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７０歳の還暦を迎えて

〜人生七十古来稀（古希）にあらず〜

私たちは知的リハビリテーションをめざす！

〜夢あるリハビリテーション〜

県介護人材育成事業で最高グレード受賞！

Ｃｏｍ．
Ｄｏ ＤＡＮＫＥ「お茶会の様子」

フェニックス総合クリニック

２度

目

７０歳の還暦を迎えて
〜人生七十古来稀（古希）にあらず〜
新年明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いいたします。
年末に満70歳を迎え、今年は複雑な心境で新年
を迎えています。健康寿命10年未満を迎える70
歳代を悔いなく今後どの様に過ごすのか、過ごした
いのかを改めて自問してみました。

特定医療法人フェニックス
社会福祉法人フェニックス
理事長 長 縄 伸 幸

調査の要約：自分が高齢者だと思い始めるのは75
歳位から、人を高齢者だと思うのは70歳位で5歳
ぐらい「自分」と「他人」に対する高齢者に対する感
覚の差がある。

高齢者の就労意識
・高齢者の就労の現況：男性の60歳から64歳まで
の就労は77.1％、65歳から69歳までは53％、
女性の60歳から64歳までの就労は50.8％、
65歳から69歳までは33.3％である。日本の65
歳以上の就労者は635万人（2013年）
と全就労
者の10％を超えたが欧米は1〜5％と極めて少
ない。
・就労の理由：自分や家族への経済的援助がもっと
も多く、次いで生きがいや社会参加である。
・定年の延長や高齢者の定義の変更が論議：現在定
年は65歳であるが、70歳まで延長も密やかに検
討されている。また、高齢者の定義も65歳から
70歳以上（厚労省）
や75歳以上（老年学会）への
変更が提案されている。

70歳は還暦の時代に
「人生七十古来稀なり」と言われ、数えで70歳
(満69歳)になるとその長寿を讃え親族挙げて古希
の祝いが催されました。
しかし、2015年の日本人
の平均寿命(乳幼児なども含む日本国民の平均寿
命)は男性が80.77歳、女性87.01歳です。70歳
まで生きた男性の私は、85歳ぐらいまで、女性は
90歳以上生きることになります。私が生まれた70
年前の平均寿命は55歳ぐらいですから70年間で
寿命が約30年も伸びています。従って、高齢者は
昔に比べ10年近く若返っており、還暦は60歳では
なく今は70歳であると言われるようになりました。

高齢者とは何歳から？(高齢者の日常生活に
関する意識調査より：内閣府、2014年)

加齢による体力や知的能力の変化

・「自分は高齢者だと思いますか」の設問に、75歳
未満の人は高齢者であることに否定的であるが、
75歳以上の人は自分は高齢者であると認識して
いる。
・「どんな時に高齢者と感じるのか」の設問では、体
力の変化や記憶力の変化に気づいた時である。
体力の変化とは、疲れやすい・力が弱くなった・歩く
速度が遅いなどである。
・「高齢者とは何歳以上か」の設問には70歳以上と
思っている人が多い。高齢者のイメージが人のこ
とと自分のことでは５歳ぐらい差がある。
・「支えられるべき高齢者とは何歳以上か」の設問
では75歳以上、次いで80歳以上が多い。つまり、
支えが必要と思う年齢は自分が思う高齢者よりも
５年ぐらい先である。

・筋力・持久力・瞬発力・バランス機能について齢を
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重ねる
（加齢）
ことにより最も早期から
衰退するのがバランス機能で40歳半
ばには20歳の半分まで低下し、70歳
では20％まで激減する。同様に瞬発
力や持久力も70歳では半減以下で
あるが筋力は60％とかなり維持され
ている(図1)。
・基礎代謝（細胞の活発度）は20歳を
境に徐々に減少し、特に男性は40歳
以降に急に減少し、女性は中学生の年
代から直線的に徐々に下降しやがて
冷えを訴えることが多くなってくる
（図
2）。
・流動性知能と結晶性知能：直観力・処
理能力などの先天的能力である流動
性知能は20歳を超えると徐々に減退
してくるが、経験や学習などで苦労し
て獲得した(汗の)結晶性知能は学習
の継続で加齢に関わらず維持するこ
とができる
（図3）。
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高齢者の体力向上が著しい
（直近18年間の体力テストより）
・ 平 成 1 0 年からの 1 8 年 間 の 高 齢 者
(65歳〜79歳)の体力テストの年次
推移をみると男女共に著しい体力の
向上が見られる。特に70歳から74歳
のグループは平成12年の65歳から
69歳グループの体力と同等であり、
また75歳から79歳のグループは70
歳から74歳グループの平成12年14
年と同等の体力まで向上している。特
に女性の体力の向上は際立つ（図4）。

図4

介護保険認定率から見た高齢者の
自立度の継時的変化
身体能力の低下で介護を必要とする
人（要介護認定者）の年齢別の認定率を
みると75歳から加齢とともに直線的に
増加しており、80歳で30％、85歳で
52.3％、90歳では74％の人に介護が
必要になっている。
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フェニックス総合クリニック
図5

70歳は幼稚園の年中組、人生は70歳からが
愉しい
・「還暦は人生の折り返し点であり、暦をもう1度零
にセットし新たな人生の再出発とすべき機会でも
ある。今まで社会人として20歳から60歳まで毎
日8時間働いた時間の総合計と同じ時間数が60
歳以降の自分の自由時間(寝る・食事・入浴などの
最低必要時間以外)に相当する、今後は自分が楽
しめる人生設計を。10年ごとに分けて、60歳代
は年少組、70歳代は年中組で自分中心に1番楽
しむべき時期、80歳代は年長組でそろそろ未経
験で不安な世界（小学校進学）への準備も頭をよ
ぎる」ことを知るも、私の年少組時代（過去10年）
は50歳代と変わらぬ現役生活でした。3月末に幸
いにも次世代に順調にバトン
（継承）
が渡せそうで
すから、今後の年中組での過ごし方をゆっくり考
えられそうです。前半5年間は引き続き地域に、後
半の5年間は自分自身のために地域と関わりを
持っていきたいと思っています
（図5）。

図6

両親から学んだ尊厳（主体性）のある人生、
簡素な終末
人生をいつどのように卒業するかは定かではな
いが、その時が来る直前までキリッとした存在感を
保っていた両親は私に無言で最善の範を示してく
れたと思っています。私が今後年中組をどのように
過ごすかは今即答できませんが、いつものように走
りながら考えることになりそうです。ただ医師として
皆様と共有したいことは、
「 人間は集団で肌を寄せ
合って生きている、歩く四足動物」であり、老いるに
従いその傾向は強くなってくるようです。足の裏に
は全身を刺激するツボ（図6）がありますが歩くに必
要な脳の司令部は小さい。動物として生き抜くため
の「食べる・呼吸をする・話す・物を持ち使う」などの
機能に関わる脳は広範囲におよんでいる。日常の
「食べる・出す・よく動く・交わり話す」ことが如何に脳
を刺激しているかを理解していただきたい。この様
な動物としての原始的で自然な生活が私たち人間
としての尊厳をいつまでも守っていくことになると
両親から教えられました。

ホームページ＆Facebookのご案内
フェニックスグループでは、Facebookで各事業所での活動や取り組みを公開しております。
職員が外に出向き、講師として話す姿や、ご利用者様と一緒に作る、農作業やクッキングなど、普段見ら
れない場面を公開
☆Facebook
☆ホームページ
しております。
「フェイスブック
「特定医療法人フェニックス」
フェニックスグループ」
ぜひ、ご覧ください。
で検索！
！

で検索！
！
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フェニックス総合クリニック

フェニックスのリハビリテーション
〜リハビリ病棟の実績〜

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
メディカルセンターフェニックスがオープンして、はや4回目のお正月を
迎えさせていただきました。
今回は総合クリニック2Fにあるリハビリ病棟のご紹介をさせていただき
ます。この病棟は回復期リハビリといって、骨折や脳卒中、肺炎などの病気
や手術・ケガ後早い時期の患者様が多くいらっしゃいます。早い時期にリハ

フェニックス総合クリニック
院 長

長縄 敏毅
リハビリテーション科専門医
整形外科学会認定専門医
日本体育協会公認スポーツドクター

ビリを集中的に行うことは非常に大切です。
したがって、当院では土日はも
ちろんお正月も休まずリハビリを実施します。

図1 リハビリ効果

リハビリでは歩いたり、筋力・体力をつけたりする

在院日数

ことは基本ですが、言葉や飲み込み（嚥下）の訓練、
着替えや入浴、調理などの家事動作、仕事復帰に向
けたリハビリなどを多岐にわたって行っています。

回復期リハ
全国平均

フェニックス
総合クリニック

またご自宅に退院される前には原則ご自宅に患者

全体

72.7日

30.9日

様ご家族と一緒に訪問させていただき、入院中に行

脳血管

89.2日

28.5日

った訓練で無事に退院できそうか確認を行っており

整形

59.2日

33.4日

回復期リハ
全国平均

フェニックス
総合クリニック

入院時

73.2

76.9

退院時

90

94.93

最近では県内外の多くの患者様・病院様からお問い

利得

16.8

17.98

合わせをいただいています。
リハビリ入院は基本的

入院時

67.5

74.6

に予約制ですが、見学やお問い合わせは随時承って

脳血管 退院時

85.2

91.75

利得

17.6

17.15

入院時

81

79.2

退院時

97.7

98.1

利得

16.7

18.8

ます。退院後のリハビリや介護保険の申請・サービ

FIM

ス内容の相談も一緒に行い、安心してご退院できる
ようサポートさせていただきます。
結果、
リハビリの効果・効率は全国の回復期リハビ
リ病棟の平均を大きく上回ることができました（図

全体

1）。このような取り組みをご評価いただけたのか、

おりますので、スタッフにお気軽にご相談下さい。

整形

※全国平均データは、回復期リハ病棟協会調査報告書より抜粋

【解説】 FIMとは日常生活の能力を点数化したも
のです。
（ 満点126 高いほど能力が高い）全国平
均レベ ル の 機 能 回 復を短 い 入 院日数（ 半 分から
1/3）で達成することができました。

外科 内科 整形外科 リハビリテーション科 健診 人間ドック

（リハビリ部 左高裕隆 在宅ケアを支える診療所・市民全国
ネットワーク 第22回全国の集いin鹿児島2016で発表）

5

フェニックスリハビ

私たちは知的リハビリテーションをめざす！
〜夢あるリハビリテーション〜

少子高齢化、病院機能の再編、AI（人工知能）の進化等、医療介護業界を取り巻く環境は目まぐるしく
変化しています。そのような中で、
リハビリのあり方についても今後考え方が変わります。現在のリハビリ
は単位数で評価されていますが、これからはアウトカム（成果）で評価されていきます。すなわち、今まで
は「どれくらいの時間、
リハビリを実施したか」を評価されてきましたが、今後は「どれくらい良くなったか
＝FIM（日常生活活動の介助量を点数化したもの）が何点上がったか」が評価されます。
そこで私たちは生活期を意識した「個の生活の質」を視点にした知的リハビリを目標にしています。
「個の生活の質」とは真の目標を探る事で例えば「歩けるようになりたい」は目標ではありません。歩け
るようになったら「何がしたいか」
「どこに行きたいか」までを探るのが大切です。
「知的リハビリテーション」とは個々の望ましい生活期の過ごし方を具体的に想定した知恵のいるリハ
ビリを作成する事です。高齢者に過度なリハビリ効果を期待するより、日常生活のQOLを高める視点で
の取り組みが重要と考えるからです。質の良い生活を追求するリハビリの三大重要要素は、①少なくとも
車椅子での自立、②自分で食事、③自分で排泄です。

知的リハビリテーションの具体例
●知的リハビリの基本は正しい座位姿勢 の確保から始まります。
フェニックスでは様々な椅子が用意されています。一般的に介助量が多い患者様は車いすを『椅子』
とし
て使用されることが多いのが現状となっています。
しかし、私たちはあくまでも車いすは移動するための道具と考えています。
正しく椅子に座っていただくこと

×

で、安定した姿勢と座位を保ち、疲
れを抑えてくれます。また足をつき

○

踏ん張るため、足底の感覚刺激が
脳を刺激し、逆行的な脳への刺激
伝達トレーニングにもなるのです。
フェニックスで自分に合った椅子
を見つけることがリハビリへと繋が
ります。

座位が安定しない
足が床から離れている

正しくない座位姿勢

正しい座位姿勢

●知的リハビリの基本動作は移乗 からです。
介助量が多い患者様もトイレで排泄する可能性を追求します。
病棟では入院時ベッド上オムツ交換は、
リハビリ職員も日常生活の
中でトイレ介助し、看護師と協力して実施しています。多職種で日
常生活に関わる事が次の施設（生活期）を意識した本当に必要なリ
ハビリになるからです。排泄動作は起立、移乗、更衣の複合動作で
あり、
トイレに行くだけで素晴らしいリハビリとなります。
積極的なトイレ誘導
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ビリテーション部
●知的リハビリの最重要基本生活行動は食事の自立 です。
「元気になったから食べれるようになる」ではなく、
「口から食べるから元
気になる」のです。①よく噛んで口から食べると目が覚める。よく噛むために
は目で見て、匂いを嗅ぎ、舌で味わうことが重要である。②内臓が目を覚ま
す③脳全体が活発になる④感覚野と運動野を刺激する。これは、ペンフィー
ルドの脳地図でも記されており、脳地図で最も大きい支配領域は口と手で、
食事は「脳の最大活性化刺激動作」です。

ペンフィールドの脳地図

脳の中に地図があるってホント？
ペンフィールド（カナダの脳神経外科医）は「実験」の結果、ペンフィールドのマップとよばれる不思
議な図を発表しました。脳のあちこちを電気刺激することで、脳の機能がまるで地図のように場所に
よって分業をしていることがわかりました。この絵のように、脳の中の場所ごとに、手や足、口、目など
といった感覚や運動が、分
業 で 行 わ れて い ることが
わかります。
人 間 は２本 足 で 歩く哺
乳類ですが、手を使って文
明を築いてきました。その
ため、手に対応する脳の面
積 はとても 大 き い も のに
なっています。口が大きい
のも、大切な食べ物を体に
取り込 む 重 要 な 部 分 だか
らなのでしょう。

受講者募集
（第24回）卓球療法士 初級講習
NPO法人日本卓球療法協会認定講習

R

2018年

1月28日

9：00〜18：00

健康館フェニックス（岐阜県各務原市鵜沼各務原町４-318）
※卓球療法士初級は日本卓球療法協会の会員にならないと名乗れません。
講習時に入会できます。
（入会金2000円、年度会費2000円）

★受講料

10,000円（資料代含む、当日支払） ★定員

★申

申込者本人が直接☎080-8748-4600か

込

★持ち物

申込先着18名

健康館 フェニックス

★申込締切

2018年1月26日

takkyu-ryoho@docomo.ne.jp 長渕まで

昼食、動きやすい服装・シューズ、
（あれば）ラケット、筆記用具
注：初級の取得によりすぐに卓球療法の仕事ができる訳ではありません。

卓球療法とは…医療機関や介護施設等において、身体疾患・認知症や介護予防が必要な方、精神疾患の方を対象に、
医療・福祉職や卓球療法士が、卓球の用具を活用して医療的・社会的リハビリを目指すものです。
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フェニックス総合クリニック

5階（フェニックス在宅支援クリニック）

患者様ひとりひとりに
寄り添った、診療を♥
あけましておめでとうございます。
今回はメディカルセンター5階のフェニックス在宅支援クリニックについ
てお話ししたいと思います。フェニックス在宅支援クリニックでは、総合病院
などから急性期治療を経過した患者様や、在宅、介護施設等からの患者様、
癌終末期の患者様などを幅広く受け入れています。また、入院だけでなく、
通院困難な患者様に他の診療所と連携して訪問診療を行っています。
当院の主な機能として、

フェニックス総合クリニック
副院長

長縄 康浩
消化器病専門医
消化器内視鏡専門医
日本消化管学会 胃腸科専門医

① 病気の治療、
② 緩和ケアや看取り
③ 生活期、慢性期療養へのプランニングとリハビリ

患者様ひとりひとりに寄り添った、プランニング
病名は同じであっても患者さんひとりひとりの身体状況や生
活環境は異なります。病状が落ちついても皆が同じように生活
出来るわけではありません。年齢や身体の状態・認知機能はも
ちろんのこと、患者さんの性格や価値観、家族関係、友人関係、自宅の環境、経済状況など様々な要因が影響
します。また、人それぞれ生活の希望や喜び、楽しみが違います。
当院ではそれらの情報をもとに、
ご本人、
ご家族とともに最適な生活期、慢性期療養をプランニングしてい
きます。ご本人、
ご家族との面談のほかに、医師・看護師・リハビリスタッフ・管理栄養士・ケアマネージャーなど
の多職種が毎朝合同で回診を行い、病状だけでなく退院後のプランニングを含めて総合的に評価し、治療・
リハビリを行っています。必要に応じて自宅環境を確認させていただき、生活での問題点の抽出やリハビリ
の目標を設定し、効率的にリハビリを進められるように心がけています。また、スムーズかつ安心して生活し
ていただけるように、必要な介護サービスや福祉用具などをご提案させていただいております。退院後も、
ご
利用されるサービスや療養される施設と情報や問題点を共有して、
プランを引き継ぎ、
リハビリや支援の継
続を行っていきます。

往診・訪問看護
訪問リハビリを

おこなっております。
［お問合せ］

フェニックス総合クリニック
電話 058-322-2000（代表）

外科 内科 整形外科 リハビリテーション科 健診 人間ドック

フェニックス総合クリニック受付まで
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インフルエンザワクチンがない！
！
インフルエンザワクチン不足のニュースを多くの

慢性心疾患患者、慢性腎疾患患者、代謝性疾患患

メディア報道でご存じの方も多くいると思います

者、ステロイドを内服している人）は、シーズン前の

が、
この冬のワクチン供給量は昨年を下回り、過去

予防接種が重要です。

５年間で最も少なくなっています。ゆえに、希望した

健康な人もワクチンには、重傷化を防ぐ効果や周

人たちに行き渡らせるための対策として、13歳以

囲への流行を広げない効果が期待できるので、受

上の任意接種については、原則1回接種とし、2回

けれるなら接種をしておくとよいと思います。

接種は控えてほしい」…的な通知を

● 予防接種以外の予防法はありますか？

厚生労働省が行ったのは10月6日

一番の予防は手洗い、
うがいです。マスクは自分

のことでした。では、なぜこのような

を守る為に効果的ですが、マスクの付け外しの際に

事態になっていたのでしょう。

ウイルスの付着した手で口や鼻に触れば感染してし

● 意外な原因

まいます。付け外しの際は必ず手を洗い、日頃から
体調管理に気を使い病気に負けない身体をつくり

「今期はワクチンの製造に使用する株が製造過程

ましょう。

で変更となりすでに製造に入っていた分が使用で
きず最終的な株の決定もずれ込み各メーカーの製

● インフルエンザに感染したら

造開始も遅れた為」
とされていました。
そもそもの問題は、インフルエンザにはＡ型（２

インフルエンザにかかった

種）、
Ｂ型（２種）の計４種類がありこの４種類のウイ

ら、なるべく早めに医療機関

ルスに効くワクチンが製造されています。各ウイル

を受診しましょう。安静にして

スにはいくつものウイルス株があり、
どのウイルス

体を休めるとともに、他の人

を使ってワクチン株を製造するかについて、国立感

にうつさないようにすること

染所研修所が流行を予測し、厚生労働省が決定す

も大切です。インフルエンザ

る流れになっています。これにそって今年も製造が

ウイルスは増殖のスピードが速いため、症状が急速

すすめられていましたが、その中の株の一つが増殖

に進行します。したがって、具合が悪くなったら、単

効率があまりにも悪いことがわかり、
このままでは

なるかぜだと軽く考えずに、早めに医療機関を受診

昨年度の７１％程度しか生産できないリスクが明ら

しましょう。
治療薬としては、飲み薬のタミフル、吸入薬のリ

かになった為、急遽別のワクチン株に切り替えられ

レンザとイナビル、点滴薬のラピアクタの4種類の

各メーカーの製造開始が遅れたのです。

ほか、新型インフルエンザ用にアビガンという薬が

● 予防接種はどうしても必要ですか？

あります。

一般的にインフルエンザにかかった場合に重傷
化しやすい人（高齢者、妊婦、慢性呼吸器疾患患者、

お知らせ
フェニックス総合クリニックではインフルエ
ンザワクチンの接種が可能です。まだの方は
お申し出ください。今年度は、ワクチン不足に
あたり、各務原市のインフルエンザワクチン助
成金（６５才以上）は平成３０年１月３１日までと
期間が延長となりました。
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介護保険料が８０００円になる？
超高齢化社会を迎え、これからどうする！

地域包括支援センターかかみ野

山田 美穂

各務原市の高齢化率は26％を超えて、高齢化が問題になっています。
今の介護サービスを維持したり、充実させたりする
つまりサービスを受けていない高齢者にとってはその
には保険料を引き上げる必要があります。
しかし、その
ありがたさを実感することが難しく、保険料の負担の
負担は実額で示されていてわかりやすく、また年金か
方が切実かもしれません。
ら天引きされることから年金額との比較で「もう引き
でも、
だれもが、要介護状態になり得ることを思い起
上げは限界だ」という声も強くなってきました。どうす
こし、せっかく作った制度を維持するためには、
どうやっ
ればいいのでしょうか？
て、
「 お財布」に必要なお金を入れ続けるのか。そのお
いま、介護保険の元締である厚生労働省は、保険料
金の元手は保険料なのか、税なのか。誰が払うのか…
の引き上げ額を抑えるため、介護保険の「お財布」から
…。これからも様々な議論が必要です。その土台とな
出ていくお金をできるだけ少なくしようとしています。
るのが、
「わがまちの保険料と給付費」なのです。
介護保険を使うための条件を厳しくする、保険の対象
各務原市の１人当たりの介護保険料は4900円で、
となるサービスを減らす、利用者の自己負担も増やす
おおよそ全国平均です。
……。そんな方向で制度変更が
■第1号保険料基準額
8165円
進みます。
6771円
ただ、あまりやりすぎると、
「せ
4972円 5514円
4160円
4090円
っかく保険料を払っているのに、
2911円 3293円
全然使えないじゃないか」
という
不満が高まりかねません。
介護保険は介護サ ービスを
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 2020年度 2025年度
受ける要介護者やその家族に
2000〜02年度 2003〜05年度 2006〜08年度 2009〜11年度 2002〜14年度 2015〜17年度 （見込み）（見込み）
とってはとてもありがたい制度 ※介護保険料の推移は、厚生労働省集計「第6期計画期間・平成37年度等における
介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」のデータを元に作成
です。しかし、要介護ではない、

現在、各務原市と医療介護現場ではどのような対策をしているのでしょう。
＜高齢者ご本人に向けて＞
地域で元気な高齢者を増やしていく。
フレイル（高齢になり筋力や精神面が衰えている状
態）の方が要介護状態にならない
工夫として、市をあげて高齢者向
けの体操教室の実施やかかみ野地
区のグリーンベンチは、介護予防や
介護保険からの卒業を目標に始め
ました。

＜夏から始まった新事業＞
Ｈ29年8月から本格的に始まった
介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）
、
一時的に悪くなった足腰などサービスを利
用し鍛えて、
サービス利用の卒業を目標とする。
総合事業を利用してデイやヘルパーを使っている方
が増えてきました。従来の介護サービスと違い、
これ以
上悪くならないための予防という観点です。
高齢化社会を生き抜いていくには、
ご利用者様のや
りたいことを見つけ、お互いが努力する必要があると
思います。時々「介護保険料を払っているのだから、使
わなくては損だわ。」と言われる方がいます。
しかし皆
さんがどんどんサービスを利用すれば、介護保険料も
どんどん上がっていきます。それよりも、
これから新し
く何かやってみたい、今までやれなかった事を試してみ
た。活躍したい等の前向きな気持ちを大切にしたいと
考えています。私達包括かかみ野もフェニックスグル
ープも今、何が必要なのか常に考えています。ご相談
がありましたら包括かかみ野へご一報ください。みな
さんの夢や希望を一緒にかなえていきましょう。

＜包括支援センター等の相談機関に向けて＞
介護保険をご利用中の方のケアプランの見直しで
過剰なサービスではなく、本当にしたいことを念頭に
計画を立てる様、ケアマネもご利用者も意識改革サー
ビス利用前提のお世話型になっていないか？自立支援
をという視点で、個別地域ケア会議を法人内、市とも
開催しています。そこでは専門職
のアドバイスをもらいながら話し
合いを行っています。例えばなぜ
入浴が自宅できないのか？どう
すれば入れるようになるのか等。
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介護予防デイサービス

デイサービスは
新たなステージへ！
！
現在、高齢化社会において「退職」
「怪我」
「病気」もし
くは「加齢」
と言った理由により社会的役割や家庭内で
の役割を喪失してしまう方が多いと言われています。皆
様はいかがでしょうか？
「まぁ歳だから」
「足が悪いから」
「膝腰が悪いから」何にもできないと思っていません
か？実は「できるけどしていない事」がほとんどで「でき
る事」
「自分自身の潜在能力」はたくさんあり、その実例
を沢山見てきました。デイサービスでは地域交流広場
も併設し地域の皆様の【生涯人生の現役】
【役割作と居
場所づくり】を応援する為に、
「 体感・実感・発見」と言っ
たコンセプトに基づき、介護予防運動、生活維持向上、
その日から役立つ医師、専門職監修の健康講座などを
行っています。那加地域はまんなか倶楽部、鵜沼地域
ははばたき倶楽部を開催して好評をいただいていま
す。これからも皆様に「できる事」を沢山提案し、生きが
いを一緒員になって作りたいと思っています。お気軽に
ご参加の上、皆様の声を沢山お聞かせ下さい。

健康運動実践指導者

吉国 親吾

問合先 TEL.058-372-3535

那加地域

各務原市那加門前町2丁目１０

デイサービス

Com.Do
パークサイドテラス
JR 高山本線

JR 那加駅

Com.Do 那加
各務原
郵便局
●

まんなか倶楽部 （那加地区）

鵜沼地域

日 時 月〜金曜日 10：00〜13：00 ※祝祭日休み
参加費 350円
※別途フリードリンク150円（コーヒー・紅茶）

各務原市役所前駅

市民公園

各務
ピアゴ
● ●市役

★

N

問合先 TEL.058-385-1155
各務原市鵜沼羽場町3-33-1
21

デイサービス

Com.Do DANKE

はばたき倶楽部 （鵜沼地区）

●モスバーガー

至おがせ池

日 時 月〜金曜日 10：30〜11：30 ※祝祭日休み
参加費 150円〜500円（メニューによる）
※フリードリンク付き

●

ヤマワ

21

JR 高

山本線

倶楽部メニューは、各施設へお問合せください。
那加地区

市民公園前駅
●
各務原市中央図書館
新境川

新那加駅

● 東消防署

★

至鵜沼

鵜沼地区

まんなか倶楽部、はばたき倶楽部では、
様々な活動を行っています

囲碁

■カラダ倶楽部

・ふれあい卓球
・レッドコード
姿勢美人コース
・サーキットトレーニング

「体感、体験、発見」をコンセプトとし、
誰もが得意な分野で活躍し、誰もが主役になれる場所です。

地域の子ども達との料理教室

■ココロ倶楽部

・DoDoクッキング
・語りながら絵を描く会
・フラワーアレンジメント

名鉄各務

レッドコードエクササイズ

■アタマ倶楽部
・麻雀倶楽部
・囲碁倶楽部
・脳トレ体操
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フラワーアレンジメント

■健康講座

・腰痛改善
・口腔ケア
・認知症講座
・高齢者の運転について

社会福祉法人フェニックス／特定医療法人フェニックス

県介護人材育成事業で最高グレード受賞！
岐阜県が昨年から始
めた「 県 介 護 人 材 育 成
事業者認定制度」で、社
会福祉法人フェニックス
と特定医療法人フェニッ
クスがともに初の最高
グレード1の認定を受け
ました。グレード1（極め
て質が高い取組を行う
優良事業者）
に認定され
たのは合せて3医療福
祉グループ。同制度は職
員の人材育成やワーク
ライフバランス、地域貢献など10項目について県が審査し3つのグレードで評価するもので、
これまでに県内101
事業者が認定を受けています。これを励みにして、
これからもフェニックスは地域とともに成長していきます！

取り組みの一例

★事業所内託児所
それいゆ

子育て支援内閣総理大臣賞を授賞

子どもたちと一緒に「ハイッ ポーズ」

★小学生を対象とした職業体験

★職員向けの全体勉強会

薬剤師と
調剤体験
医師と本物の胃カメラ操作を体験

スタッフ募集

フェニックスグループは定年がありません。
最後まで現役で社会参加をしていきましょう！
！

●介護スタッフ
●看護スタッフ
●その他（運転手、クリーンスタッフ）
※時間、勤務地などお気軽にご相談ください。

フェニックスグループ人事労務室
12

担当：寺本

☎058-379-3588

働くママレポート

フェニックス子育て支援
デイケアセンターA
千葉 志穂

Ｈ29年8月末に育児休暇を終え、休暇前と同じデイケアセンターＡへと復帰しました。
復帰前は自身の体力面や、子どもに何かあった時には休まなくてはならない事も多
くなるだろうと不安で、常勤として働く事で他の職員に迷惑をかけてしまうと思い、育
児・家事・仕事をしっかりと出来るようパートで働こうかという考えもありました。
しかし、働く前から考えていても仕方がない。まずは頑張ってみようと決め、常勤と
してまた働かせてもらう事にしました。
いざ働き始めると、家庭以外の触れ合いがある事で私の気持ちが楽になりました。
しかし復帰前の不安が的中し次男が熱を出し、次は長男と仕事を休まなければならな
い日もありました。それでも頑張れるのは「子どもは元気？」
「小さい子がいるのに頑
張ってるね」と声をかけてくださるご利用者様、フォローしてくれる職員、突
応援しています。
然の子守にも「いいよ」と助けてくれる義母のおかげです。
これからもがんばって
今後も自分の出来る限りで頑張りつつ、子どもたちは保育所・ショコラのご
ください。
利用者様と沢山の人に育ててもらいながら頑張っていきたいと思います。

キラッ と スタッフ発見!!

ケアハウスだんらん
厨房スタッフ 牧野 幸子 さん

8月からサンバレーかかみ野とケアハウスだんらんの厨房が直営となり多くの新しいスタッ
フが仲間になりました。その中の一人、ケアハウスだんらん厨房で勤務されている牧野さんを
ご紹介します。
牧野さんは厨房スタッフとしてだけではなく地域の力グリーンベンチ（鵜
沼各務原町）の一員としても活躍されており、
ご自身でつくられた編物作品
を今秋に行われたプラザ＆メゾンやコミュニティプラザDANKE秋祭りバ
ザーにも出品されました。
若い時に編み物学校に通いながら、編み物指導員の資
格取得後、長年レストランで接客や厨房の仕事をされまし
た。定年後グリーンベンチで活動しながらフェニックスの仲間になりました。働くことに対
して牧野さんは「元気だから働こう。それとグリーンベンチや包括支援センターかかみ野
のスタッフを通して介護という職場で働いてみたかったの。」と笑顔で話してくださいまし
た。何事も挑戦することが大好きという牧野さん。これからも趣味の編み物も含め多くの
事に挑戦し活躍されることと思います。

部活紹介 フェニックスバレー部
フェニックスバレー部は男女合同のチームです。週１回２時間体育館で練習
しています。
部員は２０人程おり、時には部員のお子さんも参加するアットホームな部活
動です。
練習は、
まじめにやっているのですが、笑いが常にあり、みんなで楽しくバ
レーボールを追いかけています。もちろん練習試合や公式戦などにも参加し
活動風風景と公式戦の一コマ
ています！
！
活動日時：毎週月曜 20：00〜22：00
一度遊びに来たら、楽しくて参加したくなるバレー部です。バ
活動場所：蘇原地区体育館（蘇原古市場町）
レー部だった、社会人バレーをやってる・やっていた、初心者だけど
活 動 費：100円/１回
バレーを始めてみたいという職員は遊びに来てくださいね。職員
必要なもの：運動できる服装、シューズ
じゃない方は、
まずは職員になって速攻バレー部へお越しくださ
問 合 せ：鵜沼地区 リハトピア 小林
須衛地区 サンバレー 古田
い。
「運動」
と
「笑い」の楽しい時間を提供いたします。
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ボランティア紹介

歌声ひろば

いつもありがとうございます

岩瀬 美奈子

初めまして、私たちのグループは老若男女？６人で「歌声ひろば」のボランティ
アをさせていただいています。失敗をしながらも皆様の励ましの言葉受け、更
なる向上を目指して活動をしています。
字幕を入れた動画をテレビに映し出し、
その歌詞を見ながらみんなで一緒に歌い
パソコンで編集した音と映像を流す
ます。
工夫がすごいです
幼い頃に歌った童謡・唱歌・抒情歌・青春時
代が蘇る昭和のメロディー等、懐かしい歌、思い出の歌をたくさん取り揃え、楽
しんでいただいています。
下手でもいいのです。みんなと一緒に大きな声で歌うと楽しくなり、
ストレス
も発散します。私はそんな楽しい歌を皆様にお届けしたいと思っています。

お茶を楽しむ

井上 直子

ダンケでご利用者のみなさんと、
お抹茶を楽しむようになって2年ほどの時間が経ちました。
始めた頃は、皆様にお茶を飲み、お菓子を食べて頂くだけのイベントでしたが、慣れるに従い、
ご利用者の皆様か
ら男女数人の方達に、着物を着てお手伝いをお願いするようになりました。
始めは「もう何年も着ていないから、恥ずかしい」
とのご意見もありましたが、一度着てみるとまた着たい、又お願
いしますと、希望される方もあるようになりました。
今は、
お茶のたて方、
お点前もお稽古して頂いています。
これからは今までの様に思うように体が動かなくても、歳を重ねたからこそ
できる、味のあるお点前を皆さんで楽しんで頂きたいと思っています。
私自身も皆さんとお稽古をする様になり、お茶を飲まれる時の凛とした皆
さんの表情に、今まで以上にお茶の持つ不思議な力に驚き、
ご一緒に勉強し
ていきたいと思いを深くしています。
これからも、
よろしくおねがいいたします。
井上直子様（真ん中）とご利用者様

出張 お抹茶サービスで大活躍

小林 茂子 様

出張お茶会はデイサービスＣｏｍ．
Ｄｏ ＤＡＮＫＥのご利用者達が主体となって
おこなっています。
今回はデイサービスCom Do33へ出張です。小林様は着物を着る事に初めは
戸惑いがありましたが、今では着物姿がすっかりお似合いです。
いろいろな場所へ出張サービスにてお茶会を開催する予定です。皆さま愉しみ
にしていて下さい。

点てたお茶を運ぶ小林様

ボランティアさん募集 地域の皆様の力をお貸しください。
フェニックスグループでは、
「あなたの元気が私の元気」でボランティア様にお手伝いいただいております。
喫茶補助、
クラブ活動披露、地域交流活動など様々な形のお手伝いを募集しております。
お手伝いいただける方、お手伝いの詳細などお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先▶フェニックスグループ（サンバレーかかみ野）
電話 058-379-3588 ＦＡＸ 058-384-0039 アクティビティ担当：酒井まで
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イベントだより
地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン

秋 祭り

デ イサ ービスす ずら

ん

リズムにのって
マイムマイム♪
楽しい音を聞くと、
自然と手拍子や体が動いて
くるんですね♪

理事
スタッ 長 、
大 は フも
しゃぎ
！
！

お見事！
！すてきな踊りを披露してくださいました
デ イサ ービス

フラワー
パ ークに出
かけ
ました

E
C o m .D o D A N K

バスにのって
秋の行楽へ出発

普段、
あまり歩かれない方も
元気いっぱい
歩かれていました

和太鼓による演舞

ニック
フェニックス総合クリ

鵜沼第２小学校６年生
青空の下で大合唱

楽しみながら散策

in フェニックス総合クリニック・リハビリガーデン
患者様の中には
涙をながして喜んだ方も
いらっしゃいました。

バスの乗り降りも
リハビリ

老人保健施設

ス
ハートピアフェニック

ピアノとバイオリンの
コンサート
バイオリンと

ピアノの音楽が
フロアに響き
ました。

やはり生の演奏は直接心に響く
素晴らしいものです
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打楽器をもって
一緒に演奏

この街の元気をつくりたい。
トータルケアでしあわせを応援します。
地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
フェニックス総合クリニック

メゾンペイネ ………………………TEL（058）370-5225

TEL（058）322-2000

（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

フェニックス在宅支援クリニック …TEL（058）322-2100

（小規模多機能サービス）

（老人保健施設）

介護予防デイサービスCom.Do2 …TEL（058）370-2800

ハートピア・フェニックス …………TEL（058）322-2221

ひだまり………………………………TEL（058）370-8885

（老人保健施設）

（グループホーム）

フェニックスデイケアセンターA&S TEL（058）322-2222

サニーテラス…………………………TEL（058）370-9915

（デイケア）

（グループホーム）

フェニックス在宅相談センター ……TEL（058）385-2244

事業所内託児所 ショコラ…………TEL（090）9960-0177

地域包括支援センターかかみ野 ……TEL（058）384-8844

Anti-Aging複合施設

サンバレーかかみ野 ………TEL（058）370-7777

健康館フェニックス

デイケアセンターきらら ……………TEL（058）370-8875

介護予防デイサービスCom.Do……TEL（058）379-2022

（老人保健施設）

メディカルフィットネスQ10 ………TEL（058）379-3388

（デイケア）

（デイサービス）

事業所内託児所 それいゆ …………TEL（080）7931-7823

ドクターズレストラン GA楽 ………TEL（058）379-1818

ケアハウスだんらん ………TEL（058）379-3377

コミュニティ・プラザ

ダンケ

フェニックス DANKE

さんさん

デイサービスCom.Do33 ………… TEL（058）379-3773
（デイサービス）

DANKE（暖家）………………………TEL（058）370-0070
（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

私の部屋…………………………TEL（058）370-1200
（グループホーム）

Com.Do DANKE …………………TEL（058）385-1155

Com.Do那加…………………TEL（058）322-5757

デイサービスセンターすずらん …TEL（058）385-3033

（デイサービス）

（リハビリデイサービス）

（認知症対応型デイサービス）

Com.Doパークサイドテラス …TEL（058）372-3535

地域交流広場 DANKE ……………TEL（058）385-1155

（介護予防デイサービス）

関I.C

各務原C.C

ケアハウス

N

だんらん

サンバレーかかみ野

岐阜C.C

R156

おがせ街道
東海中央
病院

JR高山線

那加
新那加

蘇原
市民公園

各務原

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE

Com.Doパークサイドテラス

至犬山

R21

Com.Do那加

各務原I.C

おがせ池

私の部屋

三柿野
至江南

関・江南線

東海北陸自動車道

名電各務原

おがせ

メディカルセンター

アピタ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

メディカルセンター・フェニックス
名鉄各務原線 おがせ駅 又は名電各務原駅より徒歩10分
JR高山線 各務原駅よりタクシーで5分

サンバレーかかみ野
東海北陸自動車道 関インターより車で10分

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン

特定医療法人

岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番

フェニックスグループ

羽場

交通のご案内

検索

名鉄各務原線 三柿野駅よりバスで15分
JR高山線 蘇原駅よりタクシーで7分

社会福祉法人

岐阜県各務原市須衛町1丁目132番

http://phoenix-g.jp
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らぽら・ぽら ………………………TEL（058）370-2800

リハトピア・フェニックス …………TEL（058）322-2220

