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フェニックス総合クリニック
介護予防・日常生活支援総合事業が始まる

人生最高の幸せは
生涯現役でありつづけること
〜その「こころ」は、自律(自立)した活動と
ささやかな社会参加の継続〜
齢を重ねるとは
加齢により身体的退化が著しく目立つのは、身体的

に徐々に移管されることになっていますが、
まず29年度

各務原市要支援認定者の予想推移

までに介護予防・生活支援サービス事業(介護予防デイサ

各務原市における要支援者の予想値Ｂを国が想定す

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

ービス、介護予防訪問介護・短期集中予防サービス)が

る目標値（65才以上高齢者Ａの増加率を上限とする）

先行・実地される予定である。自立度が落ち始める70才

Ｃに如何に近づけるかが29年度から開始される「介護

代前半の元気老人を脆弱させないで80才を迎えさせ

予防・日常生活支援総合事業」の主要課題である。

ることが第一目標である。また、要支援者に対する残り
のサービスであるショートスティ・福祉用具・住宅改修・訪
問リハビリ・デイケアなどは従来通り認定審査会を経て

二次予防事業対象高齢者(②)、要支援要介護認定高齢

要支援認定者のみ利用可能である
（新規のチェックリスト

者（③）対象に行ったアンケート調査結果は次の様であ

による利用は不可）。

バランス・俊敏性や持久力であり、循環器・呼吸器機能

る。

や筋力は比較的長く継続される。脳も学習や経験など

・介護や援助のきっかけは疾病にもとづくことが多く、

の努力で獲得した結晶能力は衰えることなく長く継続

骨 折・転 倒（ 2 3 . 6 ％ ）、認 知 症（ 2 2 . 9 ％ ）、脳 卒 中

我々市民は効率よく良質なサービスを提供しつつ、少

（20.4％）、心疾患（14％）などである。しかし、高齢

子超高齢社会を如何にうまく乗り切るシステムを地域で

される。

新地域支援総合事業成功のポイント

構築するか（地域包括ケアシステム）が問われている。

者のほぼ4人に1人は加齢による異常を感じている。

従って少し寝込むと動きが悪くなるのは筋肉の萎縮

自助(自立)や互助(支え合い)の強化は市民やボラン

・①②の高齢者の約60％は、食事・睡眠・運動などに配

ではなく筋肉を動かす脳神経刺激・伝達能力が早期に

ティアが対象となるため従来の行政手法を脱却した地

慮し、定期健診も行っている。

衰退するためである。
加齢とともに、生活不活発が続くと(廃用性変化)人
間らしさを支える脳の前頭側頭葉が萎縮し、やがて認

・②③の約半分が口腔機能低下を訴えている。

域に溶け込みながらワークショップなどを行い、多様な

・②の50%、③の70%がうつ状態になったことがあ

コミュニケーションの場で参加者の発言やアイデアを
引出しつつ、議論の整理・合意から誰かに支えられてい

る。

知機能が低下し、無気力や関係障害で「うまく生活」が

・①の60%、②の66%、③の94%が社会的役割を

できなくなってくる (老人性認知症)。

見失っている。

胴上げ型社会（1965）から肩車型社会（2050）へ

また、厚生労働省によれば要支援高齢者はADLの低

今後、日本は急速に少子高齢化が進み、やがて、
「一

下は少ないが、IADL（薬の内服、買い物、金銭管理など

人の若者が一人の高齢者を支える」肩車型の厳しい社

の生活行為）の面において支障が多く援助を要すると

会が訪れる。若者に大きな負担を掛けないために、高

警鐘している。

齢者は自立と社会参加をめざし、互いに支え合ったり、

地域包括支援センターかかみ野情報

子供・子育て支援で社会の担い手になることが強く求

地域包括支援センターにおける要支援者に対するケ

められている。

アプラン作 成 数（ 2 8 年 4月）は1 4 7 名で独居の方が

各務原市高齢者の現状

42名（28.6％）、高齢者夫婦のみ36名（24.5％）で、

かかみがはら高齢者総合プラン
（第６期各務原市高齢者

約半数の方はお年寄りのみで生活されその援助のた

福祉計画および介護保険事業計画：平成22年3月）の再

めのケアプランが作成された。また、今回プランを作成

作成にあたり、各務原市が平成27年に一般高齢者（①）、

しなかった要支援者は16名で、
うち10名はサービス
利用で状態が改善され支援が必要でなくなったいわゆ
る卒業者である。

る高齢者も同時に誰かを支えられるような仕組みづく

「介護予防・日常生活支援総合事業」の
目的とその概要

りを地域住民が自主的に行なえる様財政的・人財的援
助を行政は積極的に行うべきである。高齢者の新たな

65歳以上のすべての人を対象とした各務原市が行

活動と社会参加による地域創生はこのたびの地域支援

う介護予防事業である。介護保険の認定を受けていな

総合事業の大きな目的でもある。その成功例が和光市

くても高齢者一人ひとりの生活に合わせた柔軟なサー

や長崎県佐々町であり、介護予防と自立支援型マネー

ビスの提供で自立した生活を送れるよう支援するとと

ジメントで介護認定率が著しく低下している。

もに、積極的社会参加を引き出す自助・互助を目的とし

フェニックスグループの新たな挑戦と
実践成果

ている。高齢者すべてを対象とした一般介護予防事業
（運動器機能向上・口腔機能向上・認知症予防）
と基本チ
ェックリストによる生活機能低下がみられる人および要

私たちフェニックスは高齢者の新たな役割発掘と生き

介護認定された要支援者が対象である事業に大別され

がいづくりの場ときっかけづくりをお手伝いしています。

る。従来、介護保険下で行われていた要支援者へのす

関心のある方はぜひかかみの地域包括支援センターに

べてのサービスは各自治体が独自の新地域支援事業

声掛けしてください。

自立度の変化パターン −全国高齢者20年の追跡調査ー

高齢者自立度の変化パターン
〜全国高齢者20年の追跡調査より〜
秋山弘子（長寿時代の科学と社会の構造；科学、岩波
書店、2010）による、高齢者20年間の追跡調査でそ
の自立度の経年的変化は男女若干異なるが、疾病など
による大きな障 害がない 限り、概ね7 0 才を超える時
（男性の70％、女性の88％）から徐々に自立度が下降
し始め、78才頃に日常生活動作に援助が必要になって
くる。
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フェニックス総合クリニック

がん検診のススメ

リハビリのお話

『あなたの骨年齢は？ 〜骨粗鬆症の話〜』

〜第4回 胃癌とヘリコバクター・ピロリ菌〜

突然ですが質問です。
次のうち骨粗鬆症の可能性が高い方は何番でしょうか？

フェニックス総合クリニック
院 長

①若い時と比べ最近背が縮んできた。
②最近背中が丸く、猫背になってきた。

長縄 敏毅

③病院で背骨の変形が強いと言われた。

日本リハビリテーション学会専門医
整形外科学会認定専門医
日整会認定脊椎脊髄病医
日本体育協会公認スポーツドクター

④過去にちょっと転倒しただけで骨折したことがある
⑤病院で骨密度を測ってもらったら年齢平均ぐらいだと言われた。
(70歳代以上 女性の場合)
正解はわかりますか？

（図1）

答えは「全て」です。

実は骨粗しょう症は大変ありふれた病気です。特に日本の女性
は60歳代で約30%、70歳代後半で約50%の女性が骨粗鬆症
を発症していると言われ、
この数字は同世代の男性の約2.5倍と
なっています。
（図1）では、骨粗鬆症になるとどんな危険があるの
でしょうか？一番注意しないといけないのは骨折で、特に寝たきり
の原因となりやすい大腿骨骨折や脊椎圧迫骨折は要注意です。
言われます。また高齢者の骨折は認知症発症につながることもあ
ります。
骨粗鬆症を予防するにはバランスの良い食事と適度な運動が有効です。カルシウム、
ビタミンD、
ビタミン
Kなどが重要と言われています。また運動は、ジョギングやエアロビクスなど、骨に負荷がかかるほど効果が
あるとされています。ただし、高齢の方や骨量の少ない方では、無理をするとかえって腰や膝を傷めることが
あるので注意が必要です。簡単なストレッチの他、筋力増強運動や有酸素運動（ウォーキングやジョギング）、
転倒予防としてバランス力を養う運動を行うとよいでしょう。 （図2）
一方で既に骨粗鬆症となってしまった場合にはどうしたらよいでしょうか。大切なのは早期発見、早期治療
です。最近は骨粗鬆症の治療薬が充実してきて毎日飲む薬の他にも、
１週間または1ヶ月に1回だけ飲む薬
や、半年に1回打
つ注射などがあ
りま す 。当 院 で
は 、骨 密 度 は 手
関節の骨密度を
X 線 で 測 定して
い ま す 。数 分 で
痛 み なく終 了し
ますので、
ご自分
の骨年齢をご存
じない 方はぜひ
ご相談下さい。
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副院長

我が国の胃がん発生率は他の国に比べて高く、胃癌の発見や予防は我が国
長縄 康浩
では重大な関心事です。今回は、ヘリコバクター・ピロリ菌（以下ピロリ菌）
と胃癌
との関係、検診としてのピロリ菌検査について触れてみたいと思います。
消化器病専門医
ピロリ菌は1983年にオーストラリアの病理学者Robin Warrenと消化器病
消化器内視鏡専門医
医Barry Marshallによって発見、報告されました。当初は急性胃炎・胃潰瘍・十
二指腸潰瘍の病因としての関連が指摘されていましたが、現在は胃癌や胃悪性リンパ腫（胃MALTリンパ腫）
などの胃の悪性腫瘍との関連も指摘されています。さ
らに血を固める成分の血小板が減少してしまう特発性
血小板減少性紫斑病など、胃の病気以外でも原因菌と
して注目されています。これらの研究が世界的に進ん
で、
ピロリ菌の発見が医学界におおいな恩恵をもたら
し、発見者であるRobin WarrenとBarry Marshallは
ヘリコバクター・ピロリ菌
Robin Warren
Barry Marshall
ノーベル医学・生理学賞を受賞しました
（2004年度）。

【ピロリ菌感染と胃癌との関連】

骨粗鬆症があると寝たきりになるリスクは1.83倍に増加すると

（図2）

【はじめに】

ピロリ菌の研究が進み、現在ではピロリ菌は発癌作用がある細菌である考えられています。我が国のピロリ
菌感染者は約5000万人と推定されていますが、その中で胃癌を発症するのは一部であり、全感染者が発症
するわけではありません。感染者の多くは小児期にピロリ菌に感染し様々な胃炎を引き起こします。慢性的な
炎症により胃の表面（粘膜）
が傷つけられて衰えていきます
（胃粘膜の萎縮）。萎縮した胃粘膜は胃癌が出来や
すい状態で、そこから発生する胃癌の確率は約８％程度と報告されています。胃癌になるかならないかは、
ピロ
リ菌株の種類や病原性の違い、炎症の程度、
ピロ
100%
リ菌以外の要因との相互作用（塩分の過剰摂取や
80%
ピロリ菌感染率
新鮮な野菜や果実の不足など）
が関係していると
60%
考えられています。いずれにしろ、
ピロリ菌を除菌
40%
することで胃癌になる危険性を減らすことが出来
20%
ると考えられており、
ピロリ菌に感染しているかど
0%
うかを調べる検診が広く行われています。
～10歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

【ピロリ菌の感染予防・除菌による胃癌予防】

ピロリ菌感染がなければほとんど胃癌が発症しないので、感染予防によって胃癌は減らすことが出来ます。
ピロリ菌は主に口から口を介して
（特に日本などの先進国では）、あるいは糞から口の経路で人から人へと感染
すると考えられており、その中でも家族内感染（親子感染、兄弟間の感染）
が多いとされます。もともとピロリ菌
自身の感染力は弱いので、母親と子供のような長期間に及ぶ密接な関係により、感染が成立すると考えられて
います。理由は明らかではありませんが小児のピロリ菌感染の成立は１２歳位までと報告されており、
１５歳以
降に感染することはきわめて稀とされています。
したがって、一度ピロリ菌を除菌した成人では再感染すること
は稀であり、一方、
１２歳以下の小児を除菌しても家族、特に母親が感染したままでは再感染する可能性がある
ため、
２０歳以降に除菌した方が良いとされています。また、
ピロリ菌感染者は若年のうちに除菌したほうが、胃
癌の危険性を減らすことができますので、早めに人間ドック等でピロリ菌検査を受けておくもの良いでしょう。
※2016年現在、内視鏡検査でピロリ菌感染が疑われた方のみ、保険診療が可能です。
次回、主なピロリ菌検査を紹介いたします。
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サンバレーかかみ野
かい
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定期的に健康診断を受けましょう

せん

疥癬について

サンバレーかかみ野
内科認定医

兼 城 賢 明

皆さん、
こんにちは、季節の移り変わりは早いもの

が直接触れることで起こる感染症です。近年、高齢者

で、桜もあっという間に終わり、
ハナミズキやつつじ、
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28,000円

33,000円

28,000円

クリニック 電話＆Ｗｅｂ受付のご案内
5月18日㈬
より

待 ち 時 間を短 縮 できるように電 話
&WEB（スマホ・携帯・パソコン）
から当
日の順番受付がご利用になれます。

Web受付時間（当日）

午前の受付…8：00〜11：30

午後の受付…15：30〜19：00

（休診：日祝日・木曜午後・土曜午後）※診察時間とは異なります。

●順番が近くなったら「お知らせメール」をお届け
します。
●待ち人数の確認もできます。
●あと何番目!？
●診察状況が確認できます。
順番が近くなってからご来院くだされば、院内での
待ち時間軽減につながります。

修了証書授与
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各事業所の 取 り組 み紹介

事業所取り組みの一部をご紹介いたします。

元気な声でサンバレーに活力を！
！

サンバレー放送クラブ

２階 ★放送クラブ活動中

デイサービス Com.Do DANKE

★ＳＢＫ48お手伝いユニット躍進中！
！

★すべての人に居場所と出番をつくるプロジェクト始動

ご利用者様とご家族様、ボランティア様、地域の方が様々なプログラムを通じて交流を図ることによって、地域
の皆様との交流や新しい繋がり生まれ「コミュニティプラザ・フェニックスＤＡＮＫＥ」と名前の通り新しい交流
場所として確立してきました。その一部をご紹介 ◆はばたきクラブ
いたします。
①ご利用者様とそのご家族、地域の方が参加され
る「はばたきクラブ」現在８種類のコースがあり
多くの方にご参加いただいています。
②グリーンベンチの方や、参加型ボランティアの
皆様、ご利用者様等、自分の役割をもって活動
していただいています。
◆もちつき・花餅作り

老人保健施設 サンバレーかかみ野

◆着付け・お茶会

サンバレーかかみ野 2階

★野菜作り

（リハビリスタッフと）

3階 ★フロアーの行事、
フロア飾り付け
日中の活動性アップ、
リハビリ、他者との
交流を意識して
過ごしてもらう

◆ご利用者様がデイ利用日以外にボランティアとして活動

サンバレーかかみ野には「放送クラブ」があ
ります。クラブの活動内容はただ1つ！
！午後か
らのアクティビティの紹介です。
毎日1人づつ放送室へ行き、全館放送で、午
後からのアクティビティ参加の呼びかけとご自
身のお名前をマイクで話します。
みなさん、本当にお上手で、放送の内容はア
クティビティ参加の呼びかけですが、聞いてい
る職員が「昼からも頑張ろう！」というやる気ス
イッチを押してくれる大 切な時 間をご提 供 い
ただいています。これからも活動の場を増やし
ていけるよう頑張りたいです。

清治様
放送クラブの部員 北川
北川清治様は、サンバレーかかみ野にいらっ
しゃるとても笑顔が素敵な方です。
今年100歳をむかえられ、
３月１７日に各務原
市職員より賞状と花束をいただきました。
放送クラブの活動も、とてもハキハキした発
音で素晴らしい放送をサンバレー館内に届け
てくださいます。

★毎日の日課に午前中に取り組む脳トレ運動
（リハビリ職員と）

デイサービス Ｃｏｍ.Ｄｏ２
★認知症利用者様

郷 沙耶香

個別ケアの成果

昼食後の薬の飲み忘れ防止対策としてハート形のペン
ダントを作りお薬ケースとしてお渡ししました。ご利用者様
にとても喜んで頂き、職員の声かけがなくても時間になる
と服薬出来るようになりました。本人の気持ちを尊重した
ケアが重要で今後も生かしていきたいです。

★クラブ活動を地域へ発信！
！

4階 ★認知機能低下予防対策
ハート形ペンダント
（お薬ケース）

Ｃｏｍ．
Ｄｏ２の詩吟クラブと地域の剣舞クラブとのコラボレーションが実現。
クラブ活動の成果を披露するため地域のボランティアの皆様との交流が次
への意欲と自信と喜びにつながりました。

詩吟クラブの詩吟と
晄明流剣誌舞道流派の６人の
演武の様子

見当識への働きかけ・体と口腔
体操を毎朝の定番に

デイケアセンターA

8

１００歳を迎えられたお祝い表彰時の写真
ご家族の方と（＾０＾）

サンバレー全体で、歯科医師長縄吉幸先生の指導のもと口腔ケアにも力をいれてきました。
今後も口腔ケアへの取り組みをすすめ誤嚥性肺炎予防に努めていきます。

★活躍!!デイケアA専属カメラマン『古田勝美様』

ちょび髭？がトレードマークの素敵なおじさまで
す。元々多趣味な方で、車やバイク、無線、鉄道模
型、プラモデル、鉄道の旅…と男性だったら1度は
ハマる世界にどっぷり浸かって来ました。中でもカ
メラに つ い て は セミプ ロ 級 で す 。以 前 は 、愛 機
Nikon1眼レフ望遠レンズを駆って全国の鉄道写
真を撮りまくっていました。仕 事で訪 れたケニア
むかし取った杵柄 で、
ライオンも撮影しています。現在は、デイケアＡ
に来ていただけるボランティアさん達を被写体にして、往年の技を
披露し、皆様に喜んで頂いています。
（写真参照）

行事や季節がテーマの貼絵で
手指巧緻性の向上を目指す

った結果
このような取り組みを行

受賞
賞
長
会
士
士
法
療
業
作
岐阜県
しました！
フェニックスグループで行っている作業療法について、学会で発表しました。
第２０回岐阜県作業療法学会施設紹介ポスターコンクールにおいて、岐阜
県作業療法士士会長賞を受賞しました。

ポピンズの皆さんと記念撮影
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地域包括支援センターかかみ野

老人保健施設 サンバレーかかみ野

地域交流広場グリーンベンチ表彰

おめでとう
ございます

サニーテラスで行っているグリーンベンチが手作り
の雑巾を鵜沼第二小学校へ寄付したことで、大垣共
立銀行主催の「小さな親切」運動本部から「ちいさな

サンバレーかかみ野 相談員 今村容子さんが
4月27日に各務原市より表彰されました。

社会福祉や、教育文化、
ボランティアなど、
さまざまな分野で市政に貢献された皆さんが表彰されます。

親切実行賞」が贈呈されました。

有難うございます、
「感謝」の一言に尽きます。
そしてこれからも宜しくお願いします。

グリーンベンチの皆様と児童会の子ども達

グリーンベンチでは、地域高齢者が自分たちでイベントを企画し、参加者と共に活動を展開し、
一生涯元気で暮らす地域づくりのために活躍しています。

新聞に掲載されました

こころカフェ「ぽかぽか」OPEN

認知症になったからと家に閉じこもったり家族だけで悩んだりす
るのではなく気軽に立ち寄り想いを伝えたい、話を聴いて欲しい…
そんな希望を叶える場所、それが「ぽかぽか」です。
どなたでもお越しいただける憩いの場所です。
みなさんでおいしいコーヒーを飲みながら「ほっと」する時間を過ごしませんか？
開 催 日：毎週土曜日（6月よりＯＰＥＮ）
開催時間：10：00〜12：00
参 加 費：おひとり２００円
開催場所：各務原市鵜沼三ツ池町5-173-5
ＮＰＯ福祉サポートセンターかかみがはら東隣角（わたぼうし）

お問合せ：地域包括支援センターかかみ野
わたぼうし

ボランティア紹介

☎058-384-8844
☎058-379-1268

サンサンクラブ

サンサンクラブは今年で13年目を迎えました。
総勢70人のメンバーで、須衛町にある老人保健
施設サンバレーかかみ野と鵜沼羽場町にあるデイ
サービスＣｏｍ．
Ｄｏ ＤＡＮＫＥ
（コムドゥダンケ）で様々
なボランティア活動を行っています。
平日、毎日施設に行って入所されている方や、デ
イケアの方のお相手をしています。
ボランティアのメインは卓球です。私達とラリーを
して「手」
「足」
「目」
「脳」等のリハビリに効果が出て
います。卓球は、昨年1年間で214回行いました。
その他に麻雀が205回、喫茶が172回、学童保
育の卓球と保育補助が36回、書道が34回と様々な
形でボランティア活動を楽しんでいます。
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学童保育補助

学童ピンポン

コムドゥダンケ麻雀

サンバレー卓球

早いもので26年前になります、その頃の私は3食昼寝付きの主婦でした。子育ても一段落
し、何か出来る事は無いかと思い立ち、当時の鵜沼中央クリニックの医療事務として働かせて
いただく事になりました。
翌年ひょんなことから看護学校に入学し卒業後はクリニックの病棟勤務を経て訪問看護師
として在宅に、その時目にしたもの、感じたことは今でも鮮明に記憶として焼き付いています。
身体中にチューブを付けた難病の幼いお子さんを看護師顔負けの手際の良さで処置する
若いお母さん、人工呼吸器を付けた御主人と、御主人の口の動きを読み取って夫婦の会話を
楽しまれている老夫婦の姿、自宅での死を望まれた患者、家族と一緒に過ごす時間等々それ
まで病気や介護とは縁の無かった私にとって本当に多くの事を学ばせて頂きました。
また認知症と言う言葉がまだ珍しい頃に認知症対応型デイサービスに関わることが出来ま
した。その頃は私自身体力もあり、脂の乗っていた頃だったかもしれません。
「在宅で暮らして
おられる認知症の方や家族を支える」と意気込んで事業所は年末年始の5日間のみ休みでそ
れ以外は営業していました。正直とっても大変でした、でもとっても・とっても楽しい事業所（職
場）でした。何故なんだろう？今思えば利用者、家族、職員が一丸となって大家族の様に過ごせ
ていた様に思います。
その後もケアハウス・グループホーム・特別養護老人ホームと新しい施設が増え、それぞれ
に関わらせていただく事が出来ました。施設の特徴や役割、そこで暮らす利用者、家族の思い
を知ることが出来ました。
現在老人保健施設の相談員として利用者・家族の意向を聞き取り適切な支援に繋げる為に
は今までの経験がとてもプラスになっています。またそれぞれの施設で一緒に働いた職員間
の絆は私の大きな財産です。
これからもこの財産を大切に、いつ・どこに居ても気軽に声をかけてもらえる様な相談員
（職員）
になれる様頑張りますのでよろしくお願いします。
こむ

どぅ

いまむら

ようこ

今村 容子 プロフィール

平成2年に鵜沼中央クリ
ニックへ入職し、その後各
務原准看学校に入学。平成
5年からフェニックスグルー
プで看護師として勤務。
現在は、サンバレーかか
み野で看護師、相談員とし
て働き、
フェニックスグルー
プのチーフマネジャーとし
てグループ内だけでなく多
方面で活躍しています。

さんさん

デイサービス Ｃｏｍ.Ｄｏ３３ 4月オープン！
4月1日から、各務原市須衛町にあるデイサービ
ケアハウス
だんらん
スすずらんがコミュニティプラザDANKEへ事業所
移転にあたり、今まであった場所に新しくデイサー
ビスCom.Do33ができあがりました。
Com.Do33では機能訓練、
レスパイト機能を備
えつつ「活動と参加」に焦点をあて、お一人お一人の役割を見つけ、社会参加、社
会交流を促して行きます。
広々としたスペースの中でお一人お一
人の思いを汲み取りながら社会交流や
機能訓練を行い楽しく活気ある一日を過
ごして頂いております。皆様の笑顔とや
る気が、Com.Do33をとても明るくして
くれています。
今後、
「 在宅で暮らす為には何が必要
なのか」、
「その方にとっての役割は何か」
を明確にしながらお一人お一人が主役に
なれる空間を作っていきたいと思います。
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Ｃｏｍ．
Ｄｏ３３と
かかみ野学童の
コラボレーション

春休みの学童クラブの参加してい
る児童と新事業所Ｃｏｍ．
Ｄｏ３３のご利
用者様と「お手玉」交流をしました。
市内で活動されているボランティ
ア「各務原お手玉の会」の皆さんを中
心に、お手玉の魅力や技を教えても
らいました。

平成28年度

新人職員紹介
ない き

しょう へい

ぎ

なぎさ

松井 渉

氏名

小野木 渚

職種

放射線技師

職種

理学療法士

職種

理学療法士

やま とう

配属場所
在宅支援クリニック
趣味・特技

映画鑑賞

趣味・特技

スポーツ

この春から理学療法士とし
ひとことアピール てフェニックス総合クリニック
に働かせていただくことになりました。理学療法士、社会人
として1年目なので不安もありますが、
フェニックスグループ
の一員として自覚を持ち精一杯頑張りたいと思います。フェ
ニックスの野球部にも参加させていただいているので、
ここ
でも活躍できるよう頑張りたいです！
これからよろしくお願いします。

はる な

く

配属場所
在宅支援クリニック

ぜ

え

ＢＢＱ、スノーボード、
アウトドア

はじめまして。理学療法
士の小野木と申します。前
職は5年間回復期の病院で勤務しておりました。自
分の視野を広げるためにもさまざまな施設で経験
を積み、患者様や利用者様の力になれるよう頑張り
たいと思っています。

ひとことアピール

り

いわ さ

り

さ

氏名

山藤 春菜

氏名

久瀬 絵理

氏名

岩佐 吏紗

職種

理学療法士

職種

看護師

職種

介護福祉士

配属場所
在宅支援クリニック
趣味・特技

旅行

フェニックス総合クリニ
ひとことアピール ックの2階に配属になる山
藤春菜です。以前、実習でお世話になりこの病院に
魅力を感じたので、今こうして働けることがとても嬉
しいです。
理学療法士として、患者様のために日々努力し、
病院に貢献できるように精一杯頑張りたいと思いま
す。これからよろしくお願いします。
かめ やま

な

な

配属場所
サンバレーかかみ野
趣味・特技

読書

３月に看護学校を卒業
ひとことアピール しました 。新 人 看 護 師 で
す。早く一人前の看護師になれるよう精一杯努力い
たしますので、皆様よろしくお願い致します。今春大
学3年生と高校3年生になった息子がいます。無趣
味の人生を送ってきたので、皆さん楽しいことを教
えてください。

たけ やま

音楽鑑賞

サンバレーかかみ野で
働かせていただくことに
なりました岩佐です。知識も少なく未熟ですが、早
く仕事を覚えられるように頑張ります。好きな事は
音楽を聴くことで、好きな食べ物はお肉と甘いもの
です。
一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたし
ます。

ひとことアピール

とも や

いし だ

し

ほ

氏名

亀山 奈々

氏名

武山 智哉

氏名

石田 紫穂

職種

介護

職種

スポーツインストラクター

職種

医療事務

配属場所
グループホームひだまり
読書、空手、
バドミントン

ひとことアピール

約12年間、空手を続け
ていたので集中力には自

信があります。
仕事を頑張って早く覚えれるようにしっかりメモを
取っていく事を忘れずやっていきます。
また、介護という仕事に誇りを持っていきたいと
思いました。

福利厚生

の

氏名

配属場所
フェニックス総合クリニック

趣味・特技

入社式
お

内木 翔平

私は、今 年 岐 阜 医 療 科
ひとことアピール 学大学を卒業し放射線技
師になりました。フェニックス総合クリニックで働き
ますが、社会人一年目で至らない点があると思いま
す。これから利用者様に笑顔で安心して利用してい
ただけるように一生懸命学んでいきたいと思います
ので、
よろしくお願い致します。

趣味・特技

しょう

氏名

配属場所
フェニックス総合クリニック
趣味・特技

まつ い

活躍を期待しています

配属場所
デイサービスCom.Do
趣味・特技

スポーツ観戦（野球・サッカー）

3月に愛知学院大学を卒
ひとことアピール 業し、健康運動実践指導者
としてＣｏｍ．
Ｄｏにて働きます。
趣味はサッカー観戦で地元のＦＣ岐阜を応援しています。
まだまだ未熟ではありますが、前向きに明るく元気よ
く日々の経験を大切にして、
より多くの人の健康で心豊
かな笑顔あふれる暮らしに貢献していきたいです。
よろしくお願いします。

スポーツ観戦レポ

配属場所
フェニックス総合クリニック
趣味・特技

バレーボール、
ランチ巡り

医 事 サ ービスは、知 識
や経験もなく、分からない
ことばかりで不安もありますが、1つ1つ丁寧に取り
組んでいきたいと思っております。常に、気持ちの良
い挨拶と、笑顔を心がけて頑張っていきたいです。
ご迷惑をおかけすることが多々あると思いますが、
よろしくお願い致します。

ひとことアピール

ドラゴンズ初観戦！

ＦＣ岐阜観戦レポ

包括支援センター

田嶋瑞穂

４月５日(火)、ついに念願の名古屋ドーム初観戦に行
ってきました！学生時代に名古屋ドームで売り子をして
いたので何度も通ったダイヤモンドシート。まさか初観
戦でこんなに素敵なシートで観戦できると思っていま
せんでした。自分が客として観戦をするならこれと決め
ていたホームラン弁当を購入して、最近始めた一眼レフ
カメラでパチリパチリ！自分のスナップを撮り忘れました
〜(涙)。若松の好投でドラゴンズはベイスターズに勝利
をおさめ、終始ご満悦で帰途につきました。理事長、専
務、皆さん、ありがとうございました〜！
！

Ｃｏｍ．
Ｄｏ 武山 智哉

4月29日ゴールデンウィーク初日に快晴の長良川競
技場にレイノファ山口ＶＳＦＣ岐阜の応援に行ってきまし
た。ピッチ全体が見渡せるスーパーシートで快適に楽し
く観戦ができました。これからも地域の一員として、地
域に密着し活躍するFC岐阜を応援していきたいです。

フェニックスはFC岐阜を応援しています。
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4月1日桜が満開のケアハウスだんらん（各務原市須衛町）
で平成28年度フェニックス
グループ入社式を行いました。
今年は、総合クリニックに3人、在宅支援クリニックに3人、サンバレーかかみ野に1人、
グループホームひだまりに1人、デイサービスＣｏｍ．
Ｄｏに1人、合計9人の新しい仲間が
入職しました。
入社式では、同日新規オープンした、
デイサービスＣｏｍ．
Ｄｏ３３
（こむどぅ さんさん）の
職員も合同で式に参列し、スーパーバイザー、チーフリーダーが見守る中、理事長より渡
された辞令を受け取っていました。
見かけたら、声をかけてあげてください（＾０＾）
理事長より辞令交付

新年度研修会＆歓迎会
＜新年度研修会＞

4月7日・14日・21日の3日間、長良川沿いにあるアルモニーテ
ラッセにて新年度研修会と歓迎会を行いました。
研修会では、理事長より、今年度のサービス方針と、各部署の最重
要視点などの話を聞き、
この１年の部署目標や仕事への取り組みに
ついて思いを強く持ちました。

＜歓迎会＞

取り組み表彰式

研修会に引き続き行われた歓迎会では、おいしい食事を食べながら、部署や職種の枠組み
を超えて多くの職員が交流をもち楽しい時間を過ごしました。
乾杯の挨拶のあとは、昨年度の部署取り組み、永年勤続表彰、資格取得表彰等の部署、団
体、個人での表彰がありました。
余興では、今年入職した新入職員も研修期間中に特訓した渾身の余興をみせてくれました。
１日に入社式をして、
７日発表と時間がない中で仕上げてきた余興でしたが、新入職員同士で行う初めての作業は、同
期としての結束力を強め、
目的を持って仕上げる事でメンバー内に高い達成感が生まれたのではないでしょうか。
壇上で踊るどの職員も笑顔があふれ、
とても気持ちのいい歓迎会でした。

かかみ野学童クラブでの

手作りおやつ

かかみ野学童クラブで手作りおやつを3月30日に行いました。
少し早いですが5月5日は端午の節句ということで、
パンケーキを
こいのぼりに見立てたこいのぼりパンケーキをみんなと一緒に作
りました。
パンケーキを焼く工程では、高学年の子が低学年の子に教える
姿もみられ、みんな上手にひっくり返すことが出来ていました。
デコレーションでは、
ホイップクリーム、果物、
フルーツソースな
ど好きな物を使い、個性のあるかわいらしいこいのぼりが出来上
がりました。
上手に焼けたことを嬉しそ
うに話してくれたり、出来上
がったこいのぼりを見せてく
れたりと、
とても楽しい時間
を過ごすことが出来ました。
お家でも作ってくれるとう
れしいです。
学童おやつ作り作成風景
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特別養護老人ホームメゾンペイネ
栄養士 田口 真衣

こいのぼり
パンケーキ

材料（10枚分）
ホットケーキミックス・
・
・150ｇ
卵 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1個
牛乳・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・150ｍｌ
はちみつ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・大さじ1
ホイップクリーム ・
・
・好きな量
好きなフルーツ・
・
・
・
・
・好きな量
チョコペン

作り方
①ボールに卵、
牛乳、
はちみつを入れよく混ぜ合わせる。
（はちみつを入れるときれいな焼き色になります）
②①にホットケーキミックスを加えよく混ぜ合わせる。
③温めたホットプレートに②の生地を流しこむ。
（薄めに焼くのがポイントです）
④弱火で3分ほど焼いて、表面にプツプツと小さな泡がでてきたら
裏返す。
⑤弱火で2分ぐらい焼いて火を通す。
⑥焼き上がったパンケーキは熱いうちにラップの上に乗せて半分に
ペタンと折る。
⑦パンケーキが冷めたら間にクリームと好きな果物をはさむ。
⑧パンケーキの表側にチョコペンで、
こいのぼりの目とうろこ、
しっぽ
を書いたら出来上がり。

婚姻・おめでた報告

フェニックス部活報告

楽しい野球でめざせ優勝！

フェニックス野球部はいつも〝打てない・守れない・走れない〟の三重苦。けれど
も、何故か試合には勝ってしまう。という不思議なチームです。
思い起こせば10年程前、勤務終了後に仲の良い某法人さんとヘナチョコリーグ
と勝手に命名し月に一度位のまったりとしたペースで活動していました。
今ではユニフォームを作り、道具を揃え、
リーグに加盟し試合を行っているなんて
あの時に誰が想像したでしょうか。皆様に本当にただただ感謝感謝です。
リーグ登録2年目。初心者のチーム編成で、楽しくやっています。
しかし、試合中メンバーは常に思っています。
「頼む。ボールよ．
．
．
俺の所に飛んでくるな」
その思いが表情とオーラになって面白い位に伝わってくるのです。
それでも「ボールを捌いた」
「ヒットを打った」そんな時の表情は仕事上では見せてくれない「照れ顔とドヤ顔」。そん
な表情とメンバーの一体感を引き出せるのが野球というスポーツの素晴らしいところかなと思います。
これからも「楽しい野球」
「野球は酒の肴」をモットーにこれからも精進してまいります。
皆さん！
！応 援に来
ると普 段 全く見られ
ない「かっこいい姿」
を見る事が出 来ます
よ 。都 合 が あ えば 是
非来てください！よろ
しくお願いします。

バレー部 「まず一勝!!」がんばれバレー部

Com．
Do ＰＴ
井戸 宏明

バレー部は昨年の4月より活動を開始し、1年が経ちました。
現在は主に毎週月曜日に市内の体育館で活動しており、経
験者だけでなく、未経験者も多く参加しています。
活動を開始したばかりということもあり、基礎やゲーム形式
の練習を中心に、時折練習試合を行なうなど、みんなで楽しく
バレーをすることを目標に取り組んできました。
今年の7月にはバレー部初の大会も控えていますので、
「 楽しくバレーをする」、
「まず１勝」を目標に取り組んでいきたいと考えています。
部員も随時募集していますので、たまには身体を動かしたいという方も大歓迎
です。興味のある方はぜひ一度バレーを一緒にやませんか？

マラソン部 各務原シティマラソン
フェニックスグループのマラソン部で各務原シティマラソン
に参加しました。ハーフマラソンの部3名、10キロの部4名、
計7名で参加し、それぞれゴールを目指して頑張り
ました。今回私はハーフマラソン（21.0975km）
に挑戦しました。途中で何度も、やめたいな。と思
いましたが、沿道からのたくさんの応援もあり、無
事完走することができました！
マラソンの後は、みんなで美人の湯で疲れを癒
し、BBQをしました。頑張った後のお肉やビール
は、
とても美味しかったです。
次回は11月にキウイマラソンに出場する予定
です。またみんなで楽しく走りたいと思います。
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We d di

通所チーフリーダー
吉国 親吾

フェニックス総合クリニック
作業療法士 鹿野 加奈恵

平成28年 1月25日

ng

野球部

お

めでた

𠮷野

（総合クリニック 理学療法士）
（旧姓：和田）

鹿野
豊吉
横山

ゼッケンＮＯ．
0342 大峰
ゼッケンＮＯ．
無（左）吉国
ゼッケンＮＯ．
無（右）左高

明るい未来 ♡

末永く
2月14日 藤掛 佳代
お幸せに
（特別養護老人ホームＤＡＮＫＥ）
（旧姓：木村） ＾-＾

平成27年 12月10日生
12月26日生
平成28年 2月18日生
2月27日生
3月 7日生
4月 5日生

みのりちゃん
潤くん
空汰くん
美咲 ちゃん
すみれ ちゃん
大芽くん

校條 亜美（デイサービスＣｏｍ．
Ｄｏ）
磯村
圭（グループホーム サニーテラス）
垣見 旨穂（サンバレー）
長縄 真明（デイケアセンターＡ＆Ｓ）
田中 哲仁（総合クリニック 理学療法士）
柘植裕里佳（サンバレー 理学療法士）

フェニックス子育て支援

働くママレポート

グループホーム私の部屋
チーフリーダー
牛木 吏恵さん

フェニックスに2002年に入社し、今年で14年目になります。
4歳と1歳の母親であり、
グループホームのチーフリーダーとして頑張って
います。
4年前の長男出産時に1度目の育休を頂きました。
復帰の際、初めは子供を預ける事のさみしさや、仕事と育児との両立に不安
もありましたが、復帰を待ってくれている上司や仲間、そして再びチーフリーダ
ーとし受け入れて頂けたことが嬉しく、出産前と同じ常勤として働きました。
（諒くん）
（真彩ちゃん）
日々、大変な中にも上司や仲間、家族のサポートもあり、働いていくうちに｢や
っぱりこの仕事は楽しい!｣と思うほどでした。
徐々に仕事の時間、家族との時間、自分の時間と上手くバランスをとりながら働く事が出来ました。
今回は昨年の2月から長女のため2度目の育休を頂き、
この4月に復帰しました。
育休中も初任者研修の講師など仕事との関わりを持たせて頂き、
フェニックスの職員としての繋がりを
感じました。今回は二人の育児との両立に不安もありましたが、前回同様に受け入れて頂ける喜びに感謝し、
また家族も後押ししてくれ、二人の子供を保育園に預け復帰しました。
復帰後、｢おかえり〜｣と声をかけて下さる利用者様やご家族もいらして、それがとても嬉しく、帰ってき
た!!という感じです。
子供とゆっくり、べったりの育休はあっという間でしたが、再び働けるこ
応援しています。
とにとても感謝しています。
これからもがんばって
毎日忙しく、慌ただしい中にも子供の笑顔に癒され、
またグループホー
ください。
ムへ出勤するとなぜだかほっとする毎日で、今後も働くママとして成長し
ていきたいです。

ス タ ッ フ 募 集 !!

ゼッケンＮＯ．
1123
ゼッケンＮＯ．341
ゼッケンＮＯ．
2189

綾夏

（平成28年5月1日現在）

サンバレー

各務原市須衛町にあるサンバレーかかみ野に念願の託児所が
ＯＰＥＮします！
「仕事をしながらも安心して育児ができる」
「少人数制」
「お年寄
との交流」
「みどりあふれるお庭」フェニックスの魅力たっぷりの
託児所です。子育てで働く事をあきらめていませんか？
勤務地内に託児所があるからママも安心して働く事ができます。
子育て中の職員もたくさん働いているフェニックスグループで
一緒に働きましょう！
詳しくは、
こちらまでお問合せください。
フェニックス 法人本部 ☎０５８-３７９-３５８８ メール info@phoenix-g.jp
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!!
働くママを応援します
児所８月ＯＰＥＮ（予定）

託

