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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。
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フェニックス総合クリニック

　私の人生は農家の4代目の長男として生まれた時から
決まっていました。田園に囲まれた豊かな自然とその中
でともに生きることを教えてくれた良きパートナー「犬、
猫、牛、豚、鶏、鳩、うさぎ、カブトムシ・チョウチョウなどの
昆虫、ザリガニ・ウナギ・鯉等」とのコラボレーションが私
の少年時代の宝です。昭和22年生まれの私たち団塊の
世代は、戦禍の名残りある少年時代からやがて世界に類
を見ないスピードで躍進しつづける日本の牽引を担う運
命となりました。そのため地元を離れる同僚も多い中、私
は田舎の長男という呪縛から逃れる事はありませんでし
た。大学も妻も生まれ故郷にほど近い名古屋市立大学、
大垣市出身者を無意識に選んでいました。それほどに私
を洗脳させたのは、幼い時からの居心地の良さと地域に
おける先祖の存在感・私に対する熱いまなざし（プレシャ
ー）でした。5歳（年中組）になった時、母方の祖母が初代
園長として4キロ離れた隣村に開設した村立保育園に徒
歩で1時間かけて子供達だけで越境通園しているのを見
た村長（父方祖父）が翌年には小学校の敷地内に保育園
を開設してくれました。帰宅途中には必ず村役場に立ち
寄り、一番奥の執務室で忙しい時間を割いて遊んでくれ
た祖父とのふれあい。小・中学の12年間学級委員に、小
学6年および中学3年に生徒会長に推薦（当時は自分で
立候補する人は皆無）してくれた同僚や同窓生、先祖の
地域への熱い思いれや貢献を教えてくれる先輩、戦災時・
戦災後の辛かった時に受けた恩恵を伝え聞いた子供や
孫達が遠く離れた地から自宅を訪れ、仏壇の前で感謝の

意を子孫の私どもに述べてくれた遠縁の一族。江戸時代
から延々と続く地域との縁とその責務の重みを肌で感じ
てきた私(達)の宿命は、今後も世代を経て受け継がれる
ことになるでしょう。

　生誕の地に開業して27年（9月で）になりますが、私
の医療に対する思いは「医療はすべからく地域医療であ
る（若月俊一）」です。したがって、開設時より「病気を治
す治療中心」の医療から、「病気にさせない・重度化させ
ない予防医療、生活を支える・家族支援を考える医療」
をめざしました。そのために、開院時より予防医療・リハ
ビリ・在宅医療を看護師・鍼灸マッサージ師・柔道整復師
とチームを結成して実行してきました。その合言葉は
Simple,Small,Safty Speedy,Smart,です。地域を
支えるには必要最小限のインフラが必要であることも
平成6年の北欧の福祉視察で実感しました。その後は、
地域に必要なものを身丈に合わせて逐次開設してきま
したが、最近、私どもが望んできた本格的な在宅医療・
地域医療が他施設や多職種連携のもとにできる時代に
なってきたと“わくわく”しています。

　いつまでも心身ともに健全で、経済的に豊かで、家族に
も恵まれている人（おとしより）はいない。少子高齢社会
では、一方的に支えられる人も、一方的に支えている人も
いない。誰でも何かが欠けて誰かに補ってもらう、補った
その人も誰かに欠けている部分を補ってもらい、さらに補
った人もまた誰かにお願いする。たとえ、寝たきりで言葉
がでなくても、そこにいてくれる存在感で救われる人がい
る。この様に、互いに支え合って生きていく社会にこそ自
分の存在感と出番がある。ほんの少しだけ誰かに支えて
もらえれば、2倍3倍人を支えられる能力を持っているお
としより（要支援、介護1・2）の居場所・出会いの場づくり
を本格的に地域に幾つかつくってみようと私たちは計画
し・実行してきました。その一部である「多世代交流による
子育て支援活動」が子育て・家族支援部門で25年度内閣
総理大臣表彰を受賞しました。

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

すべての人に居場所と
出番のある街づくりを
すべての人に居場所と
出番のある街づくりを 　ひとはだれでも未成熟で生まれ、家庭や地域の中で約

20年育てられ、やがて成熟していく(成人になる)四足動
物です。最近では、そのかかわり方（家族・生活・社会環境）
が激しく変遷し、だれもがすばやく呼応できなくなり立ち
往生している状況です。科学の発達で「人間は自然をも制
御できる」かの錯覚に落ちった瞬間に、世界各地で大地震
や火山の大爆発の連続発生、さらに異常気象・都市洪水と
強大な自然の力をまざまざと見せつけられています。医療
の世界でも素晴らしい技術や薬が開発されていますが、
人類が完全に征服せしめた病気は天然痘だけだと言われ
ています。最近、加齢に逆らうAnti-ageing（抗加齢、長
寿）から、老いることを素直に受容し賢く余生を満喫する
Smart ageing（天寿）をめざす人も多くなっています(私
もその一人です)。

　老いることを認め、老いを友として楽しく人生を終えよ
うとする生き方であり、大自然の力を恐れつつも、自然の
恵みを享受しながら何千年と次世代にバトンを渡し続けて
くれた我々の先祖の生き様とも重なるように思えます。私

は3世代家族のもとに育てられ、祖父母や両親は農業を
通じていつまでも現役で良くも悪くも、地域で居場所も
出番もある人生でした。私と同世代の多くは現役を離れ、
居場所と出番を失いつつあります。
　人は70才が人生における1つの山であると良く先輩か
ら聞きます。70才から80才の10年間の過ごし方がその
人の人生の価値観を決定するとも言われています（終わ
りよければすべて良し）。たとえ少々の老いや障害があっ
てもより健全な気持ちで社会に参加し、充実できる10年
にできるような仕掛けづくりを2015年4月の介護報酬
改定で推進・推奨しています。還暦を過ぎた時、残された
人生を10年ごとに3つに区切り、それぞれのライフステ
ージでの目標をもつことが重要であると言われています、
特に70才台は老年期の最も充実する時であり、念願の課
題解決に最後の機会と感じ情熱を注ぎます。従って、同じ
思いの人達と群れを成し、支え合って生きていくようにな
ります。この群れづくりを援助するとともに、多世代交流
による社会貢献に繫がればおとしよりには最高の地域起
こし、地域貢献です。多くの合併症や障害を持つおとしよ
りや若年障害者に医療がさりげなく日常生活に寄り添っ
て(地域に医療が融合して)地域に貢献できる村社会が現
代の理想郷、ユートピアであると私は確信しています。そ
んなきっかけを創る小さなユートピア（理想郷）を旧鵜沼
中央クリニック跡地に計画、リニューアル中です。

～そこは地域と医療が融合したユートピア（理想郷）である～

医療と私(達)

Smart  Ageing
天寿をめざす！とは

少子超高齢社会は支え合うもの

限りある人生、
あなたはどのように終えたいですか

旧鵜沼中央クリニック 建設中

旧鵜沼中央クリニックが生まれ変わります!

〒509‐0135 各務原市鵜沼羽場町3丁目35番地１

コミュニティプラザ フェニックス



54 5

リハビリのお話

『慢性腰痛を克服したい！』

フェニックス総合クリニック

長縄  敏毅
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

フェニックス総合クリニック
院　長

　「この腰痛、なんとならないだろうか？」「腰の手術までしたのにすっき
りしない。」このような悩みを抱えて暮らしてらっしゃる方は本当に多いと
思います。最近ではクラブや部活動でスポーツに打ち込む小・中・高校生
も当院にたくさんご来院されています。
　腰痛克服の第一歩は正確な診断です。激痛で動けない、2～3週間し
ても腰痛が楽にならない、下肢に痛み・しびれ・だるさがでる、腰痛に発熱
を伴う、などの状態ではレントゲンだけでなくMRIや血液検査などの検
査を検討すべきでしょう。特にMRIは近年、高機能化が著しいものがあり
ます。「レントゲンは大丈夫です」と言われていた方がMRIで異常が見つ
かるケースが多々あります。（図A、B、Cを参照）

　一方でいろいろな検査で「大丈夫です」
と言われても一向に良くならない方もお
られます。いわゆる慢性腰痛です。長引く
腰痛が運動機会を奪い、行き過ぎた安静
が筋力や柔軟性を低下させ、更には精神
的なストレスが腰痛に拍車をかける、とい
った悪循環が生まれてしまうのです（「腰
痛の悪循環」（図D））。「腰痛の悪循環」か
ら抜け出すには、まず正確な診断と治療、
そして指導者のもとでの運動療法と精神
的なサポートが必要です。フェニックス総
合クリニックは健康館フェニックスともコ
ラボレーションして一人でも多く腰痛にお
悩みの方をサポートしてまいります。まず
は私の外来でお気軽にご相談ください。

図A　突出した椎間板（ヘルニア）
により神経の通り道（脊柱管）が狭
くなっている

図D　慢性腰痛の悪循環

図B　矢印のついた黒色の骨
（椎体）は癌が転移した部位です

図C　閉所恐怖症の方にも「優しい」当院のオープンMRI

■生い立ち
　サンバレー各務野を中心にいくつかの施設をみ
させていただいた折りに、数人の入所者さんから
“よく似ているノウ”、“誰かはわからんがそっくりだ
ノン”と言われ、しかし誰に似ているかの質問には
確かな返事はありませんでした。“理事長かな？”と
の問いに皆さん納得されこうお答えしました。“そ
うだよ、理事長の不肖の弟です。”
　小生２歳違いの弟で、大学卒業までの24年間
各務苧ヶ瀬で過ごしました。
　小学校低学年時から成績優秀、模範行動の兄を
２歳違いで追いかけていましたが、学校でも私生
活でも絶えず優秀な兄と比較され、あまり楽しく
ない幼少時代でした。しかしそれなりに腕白さは
度が過ぎず、道を大きくそれること無く現在に至っ
ているのは、亡き母のおかげです。

■職歴等
　小生は歯科医師です。しかも開業すること無く
口腔外科の専門医、指導医としてこの春まで大
学、第Ⅰ名古屋日赤、豊川、大垣市民病院と勤務医
をしておりました。正式には歯科口腔外科と標榜
しますが、口腔外科としての診療対象疾患は、顎口
腔領域の外傷（骨折等）、先天奇形（口唇口蓋裂
等）、悪性を中心とした腫瘍、顎変形症（受け口な
ど）、歯性炎症（化膿性疾患）、嚢胞性疾患、唾液腺
疾患などです。小生が特に注力したのは悪性腫
瘍、先天奇形の治療でした。両疾患は共に患者さ
んの以後の人生を大きく左右します。悪性腫瘍は
命に関わります。又奇形は審美性、機能性の治療
結果がやはり患者さんの人生に多大に影響しま
す。如何に経験積んでもこれらの手術時には精神
的にきつく、緊張します。
　結果が予期しない不良に終わることも度々あり
メスを捨てることを幾度も考えましたが、外来で
多くの術後の患者さんの
笑顔と感謝の言葉に支え
られ、エネルギー源として
継続でき、定年を迎える
ことができました。全ての
患者さんに感謝です。

■小生の役割
　前記疾患の治療結果として、多かれ少なかれ口
腔の機能障害を招きます。あるケースではほぼ上
下顎欠損、或いは舌全欠損など摂食・嚥下機能、言
語（構音）機能の大きな障害をもたらします。命と
引き替えとは言えこの現実は患者さんにとっては
極めてつらいモノです。若くて生意気な現役バリ
バリの頃は“しょうが無いでしょ。命助かったのだか
ら”と内心思っていました。そしてその機能回復は
若い医師、リハビリテーション科に任せ一歩引い
ておりました。しかし小生自身年齢を重ねる毎に、
かえって治療が成功したために高齢のこの人たち
に、余分な苦役を与えていることが気になり出し
ました。またこのような患者さん以外に口腔機能
障害があり放置されている有病患者（認知症、脳
血管障害、循環器疾患等）さんが多い現実も、総
合病院勤務の経験からも理解しておりました。
　また歯周病はじめ口腔疾患、状態が全身に良く
も悪くも影響を及ぼすことも、近年少しずつ明らか
になってきました。歯周病と糖尿病、循環器疾患、
早期出産など、また口腔衛生状態と誤嚥性肺炎、咀
嚼機能喪失と認知機能障害など多方面にわたりま
す。更に人としての生活の基本の一つが“口から食
する”事であることも事実であります。最近和食が
世界遺産として認定されましたが、和食のみが切り
離されて世界遺産とされているようです。本来は
“和を食する”事が日本文化であり、世界遺産だと思
います。如何に高齢、疾患のためとは言え“和を食
する”事ができないのは、寂しく悲しいことです。
　従ってフェニックスグループ内においての小生
の役割は、口腔管理、摂食嚥下を改善し、如何に
“和を食する”状態に近づけるかだと思います。そ
の結果として入所者さんの誤嚥性肺炎などの合
併疾患の予防、認知機能への好ましい影響、そし
て楽しい生活に繋がる事を目標とします。
　口腔外科医として、一（いち）歯科医師としての
最後のお努めだろうと考えています。幸い姪の奥
村医師が耳鼻科医でもあり共に摂食嚥下に関わ
る診療科です。お互いに協力してこの目標が少し
でも達成できるよう努力したいと思います。
　何卒ご協力よろしくお願いします。

フェニックス総合クリニック

フェニックス総合クリニック
院長補佐

長 縄 吉 幸歯科医

初めまして！
　この度、４月より週に一度（水曜日）非常勤としてお世話になっております。
生い立ち、職歴等の私事も含め、理事長が希望しているであろう小生の役目
を実現可能と思われる範囲で記載しご挨拶とさせて頂きます。
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偽膜性大腸炎について
サンバレーかかみ野　施設長
フェニックス総合クリニック副院長

　皆さん、こんにちは、またまた暑い季節がやってき
ました。暑くなると心配になるのが熱中症やノロウィ
ルスによる胃腸炎の院内感染などです。最近では、
お隣の韓国で発生している死亡率の高いＭＥＲＳ
〔中東呼吸器症候群〕と言うコロナウィルスによる感
染症（肺炎）がとても心配です。幸いにも、日本での
発生の報告は、まだありませんが、数年以上も前に、
起きた新型インフルエンザのときの厳重な対応を
忘れず、油断のないようにしたいものです。また、
我々をとりまく政治（国会）の場でも、安全保障法制
における憲法解釈の不一致など、論議が盛んです
が、武力を行使できる法案よりも、武力を使わない
で済む、絶対に戦争を起こさせない、歴史を繰り返
さない法案づくりにエネルギーを費やしてほしいも
のです。
　さて、今回は、施設で発生する下痢症のなかの、偽
膜性大腸炎について簡単にお話したいと思います。
　偽膜性大腸炎は、抗生物質を長期間投与された
場合に、大腸内の細菌叢の変化（菌交代現象）が起
こり、クロストリジウム・デイフィシルという芽胞をも
った菌（嫌気性グラム陽性桿菌）が異常増殖すること
により、大腸粘膜が傷害されて起こります。この菌
は、健康な人の便からも検出されますが、とくにセフ
ェム系抗生剤やリンコマイシン系抗生剤を投与され
菌交代現象が起きた高齢者や基礎疾患を有する方
に多く見られます。
　この偽膜性大腸炎の臨床症状としては、下痢、発
熱、腹痛などがあります。これらの症状は普通の胃
腸炎にも見られますので、とくに抗生物質の投与を

受けた後に発生する下痢症状などが長く続いた場
合には、偽膜性腸炎を疑うことが大切です。偽膜性
大腸炎の原因となるこのデイフィシル菌は、トキシン
ＡとトキシンＢという二つの毒素を産生することが知
られていて、このトキシンが細胞障害や下痢を引き
起こします。
　偽膜性大腸炎の診断ですが、この毒素（トキシン）
の検出や便の培養によるデイフィシル菌の確認など
が有用です。大腸の内視鏡検査でも、粘膜に偽膜
（黄白色調の半球状の隆起、白っぽいふわふわした
もの）として見られる特徴な所見もあり診断は容易
です。つぎに、偽膜性大腸炎の治療についてお話し
します。まず、原因となった可能性のある抗生剤があ
れば、中止することで症状は軽快しますが、改善がな
い場合には、メトロニダゾールやバンコマイシンなど
の抗生剤の投与が一般的です。
　つぎに予防法についてですが、偽膜性腸炎の原因
となるデイフィシル菌は芽胞を持つため、アルコー
ルでは全く消毒されません。よって通常の消毒薬で
はなく、殺菌力の強いグルタールアルデヒドや塩素
系の薬剤を使って消毒することが大切です。長期施
設入所者での発生は、院内感染の感染源ともなりえ
ますので、施設内環境の清掃や消毒、介護職員の糞

便の処置での、デイ
スポの手袋による清
潔管理や手洗いの
励行がデイフィシル
菌感染予防にはとて
も重要になります。

サンバレーかかみ野

兼 城 賢 明内科認定医

がん検診のススメがん検診のススメ
フェニックス総合クリニック

　先日、俳優の今井雅之さん（５４）が、大腸癌で亡くなられ、世間の話題と
なりました。体の異変に気づき病院で精密検査を受けられたのが２０１４年
の末だったそうです。見つかった時点でだいぶ進行しており（ステージ４）、
残念ながら完治せず、わずか半年あまりの闘病生活となりました。
　前回、お話しましたが、大腸癌での死亡は、男性で３位、女性で１位を占
めています。今回のように進行した状態では、治癒を望めないケースが多くあります。その一方で早期の
大腸癌は、ほとんどの場合、根治が可能であることも事実です（下図参照）。しかしここで問題となるのが
症状です。ある程度進行した大腸癌は血便、便通の異常（下痢や便秘）、下腹部痛、便が細くなるなどの自
覚症状がみられますが、早期の段階では、ほとんどの場合、
自覚症状はありません。従って、早期で大腸癌を発見するに
は、無症状の時期に発見しなくてはならないのです。大腸癌
のスクリーニング（検診）の代表的なものは、前回取り上げ
た便潜血検査（２回法）で、食事制限なく簡単に受けられる検
査ですが、進行癌が検出される確率は、８０～９０％あるもの
の、早期大腸癌の場合の検出率は、2回施行しても50％程
度で決して高くありません。そこで、今回は更に早期で発見
可能な大腸内視鏡検査をご紹介します。

大腸内視鏡検査（大腸カメラ）
　大腸内視鏡検査は、おしりからカメラ（内視鏡）を入れて、大腸の一番奥（盲腸）まで挿入し、大腸全体を
観察する方法です。大腸の内部を直接観察するので、より細かく内部を調べることが可能です。大腸には
様々な病気がありますが、みなさんの一番気になるのはやはり大腸癌でしょう。諸説ありますが、一般的
には大腸癌は腺腫という良性のポリープが出来て、それが癌化するものと、直接癌が出来る場合があると
考えられています。頻度は、腺腫から癌化する方が多いと考えられています。つまりは腺腫という癌の目
ができてそれが癌に育つということです。癌化しても内視鏡で切除が可能な場合もありますが、一部の早
期癌に限ります。その他は、手術が必要になるわけです。逆を言えば、癌の芽で発見すれば多くの場合、内
視鏡で切除が可能なので、手術を回避することができると言えます。しかしこの癌の芽は数mm程度物が
多く、便潜血で発見することは困難です。大腸内視鏡では数mmのポリープも見つけることができ、その
場で組織の検査や切除を行うこともできます。当クリニックでは、大腸内視鏡検査を施行しており、ご希望
の方は切除可能な方はその場で切除を行
っております。検査前には下剤を飲む必要
がありますが、きれいな待合でくつろぎな
がら、ご自身のペースで内服していただけ
ます。また、不安が強い方には鎮静剤（眠
くなる注射）の使用も可能ですので、お気
軽にご相談ください。

～第２回大腸癌と内視鏡検査～

長縄  康浩
消化器病専門医
消化器内視鏡専門医

フェニックス総合クリニック
副院長

大腸癌の５年生存率
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デイケアセンターきらら　介護　古田 達也

住み慣れたこの街で、いつまでも自分らしく暮らし続ける。
フェニックスグループによる医療と福祉のトータルサポートで、ご利用者には快適な暮らしを、
ご家族には安心をお届けします。

日々の健康管理や急変時の対応は、フェニックス総合クリニック、フェニックス在宅支援クリニックが全面的に
バックアップします。その他の協力医療機関:東海中央病院、永井歯科医院
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　私と実行委員の６名でどんな内容にするか、何を準備す
るか、他階に何をお願いするかを決め、実行委員のそれぞ
れが違う意見を出し、それをまとめていくのはとても楽し
い作業でした。結果伊藤さんが主導で以前から行っている
手芸教室でお手玉を作り、それを使って玉入れをすること
になり、５月の行事だから紙の兜を作ってみんなでかぶろ
うという意見でまとまりました。この時４月の中頃で準備を
する時間があまりない状態でしたが、伊藤さん中村さん主
導のもと、きららの利用者様方や職員の皆様のご協力の下
お手玉を100個用意することが出来ました。それでもまだ

足りないのではという意見も出て、その後追加で40個用
意しました。紙の兜は西村さんが主導で行い、自宅でもたく
さんの数を用意してくれました。当日にはサンバレーのたく
さんの利用者様が集まり、各階で用意をして頂いた紙の兜
をかぶって楽しまれました。途中お手玉の縫い糸が解ける
などのアクシデントもありましたが、無事に終えることが出
来て実行委員の６名もとても喜ばれました。
　私と実行委員の６名で考えた５月の利用者企画ですが、
準備の頃から当日までそれぞれ楽しむことが出来たと思い
ます。

ご利用者様の企画で♡暖
家

ダンケはドイツ語で「ありがとう」を意味します
特別養護老人ホームDANKEでは感謝のこころを大切にしたケアを実践します

医療との連携が充実した施設です。

入所　約157,000円～／月 …… 要介護5
　　　約155,000円～／月 …… 要介護4
　　　約153,000円～／月 …… 要介護3
※居住費、食費を含みます。（医療費は別途）

お食事
一般食はもちろん、刻み食、
ペースト食まで、その方に合っ
た食事形態でご用意します。
糖尿病や腎臓病などの療養食
にも対応します。
※昼食はレストランGA楽(鵜沼各務原町)で人気のランチと
　同じメニューです。

食事例

医療サポート
看護師が日々の体調管理を行うほか、
専任の医師が定期的に回診して継続
的にサポートします。
急な体調変化時にはフェニックス総合
クリニックが24時間365日体制で医
療面をサポートします。 居室の酸素ガス

配管設備

ご利用料金（参考） ※詳しくはお問い合わせください。
各務原市在住の、介護保険で要介護の認定を受けた
方で、家庭において介護を受ける事が難しい方が入
所できます。
※「各務原市指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針」
　に準拠します。

ご利用いただける方

〒509‐0135 各務原市鵜沼羽場町3丁目35番地１

問合せ ▶ ▶ ▶  フェニックス法人本部  ☎058-379-3588

10/4●日 5●月 6●火 オープンハウス開催ご案内

 時間／4日13:00～18：00、5日・6日10:00～18：00

老人保健施設 サンバレーかかみ野　手芸教室老人保健施設 サンバレーかかみ野　手芸教室

フェニックス総合クリニックフェニックス総合クリニック

ロビー
コンサート

平成２７年４月２５日
音楽配達人まさやんさんの
フェニックスライブ
　クリニックロビーが音楽に包まれ、みんなの心に春の暖かい風が吹き
込みました。
　去る4月25日にフェニックス総合クリニック１Fにてピアノコンサート
を開催しました。今回のコンサートは外来患者様や入院、入所者様など
を中心にフェニックスに関わる皆様に心休まる一時を過ごして頂く事を
目的とし企画しました。
　いつもは一人で受診する男性が奥様と一緒にピアノを聴きに来られ
たり。ポスターを見て楽しみにしておられたという昔ピアノを弾いてい
た高齢の女性。毎日病棟で在宅復帰を目標にリハビリを頑張っている
患者様がリフレッシュを求めて足を運んで下さいました。思い出の曲が
流れると笑顔があふれ時には涙がこぼれ、心が動き自然と拍手とコー
ラスでピアノ演奏に参加されていました。メロディーは心の栄養剤であ
り日常生活の中の色んな場面で人を支えます。総合クリニックスタッフ
の協力があって多くの方が参加し「ありがとう素敵だった」と言ってもら
え企画以上のコンサートになりました。今後も機会を作って行っていき
たいと思います。

実行委員

玉入れの様子

ご自由に内部を
ご覧ください。

ドリンク、
デザートを
ご用意して
おります

コミュニティプラザ フェニックス

旧鵜沼中央クリニックをリニューアルし、今秋新たなコンセプトのショートステイとデイサービスが誕生します。
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配属場所
澤田満理奈

　この春に国家試験に合格し言語聴覚士としてサンバレ
ーかかみ野で働かせていただくことになりました。言語聴

覚士1年目であり、社会人としても１年目の大切な年になります。これからの１年は大き
く成長していけるようにいろんな方から技術や知識を吸収していきたいと思います。
　フェニックスグループが長年積み上げてきた信頼に足る人材となれるよう、頑張って
いきたいと思います。よろしくお願いします。

氏名 職種 言語聴覚士

サンバレーかかみ野
趣味・特技 読書、スイーツを食べる事

ひとことアピール

配属場所
村瀬 秀仁

　中部大学を卒業し、理学療法士としてフェニックス
総合クリニックで働きます。身長が１８３㎝ですので、

視界の邪魔をしてしまいましたらすいません。
　旅行が好きで、北海道と沖縄以外は車で全て車中泊で行ってきました。お勧
めスポットもありますので、ぜひ声をかけてください。みなさんこれからよろしく
お願いします。

氏名 職種 理学療法士

フェニックス総合クリニック
趣味・特技 スポーツ、旅行

ひとことアピール

配属場所
榊間佑希乃

　私はフェニックスを見学させていただいた際、き
れいで開放的な施設と患者様の生活の質が向上し、

笑顔が増えるようなリハビリを行っていることに、とても魅力を感じました。
　まだ分からないことばかりですが、早く環境に慣れ、多くのことを吸収し、私
も患者様の笑顔を増やせるような関わりをしていきたいです。よろしくお願い
します。

氏名 職種 作業療法士

在宅支援クリニック
趣味・特技 音楽鑑賞、読書

ひとことアピール

配属場所
五島 綾佳

　私の祖母は、サンバレーで長年お世話になってお
り、帰宅するといつもあった事を楽しそうに話してい

ました。だから私も利用者様が家に帰った時楽しかったと言ってもらえるように
努めたいです。
　私は物作りが好きなのでこれを活かして関わりをもち、また知識・技術を高め
利用者様に笑顔を届けられるようにしたいです。宜しくお願い致します。

氏名 職種 作業療法士

フェニックス総合クリニック
趣味・特技 工作（プラモデル、紙粘土）

ひとことアピール

配属場所
岡田 彩花

　１月から研修生として働かせていただいて、初めて
受付に立たせてもらった時は患者様にどう説明したら

うまく伝えられるか不安で怒られる事もたくさんありましたが、少しずつ成長で
きたらいいなと思います。これから不安な事もたくさんあると思いますが、楽し
みだという気持ちの方が大きいです。
　どんなことも前向きに笑顔で頑張っていくのでよろしくお願い致します。

氏名 職種 医事サービス

フェニックス総合クリニック
趣味・特技 ショッピング、映画鑑賞

ひとことアピール

配属場所
足立 実希

　患者さんの気持ちを常に考えながら行動することを心がけ
ています。患者さんが今、何を考えていらっしゃるのか、患者さ

んにどうすればよろこんでもらえるのかを考えて患者さんと接しています。
　また、患者さんだけでなく、同じ職場で働いているスタッフの皆さんにも思いやりを持った
行動をすることを意識しています。そうすることによって、良いチームワークを作ることが、そ
れが仕事を行うにあたり活きてくると考えるからです。自分からチームワークをよくする行動
を積極的に行っていきたいです。

氏名 職種 医事サービス

フェニックス総合クリニック
趣味・特技 音楽鑑賞、買い物

ひとことアピール

配属場所
垣見 綾香

　初めまして。フェニックス総合ｸﾘﾆｯｸにて勤務するこ
とになりました医事課の垣見綾香です。

　今年度より1月からアルバイトとして勤務いたしました。学校で教えてもらって
いないことも多く日々勉強だと感じました。
　これからも、自分自身が成長できるように精一杯努力して参りますので、どう
ぞよろしくお願い致します。

氏名 職種 医事サービス

フェニックス総合クリニック
趣味・特技 音楽鑑賞、旅行

ひとことアピール

配属場所
岡部 恵巳

　１月からフェニックス総合クリニックの医事で働い
ています。

　日々学ぶことや覚えなくてはいけないことが沢山有り、大変だと感じることも
あります。でも患者様に「ありがとう」と言っていただけることや少しづつ教わっ
た事が出来るようになるのが嬉しくやりがいを感じます。
　これからも笑顔と挨拶を大切にして頑張りますので、よろしくお願い致します。

氏名 職種 医事サービス

フェニックス総合クリニック
趣味・特技 ショッピング

配属場所田中 哲仁氏名 職種 理学療法士 フェニックス総合クリニック
趣味・特技 お宝ショップ巡り、TV鑑賞、

ボルダリング、サッカー

ひとことアピール

配属場所
小林ハルミ

　看護学校を３月に卒業した遅咲きの新人ナース
です。患者様や利用者様には、明るく笑顔で接して

「あなたの顔を見ると安心するわ」といわれるくらいになることが目標です。
　責任を伴う仕事であることを肝に銘じて、しっかり仕事をしていきたいと思
いますので、よろしくお願い致します。

氏名 職種 准看護師

フェニックス総合クリニック
趣味・特技 アコーデオン、フラワーアレンジメント、郡上踊り（夏季限定）

ひとことアピール

配属場所
鹿野加奈恵

　私は今年の三月に平成医療専門学院を卒業しまし
た。昨年こちらの施設で実習をさせていただきまし

た。その際、笑顔で、ご利用者様と関わるスタッフの方の姿やご利用者様一人
一人の為に他職種で連携している姿に魅力を感じました。私も一員として働か
せていただけることをうれしく思います。作業療法士として一生懸命頑張りま
す。よろしくお願いします。

氏名 職種 作業療法士

サンバレーかかみ野
趣味・特技 ランニング

ひとことアピール

配属場所
永井 佑希

　４月からフェニックス在宅支援クリニックで看護職員と
して働くことになりました。永井佑希と申します。笑顔を

大切にして、まずは1日でも早く仕事を覚えたいと思っています。ご迷惑をおかけす
る事もあるかと思いますが、どうかご指導の程よろしくお願いします！ちなみに私は食
べることが大好きです。特に食べ放題のお店や焼き肉をよく食べに行きます。おいし
いお店を知っている方はぜひ教えてほしいです。これからよろしくお願い致します。

氏名 職種 准看護師

在宅支援クリニック

趣味・特技 楽器演奏、食べること

ひとことアピール

配属場所
鈴木真由美

　はじめまして４月よりフェニックス在宅支援クリニッ
クに勤めさせていただくことになりました。看護助手

をしていたことがきっかけで資格を取ることになりました。
　趣味は韓国ドラマを見ながらのんびりすることも好きですが体を動かすこと
も好きです。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

氏名 職種 准看護師

在宅支援クリニック

趣味・特技 園芸、手芸

ひとことアピール

配属場所
小椋 麻由

　私は、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。資格は持っていませんが、取得できるよ

うにしたいと思っています。まだまだ未熟でたくさん迷惑をかけると思います
が、“Ｙｅｓ，Ｗｅ Ｃａｎ”というフェニックスグループの理念を大切に頑張っていきた
いです。気軽に声をかけてくださるとうれしいです。
　よろしくお願いします。

氏名 職種 介護職

サンバレーかかみ野

趣味・特技 音楽鑑賞

ひとことアピール

配属場所
石神 奈々

　私の理想の介護士は母です。
　母は毎日利用者様を笑顔にさせ、自分の身なりにも

気を配り、利用者様をお客様として接しています。そんな母の姿が私の理想で
す。私も自分の身なりに気を配り、生活感を持ってサンバレーの利用者様全員を
笑顔にさせれるよう頑張りたいです！

氏名 職種 介護福祉士

サンバレーかかみ野

趣味・特技 ショッピング

ひとことアピール

配属場所
山本 実希

　資格など何も持っていませんが、取得に向けてコ
ツコツと勉強して頑張ります。

　私は人と話すのが苦手で人見知りではありますが、笑顔で明るく接し、少し
でも多くの利用者さんとコミュンケーションが取れるように、そして話をして
いて、「一緒にいて楽しい！」と思ってもらえるような介護士になっていきたい
と思います。

氏名 職種 介護職

サンバレーかかみ野

趣味・特技 音楽鑑賞、部屋の模様替え

ひとことアピール

配属場所
加藤 玲菜

　私は、「サンバレーかかみ野」の介護福祉士として働かせて
いただくことになった「加藤　玲菜」です。

　私は中学校の頃から「介護職」に就くのが夢でした。家の近所に老人ホームがあり、そこで
ボランティアに参加した時に見た、職員さんがかっこよく見えて、私もなりたい！と思い、高校
での国試勉強を今までで一番勉強しました。勉強も仲間がいれば楽しくとても頑張れる事も
分かりました。これから色々な大変なことがあると思いますが、元気の良さと、自分の性格を
大いに生かしながら仕事も、日常生活も精一杯頑張ります！！

氏名 職種 介護福祉士

サンバレーかかみ野

趣味・特技 かきかた、バレーボール

ひとことアピール

新人職員紹介平成27年度 活躍を期待しています

　はいさい。生まれ、育ちは各務原市ですが、昨年度まで10年
間沖縄県で勤務していました。地域に貢献できるよう頑張りま
すのでよろしくお願いいたします。

ひとことアピール

かかみ野学童クラブに携わって
法人本部　徳重 美穂

高齢者体験2

　今年で4年目を迎えるかかみ野学童クラブですが、開
設当初は見られなかった学童と利用者の方との交流や触
れ合いが自然とみられるようになりました。
　ただ子どもを預かる場所を提供するだけでなく、老人
保健施設でおこなう「かかみ野学童クラブ」としての大き

な役割（大人から子ども
が互いに助け合う）に一
歩近づけたと思います。
 そして、かかみ野学童ク
ラブを中心に笑顔の輪
がつくれるようスタッフ
や子ども達の声に耳を
傾け業務に励みたいと
思います。

高齢者体験1

きらら利用者さんへのプレゼント作成



グッジョブ!!カイゴ
一日インターンシップ
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　3月27日に地域の中高生を対象とした介護インターンシップを行いました。
　参加した学生は、ファッションショーにでられる入所者様のショーのシナリオ
が作れるようにコミュニケーションをとったり、インタビューをしたりして介護
体験をしました。
　まずは、お年寄と仲良くなるアドバイスをスタッフから学び、その後、衣装や入所者様のお話を聞き、それを基に
ランウェイを歩く時のシナリオを作りました。
　最初は、何をするにも周りを見ていた学生さんでしたが、徐々に自信を持って入所者様と会話をしたり、自分たち
から質問をしたりと自然と笑顔があふれインターンシップになりました。
　介護という仕事は、これからの日本には必要不可欠な職種であり、働く自分自身の心ひとつで、可能性が広がる
職業なのだと、思ってもらえれば私達スタッフ一同うれしく思います。

〇インタビューしている時に話をさえぎらず聞けたことや、あいづちの大切さ知れたことが良かったです。
〇ソフト食の試食をした時に、食感が違うし冷たいからイメージしていたものとは全然違っていて、ビックリ
しました。
〇お年寄と話すときの注意することを教えてもらったけど、実践するとなると意外と難しかった。ゆっくり
大きな声で話すことが大事だとわかった。
〇ファッションショーの時に、スタッフもお年寄もみんな笑顔だった。それを見て私も気持ちが良かった。

グッジョブ!!カイゴをおこなって
　1日だけのインターンシップという短い期間の中で、どのようにしたら介護の仕事の魅力と専門性を伝え
られるのかをスタッフみんなで考える事により、自分たち自身も介護の仕事の魅力と専門性を改めて再確
認できる機会となりました。
　今回、参加いただいた中高生には、ファッションショーを通じて、介護の“楽しさ”だけでなく、高齢者一人
ひとりの“物語”に触れることによって、“ただ体に触れてお世話する”から“人生に関わりながら介助する”へ
と変わる、介護の『深さ』と『広さ』を感じていただけたらと思っています。

サンバレーかかみ野　チーフリーダー　汐見　康

▲ドキドキのオリエンテーション ▲一生懸命ヒアリングして
　書いたシナリオ

▲ヒアリングをまとめてシナリオ作成

▲耳をかたむけたヒヤリング

▲ファッションショー頑張りました！ ▲初めて食べるソフト食 ▲老人保健施設の食事

リハトピア・フェニックス
佐々木 真

　子育て支援エクセレント企業としても認定され、女性が働き
やすい環境を常に模索している法人にあって、女性も長年楽
しめるスポーツでもある『バレー』が野球に続く第二号の法人
公認を勝ち取るべく、今年４月から始動しています。フェニック
ス総合クリニックの副院長である長縄康弘先生を中心として、
毎週月曜日に市内の体育館で法人内の様々な部署からスタッ
フが集まり汗を流しています。６人制で５号球を使用しての活
動ではありますが、９人制、ソフトバレーなど様々な形式に対
応できるように準備しますので、「試合形式の練習がしたい」
「試合前だから練習試合の相手を探している」などの要望があ
りましたら、地域の皆様と交流を図るために全力で戦いに挑み
ますので、フェニックス総合クリニックまで足をお運び頂き、副
院長へお申し出ください。「皆さんの挑戦を待っています！！」

本格始動!!

Com.Do那加
野球部キャプテン  田口 耕平

　野球部は6，7年前から近隣の病院や福祉施設と時々練習試合する程度の活動をしていましたが、平成27年度から
各務原市軟式野球連盟に加入し本格的にリーグに参加する事になりました。
　現在部員は監督・選手計17名、マネージャー2名で活動しています。野球経験者は半数位しかおらず、残りの半数は
サッカーやバスケなどの経験者です。野球は未経験ですが、スポーツが大好きなスタッフが集まっています。自分自身
は小学校ではソフトボール、中学・高校・専門学校とずっと野球ばかりやってきました。

　昨年の年末にリーグ参加する事が決まり、それから月に1～2回程集
まり練習をしてきました。キャッチボールやノック、バッティング練習など
久しぶりやると学生時代の部活を思い出しました。
　そして、いよいよ3月22日に初戦を迎えました。結果は見事逆転で初
試合初勝利を収める事ができました。5月24日時点の成績は4勝1不
戦敗になっています。自分の中で開幕前は年間で1勝できたら良いかな
と思っていましたが、不戦敗を除く4試合は全て勝利し驚いています。ま
だ、試合の半分くらいが終わったところですが、一つでも多く勝利しシー
ズンオフには皆で楽しく美味しいお酒を味わいたいと思っています。

絶好調!!
フェニックス部活報告

ほらどキウイマラソン出場決定!!
入部者募集　問合せ　☎058-379-3588法人本部　豊吉まで

現在リーグ1位

野球部試合結果
試合日

3月22日

4月12日

4月26日

5月 3日

5月24日

6月 7日

7月26日

8月 2日

結　果

不戦敗

対戦相手　　

ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ

コムラーズ

ウイルス鵜沼

Ｓ1ファザーズ

オッシャーズ

アスレチックス

スーパードライ

アイキダイナマイ

ジーズ

フェニックス

フェニックス

フェニックス

フェニックス

フェニックス

フェニックス

フェニックス

フェニックス

2：6

3：6

5：15

5：7

0：14

3：7

3：17

勝ち

勝ち

勝ち

勝ち

勝ち

勝ち

勝ち

参加した学生の声

野球部

バレー部

マラソン部

仲良くて
たのしいよ♪
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   働くママ
レポート

　フェニックスに入社して一年が経ちました。
　介護の経験はなく、やりたいという思いだけで、この世界に飛びこんできました。
　始めは右も左も分からずとまどう毎日が続きました。
　何も出来ない自分がくやしくて泣いた日もありました。
　また、下の子をショコラに預ける際に泣く姿を見て悩む日もありました。
　そんな私に「大丈夫、大丈夫、お母さん。海くん、ママが行ったら、ニコニコだよ。」
「お母さん、安心してね。」「お母さん、頑張ってるね。」と声をかけてくださった保育
士さん。
　仕事中に悩む私の話を聞いて下さるサニーテラスの職員の方々。
　色々な人に支えられながら、ここまで続けてこれました。
　今は、まだまだ未熟ですが、この仕事が好き！！もっと勉強していきたい
と思うようになりました。
　家庭と仕事の両立は大変ですが、この環境を与えてくださった事に感
謝し、知識を身につけていけれるように頑張っていきたいと思います。

   働くママ
レポート

サニーテラス
嶺木 めぐみさん

（湊愛ちゃん5歳、海鳳くん2歳）

Wedding

お
めでた

平成26年11月22日
11月22日

12月25日

平成27年  2月18日
4月16日

平成26年11月11日生
12月19日生

平成27年  1月  7日生
2月  9日生
2月10日生
2月20日生
4月15日生

4月27日生

校條　亜美
長縄　真明
　　　琴美
大峰　　翔
　　　実穂
山口　実咲
大村佳代子

吉国　親吾
林　　智規
横山　裕司
小木曽有輝
柴田恵美加
牛木　吏惠
長縄　敏毅
　　　智子
中野　健司

菜穂ちゃん 
湊士くん 
葵都ちゃん 
力斗くん 
華恵ちゃん 
真彩ちゃん 
陽美ちゃん 
 
真菜ちゃん 

めんじょう

（Ｃｏｍ.Ｄｏ）（旧姓：石田）
（きらら）
（メゾンペイネ）（旧姓：岩井）
（きらら）
（サンバレー）（旧姓：植山）
（サンバレー）（旧姓：嶋口）
（サンバレー）（旧姓：藤村）

（健康館）
（サンバレー）
（すずらん）
（ショコラ）
（在宅支援クリニック）
（私の部屋）
（総合クリニック）
（包括支援センター）
（サンバレー）

な　 ほ

ま　 い

ま　 な

み な と

あ お い

りき  と

は な  え

は る  み

南 川 浩 史
　ボランティア活動の主眼は、誰のために何のた
めにやるのかである。
　この目的をしっかり理解して、利用者の為になっ
ているか、依頼先の希望に沿っているか、マンネリ
化していないか、常に仲間と共に自問自答しなが
らやっている。
　特に、マンツーマン的少人数の利用者の場合
は、プライベートに配慮しつつ一段と慎重さが必
要である。
　相手をよく理解することから始まり、立場を自
分に振り返って考えてみることだ。
　相手の家庭環境、現職時代からの経緯、趣味、

興味、今何を望んでいるか、その状況に応じて、何
をなすべきで、自分には何が、できるのか、そのた
めには何をどう準備すればいいのか、楽しみなが
らやり、励まし、喜びや希望を与えるにはどうすれ
ばいいのか。
　種々の観点から取組み、創意工夫が必要であ
る。相手の反応を見て、効果を確認し、自己評価、
反省も必要である。
　周りの状況を配慮し、指導を仰ぎつつ、何をい
かにしてやるか、これまでの知識、技能、経験を活
かし、工夫しながらベストを尽し、いささかなりと
も、社会福祉に貢献できれば望外の喜びである。

●包括かかみ野の髙    が「羽うさぎ」ご利用中のＮさん    と
　訪問中の野間さん    にインタビュー
　　「月に１度の訪問で話を聞いてもらう事にしていかがですか」
　　「来てくれるのが楽しみです。話に花が咲いて時間がアッという間

に過ぎます」
　　「私はサトイモの煮つけのつくり方を教えてもらいました。家で料理

したら美味しかったです」
　　「毎月、来てくれる日が待ち遠しいです。」

●同じく「羽うさぎ」ご利用のＧさん    と奥様    にインタビュー
　　「傾聴ボランティアさんが来られて、いつもどんなことをされていますか？」
　　「一緒に新聞を読んだり、書いたり、歌謡曲春日八郎の歌を一緒に歌っています。」
　　「来て頂くようになって、はつらつとするようになり、夫婦喧嘩が減りました（笑）。夫は脳梗塞後遺

症で言葉が出にくくなって、自宅からあまりでなくなり、人とかかわらなくなってしまったので、来
て頂いてとてもありがたいです。」

　　「Ｇさん、何となく以前に比べると表情が明るくなった気がします。」　

何をどうするの？

傾聴ボランティア羽うさぎさんへインタビュー

ボランティア活動

私たち大きな耳と心で
お話を聴きます フェニックス子育て支援フェニックス子育て支援

応援しています。
これからもがんばって

ください。

明るい未来♡ 末永く
　お幸せに -^^

大峰 翔さん・実穂さん

吉国菜穂ちゃん

傾聴ボランティア 羽うさぎ

地域包括支援センターかかみ野　０５８-３８４-８８４４　髙まで

　「羽うさぎ」のボランティアネームはフェニックス外来リハビリ通院中の
「飯田高広さん」が装具をつかいイラストを描いて下さいました。ボラン
ティアさんにもご利用者さんにもかわいいと大好評です。
　大勢の方はの所に行くのはちょっと…。でも人とはふれあいたい方に何
かないかと考え、ボランティアさんを募り、始めた傾聴ボランティア活動。
来てほしい、又はボランティアをしてもいいよと思われる方は是非下記ま
でご連絡ください。

★結婚・出産後も自分らしく働く支援を行います。
★育児をしながら、キャリアをのばす支援を行います。

かかみ野学童クラブ
（長期休暇のみ開催）

フェニックスグループでは、多くの働くママが在籍しています。
仕事・家事・育児をしながら、自分らしく輝くママを応援します!!

事業所内託児所
ショコラ

婚姻・おめでた報告婚姻・おめでた報告


