若様と
ヽ＼こ安心できると、ご好評いただいており 奴ベ
ぉ互l
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空間の違う部屋で、ガラス越しに言
で

ビデオ—通話9→ごて六

ご入居者様と面会いただけます。

ご入居者様と面会いただけます。

※構造上、対応できない施設もございますので、
お問い合わせください。
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︵
ご予約方法

準備の為、予約制とさせていただきます。
事前に、 「PJモ＝卜面会希望~J1 、もしくは rr~ガラス越し面会希望_J
の旨と r［ご希望日一時~J1 を直接各施設にお伝えください。

日程調整をさせていただきます。
ご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、感染防止の観点から
ご理解、ご協力を何卒宜しくお願いいたします。
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※ほほえみグループは個人情報保護の重要性を認識し、「ほほえみ通信」の写真には画像処理を施しております。
ご理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

ほほえみ呉デイサービス5F
「梅雨晴れ会」
今年は梅雨晴れ会と題し、行事を行いました。午前は白いフオトフレームの枠に貝殻を自由
に貼り付けていただきましたが、枠から貝殻がはみ出たりして皆様苦戦ぎみでした。フレー
ムの中は、事前に皆様のとびつきりの笑顔の写真を撮らせていただき、一人ひとりの名前
を一文字ずつポエム風に書いたカードを入れ、完成です。それぞれ手に取り暗読しながら
頷き、とても嬉しそうにしていました。午後からは、少し体もなまり気味なので健康チェック
を行いましたが、いろいろやってみたところ特に両手を広げた片足立ちは意外に難しかっ
たようです。「やっぱり日頃からしっかり体を動かさんとねぇ」の声や「リハビリ体操も真面目
にやっとかんといけんわー」と、あちらこちらから日頃の反省を語り合っている姿を拝見し
ほのぼのとさせられました。さぁ、今後何人の意欲・向上心をもったご利用者様が増えてく
ださるかとても楽しみです（笑）

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

ほほえみ呉デイサービス6F
「梅雨を楽しもう」
楽しく梅雨を乗り切ろうと、 6月の行事を行いました。午前は、壁掛けを作りました。綿
棒を使って、絵の具でそれぞれ、好きな色で、アジサイを色付けしてもらい、葉を付け
て完成。皆様、色取り取りの素敵な作品が出来ました。午後は、虹色ゲーム。 2人ずつ
向かい合い、間にシートを張ったつい立てを挟んで、コロナ対策をし、雨に見立てた箱
へおじゃみをどんどん入れたら、晴れになるゲームです。時間をはかり、早く晴れに
なった人が勝ち。大きな声は出せませんが、笑顔はいっぱいになりました。おやつに、
コーヒーゼリーを食べていただき、楽しく、一日を終える事が出来ました。
※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

ほほえみ呉デイケア
「満開のあじさいとハイチーズ」
「キレイじゃねー」「もう一枚写真撮って」などなど、皆様キレイなお花の前で
は、おすましなよそ行きの笑顔です。おやつのレモンゼリーはちょっと酸っぱ
かったでしょうか？大きな声は出せないけれど笑顔満開の 1
日となりました。

※頻写真は、了解を得て掲載させていただいております。

ほほえみ呉東
「水無月会」
今年は、ほほえみ呉東では 6月 12日（土）に行事「水無月会」を行いました。 1つ目は田んぼ
の中の生き物を釣るゲームを行いました。釣り上げたカエルを見て「いやあ、気持ち悪い」
と驚かれたり、一度に 3匹釣り上げ「ようけ釣れたわ」と喜ばれたり、中には大物を釣り上げ
ょうと真剣に狙いを定める方もおられご利用者様のいろいろな表情を見せていただきま
した。 2つ目はカタツムリの殻に見立てたグルグル巻きのホースの中に球を通すゲームを
行いました。手と一緒に顔が動し＼てしまう方、球が見えなくなってしまった方、途中で球が
逆戻りする方など悪戦苦闘しながらも皆様楽しそうにされていました。最後は「雨ふり」を
歌いました。「雨雨ふれふれ P」と歌ったせいか行事の時は晴れていたのに午後より雨が
降ってしまいましたが、沢山笑っていただいたご利用者様の心は晴々していただけたので
はないでしょうか。

(
2
)

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

J

ほほえみ呉中央

「傘は、どっち向きで使うのが、お好みですか？」
ほほえみ呉中央では、フロア毎にスタッフが行事を企画しています。今月は、奇し
くも、内容は少し異なるのですが、同じ「傘」「紅臼玉」「てるてる坊主」のアイテム
を使用していました。コロナ感染対策への配慮を行いながら、チームを小分けし
て、逆さにした傘に紅白玉を投げ入れる「玉入れ」。こちらのフロアは、スタッフが
作った、てるてる坊主が参加賞です。もちろん、スタッフの方で皆様とほどよい距
離を保ちながら、傘を寄せていきました。もうひとつのフロアは、傘にてるてる坊
主をつるしたものをスタッフが手にし、皆様の投げる紅白玉で、てるてる坊主を落
としていただきました。どちらかというと、「くす玉割り」に近いですかね。その為、
毎日の朝刊を「取っておいてね」とスタッフに言っていました。どちらも、少しは、散
歩で外出できない、ご家族に会えないモヤモヤを発散していただけたでしょうか。
そうあってほしい、と願っています。

j

ほほえみ呉安浦

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

「誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、 6月 10日に「誕生日会」を開きました。こ入居者様たち
から誕生日の方へお祝いの言葉を言っていただき喜んでいただけました。
最後は、全員でバースデーソングを歌い、楽しんでいただけました。おやつの
時間には、つぼやのケーキを用意しました。チョコやモンブランやイチゴの
ケーキなど、いろんな種類から選んでいただきました。「おいしい」と言われな
がら食べられ、とても満足そうでした。

」

ほほえみつばき

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

「クッキング」
日差しも強くなり暑い季節になってきました。夏を乗り切る力を付けるためフ
レンチトーストを作って皆様で食べました。トーストを卵付けて下準備。ご利用
者様にフロアヘ移動していただき、調理開始。エプロンを付けてしっかり手指
消毒を行いボールからしっかり浸かったトーストをホットプレートで焼いてい
きます。自分の食べる分を順番に。自分で作ったフレンチトースト、最後にトッ
ピングです。トッピングはチョコクリーム、蜂蜜、イチゴジャムの 3種類。「私は
チョコクリームがいいわ」「私はハチミツ」と言われ、好きなものを付けて完成
です。「美味しかった」や男性の中には「初めて食べた」と言われ、大変好評な
行事になりました。

」

ほほえみ広国際通り
「てるてる坊主を作って飾ろう」

ほほえみ広国際適りでは、 6月 13日（日）に「てるてる坊主を作って飾ろう」と
題してこ入居者の皆様に画用紙で作ったてるてる坊主に顔を描いてもらい、
台紙に傘と雨粒と一緒に貼っていただきました。マジックで顔を描く際、「私顔
描けんから描いて」と言いながらリアルな顔を描く方や「もうちょっと男前の
顔にする」と言って張り切っておられる方もいました。てるてる坊主だけでな
く台紙にも何か書こうと日付けを書いたり絵を描いている方もいて個性的な
てるてる坊主が出来ました。茶話会では紅茶とティラミスロールを提供し美
味しそうに召し上がっておられました。

※顔写真は、了解を得て掲戦させていただいております。
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ほほえみ呉蔵本通り
「てるてる坊主作り」
6月7日、ほほえみ呉蔵本通りでは、梅雨入りしたとの事で皆様で「てるてる坊
主」を作りました。白だけでなく、黄色やピンクとカラフルなてるてる坊主を手
に取り、こ自分で顔を書いて「可愛くできたよ」と皆様でみせ合いこしました。
出来あがったてるてる坊主は居室にかざって「作ったのは子供の時振り」「全
員でかざれば梅雨じゃけど雨もふらんわ！」等と昔を思い出したり、季節を感じ
ることができました。コロナ禍で外出できない毎日ですが、手先を動かして楽
しむことができました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント
「あつあっ！たこ焼き＆焼きそば」
ラ•ポルトほほえみでは、「あつあっ！たこ焼き＆焼きそば」レクを開催いたしま

した。たこ焼き器ホットプレートを準備し、屋台風に調理開始！職員がたこ焼き
をクルックルッとキレイな丸の形に整え、焼きそばはジュージューおいしい香
りを出しながら、調理！最後にオタフクソースをかけて出来上がり！こ入居者様
においしいおいしいと言っていただき大変満足の仕上がりでした。

ほほえみ矢野
「お誕生日のお祝い」
6月、ほほえみ矢野では、全国的なコロナの感染拡大が、まだ収束しない状況
なのでこの度の行事も、残念ながら中止とさせていただきました。今月は、 3
名の方がお誕生日を迎えられ、先月同様に個別にて、ささやかなお祝いをさ
せていただきました。そして、皆様には、行事の後に食べていただ＜予定だっ
たおやつの水まんじゅうを食べていただきました。来月は、 7月で七夕会を予
定しています。笹に飾り付けをして、皆様と楽しみたいと思います。

ほほえみ安芸路
「七夕飾り」
コロナ禍でご入居者様のお楽しみが少ない中、ご入居者様と職員が一緒に七
夕飾りを作り、施設の中で各フロアに飾っています。去年の今頃はまさかここ
までコロナの蔓延が続いているとは夢にも思っていませんでしたので、寂しい
七夕になりました。皆様が書かれた短冊を見ると、離れていてもこ家族様への
思いが溢れている言葉が書かれています。早くコロナが収束して、こ家族様と
こ入居者様の面会が叶いますように…と願わすにはいられません。

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

(
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￨

J

↓まほえみ広島西
「玉ねぎとじゃがいもの収穫」

ほほえみ広島西では、 6月4日に施設の畑で作った玉ねぎとじゃがいもの収穫を
しました。毎年玉ねぎを作っていますが、今年は数個しか育たず今までで一番少
ない数で残念でしたが、まずまずの大きさの玉ねぎができました。じゃがいもは
小さい物から大きな物までたくさん収穫でき、「おいしそう！」「どうやって食べた
ら良いかねー」と話しながら、にぎやかなひと時となりました。玉ねぎ・じゃがいも
の後は、さつま芋を植えたので、大きなさつま芋ができる事を期待しながら、ま
た秋に皆で収穫する予定です。

J

ほほえみ井口
「七夕に願いをこめて」

6月も終わるにつれ、少し気が早いとは思いますが、ほほえみ井口では各ご入居
者様に七夕のお願いを書いていただきました。皆様、各々の思いの丈を短冊に
書かれましたが、平和を願う方もいれば、何か美昧しい物を食べたいと願う方も
おられたり、様々願いがあってスタッフと一緒に考え決める方もいたりと皆様楽
しまれていました。広島においては緊急事態宣言が解除されたとはいえ、ご入
居者の皆様には色々な制約の中で日々過ごしていただいております。私たちス
タッフも以前のように皆様がのびのびと楽しんでいただけるようになる事を願
っています。

」

ほほえみみゆき
「紫陽花」

今年の中国地方の梅雨入リは 5月 15日と、とても早かったのですが、梅雨明け
は、今のところ、まだ先になりそうとのことです。鬱陶しい季節ですが紫陽花が
綺麗に見られる季節でもあります。施設の中も色とりどりの紫陽花で、とても華
やかになりました。皆様にも作っていただいたり、触っていただいたり楽しんで
いただきました。
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￡

ほほえみ
長寿の秘訣

生年月日

薬剤師

川崎孝明

1978年5月17日

近畿大学理工学部化学科
卒業
北海道医療大学薬学部薬学科卒業
卒業後はドラッグストア、調剤薬局で調剤を経験。
薬剤師になってから漢方薬の効果に驚き現在勉強中。
合気道初段
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5 ~口3 フェインについて2
医療の分野でカフェインは眠気、倦怠感、血管拡張性の頭痛等の薬として用いられています。カフェイ
ンの一般的な急性症状として中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠
等が出る場合があります。カフェインの摂りすぎについて大丈夫かなと不安になる方も多いでしょうか
ら一部の国や国際機関で摂取しても問題無いと考えられている目安も御紹介します。世界保健機関

(WHO)は2001年に妊婦に対してコーヒーを lEl3 4
杯までにすることを呼びかけています。英国
食品基準庁 (FSA)では 2008年に妊婦に対してカフェインの摂取量を 200mg（マグカップでコー
ヒー約 2杯分）に制限するように求めています。カナダ保険省 (
HC)では 2010年に 1日のカフェイン摂
取量として健康な成人で400mg（マグカップでコーヒー約 3杯）、妊婦で 300mg（マグカップでコー
ヒー約 2杯）までにするように呼びかけています。コーヒーだけを飲んでおられる方は上記の量であれ
ば問題無いと考えられます。ただし、他に栄養ドリンクやエナジードリンクも飲んでおられる方はカフェ
インの摂取量について注意して下さい。

貨こんにちは！株式会社千成です没

夏／＼テしないように、注意しましょう！！
人間の体は、高温・多湿な状態では体温を一定に保とうとエネルギーを消費してかなりの負
担がかかります。通常は負担に耐えることができますが、特に負担が強い場合や長引いたり
すると体に溜まった熱を外に出すことが出来なくなり、この状態が続いて様々な症状が現れ
るのが夏バテと呼ばれるものです。
冷房の無かった時代は猛暑による体力低下・食欲不振などいわゆる「夏やせ」と呼ばれる症
状が主でありましたが、空調設備が普及した現代では気温と湿度の急激な変化により自律
神経のバランスが崩れて起こることが多いと言われています。
ストレスや冷房による冷え、睡眠不足なども原因となります。
「夏バテ」という名称から夏のみの症状であると思われがちですが、気候の変化が激しい梅
雨や初夏にも起こりやすいとされています。

改善と予防
栄養補給をしっかりと行い、体を十分に休めることが大切です。ビタミンや蛋白質の不足も
夏バテを招く原因となるため、食事は豚肉や大豆・魚、野菜など色々な食品をバランスよく摂
り、冷えを増長する冷たいものは控えて暖かいお茶などを飲むようにすると効果的です。特
に水分補給が重要で、夏場は軽い作業でも 1日2 3リットルの汗をかくため、意識的に水分
を取るようにしましょう。
冷房を入れる際は、体に負担がかからない様に室温と外気の差を 5℃以内にすることが望ま
しいです。
それが出来ない場合はひざ掛け・カーデイガン等で冷え具合を調節しましょう。

(
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ご利用者の満足、地域の信頼を得て広島と呉で介護施設をご用意。
ほほえみ株式会社R

廿H

本社
〒730‑0022
広島市中区銀山町3番 1号ひろしまハイビル2
1
TEL(
0
8
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)541‑2527 FAX(
0
8
2
)248‑1500

医療法人ほほえみ会R
〒737‑0046
呉市中通一丁目 2番 3号
TEL(0823)21‑2525 FAX(0823)21‑2711

令
」

ほほえみ診療所
〒730‑0024
広島市中区西平塚町4番 15号
TEL(
0
8
2
)541‑2528 FAX(
0
8
2
)541‑2529

I広 島 地 区 早 TEL.082‑541‑2525

￨

I呉 地 区 亘 TEL.0823‑21‑2525
ほほえみ

ほほえみグループ広島統括本部

ラ・ポルトほほえみ本館

グループホーム広島西

■ほほえみ有料老人ホームエクセレント［介護付］

■入居定員／ 18名
■入居対象者／認知症がみられる要支援2及

（特定施設入居者生活介護）
入居定員／ 85名
ほほえみ有料老人ホームエクセレント［住宅型］
入居定員／ 33名
◇ほほえみ診療所（在宅療養支援診療所）
◇重度認知症デイケア

■

び要介護 1以上の認定を受けている方。
小学校が隣にあり、自然が豊かで静かな環境
の中で元気に笑顔で過ごしていただけるよう
に努めています。

ラ・ポルトほほえみ

ほほえみ有料老人ホーム

グループリビング棟

広島西［住宅型］

＿

■ほほえみ有料老人ホームエクセレント［住宅型］
入居定員／ 36
名
■ほほえみグループリビングエクセレント

■入居定員／32名
■入居対象者／要介護の認定を受けている方。

デイケア利用可。
のどかな雰囲気でレクリエーションやリハビリ
に積極的に取り組んでいます。

入居定員／ 18名

＂四日

医類と介護の複合施設として、
安心できる環境をお届けします。
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ほほえみ有料老人ホーム

ラ・ポルトほほえみ

井口［住宅型］

ショートケア棟

■短期滞在型介護施設ショートケアほほえみ

■入居定員／ 24名
■入居対象者／要介護の認定を受けている方。

◇l
Fリハビリセンター
◇ 2F重介護フロア入居定員／23名
◇ 3・4F一般フロア入居定員／ 50名
重度の方から、リハピリが必要な方を対象に
都心でも利用しやすい料金設定で安心です。

ほほえみ有料老人ホーム
矢野［介護付］

■入居定員／72名
■入居対象者／要支援 l・2及び要介護 l以上の
認定を受けている方。経管栄養可。
緑に囲まれた自然環境の中で、ゆったりとした
生活を送れます。全室個室、安心な医療連携に
て24
時間あなたの暮らしをサポートします。

経管栄養可。
ターミナルケア（終末ケア）を実施。全室広島
湾が一望でき、朝陽があたります。広めの居
室で面会家族もゆったり過ごせます。

I

総施設慨要

■診 療 所
■老人保健施設
■有料老人ホーム
■グ）レープホーム
■高齢者専用賃貸住宅

2カ所

1
施設（定昌 88
名
）

1
1施設（定員 562名
）
2施設（定負 36名
）
1
施設 (
2
0室
）
デイサービスセンター

．
．ほほえみ有料老人ホーム

安芸路［住宅型］

■入居定員／40名
■入届対象者／要介護の認定を受けている方。

経管栄養可。デイケア利用可。
共有スペースが広く「信頼」をキーワードに快適
で穏やかな環境を提供させていただきます。

｀

ほほえみ有料老人ホーム

,
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みゆき［住宅型］

■
38名
■入居定員／
入居対象者／要介護の認定を受けている方。

経管栄養可。
ターミナルケア（終未ケア）を実施。家庭的な
環境のもとで、安心とやすらぎをご提供させて
いただきます。

ほほえみグループ呉統括本部

ほほえみ呉束

（通所介護・介護予防通所介護）
定員／40
名
対象者／要支援 l・
2及び要介護 1
以上の認定
を受けている方。

■
■

趣味•特技を発揮できる場の提供に努め、一人

一人と談話する機会を多く持ち、スタッフが足マ
ッサージを行うなど家庭的な雰囲気作りを心が
けています。短時間通所可能です。

認知症対応型共同生活介護

グループホームほほえみ呉安浦
■入居定員／ 18名
■入居対象者／認知症がみられる要支援2及

び要介護 1以上の認定を受けている方。
陽射しがいっばいのリビングでゆったり落ち着
いて、みなさんと楽しくその人らしい生活が送ら
れるよう支援いたします。

クリニックほほえみ呉
◆重度認知症デイケア
◆デイサーピスセンター
地域に根付いた高齢者の方のための医療
施設を目指しています。

介護老人保健施設

ほほえみ呉中央

■定員／88名
■入所対象者／要介護 1以上の認定を受けて
いる方。
認知症の方から寝たきりの方まで様々な介護
の必要な方に対応できるよう、施設で体制を
つくり取り組んでおります。

砥

高齢者専用賃貸住宅

、ライフアシストほほえみ呉中央
' ■入居室数／全20室
■入居対象者／要支援 1・2及ぴ要介護 1以上

の認定を受けている方。
高齢者の方の安心でいきいきとした生活を温
かく支援します。
呉駅前通りに面し、病医院や介護施設が隣接。
安心した生活の場を提供します。

ほほえみ有料老人ホーム
呉蔵本通り［住宅型］

■入居定員／57名
■入居対象者／要支援 l・2及び要介護 1以上

の認定を受けている方。経管栄養可。
デイサービス利用可。
要支援から要介護 5までの広い範囲で入居し
て頭いており、一日一日を穏やかに過こして
頂けるよう裔齢者への気持ちを大切に笑顔で
対応することを心がけております。

ほほえみ有料老人ホーム
つばき［住宅型］

■入居定員／ 18名
■入居対象者／要介護2以上の認定を受けて

いる方。経管栄養可。デイサービス利用可。
高齢者への感謝の気持ちと一人一人の尊厳
を大切にし、家庭的な雰囲気で過ごして頂け
るよう対応いたしております。ターミナルケア
（終末ケア）に積極的に取り組んでいます。

ほほえみ有料老人ホーム
広国際通り［介護型］
■入居定員／36名
■入居対象者／要支援 1・2及び要介護 1以上
の認定を受けている方。
毎日を生き生きと過こしていただくために接
遇や環境づくりに気を配り、暖かい気持ちで
対応させていただきます。

