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フェニックス総合クリニック

　人は生まれた瞬間から加齢(老化)が始まり成熟・退化して
いきます。20歳まで我々はそれを成長・発育期として社会に
育てられてきました。そして、その後は種の継続(結婚・子育
て)と労働(納税)の社会的義務を果たしたのち（還暦後）、
初めて個としての自由な(他人に迷惑のかけない、ご隠居と
しての)生き方が数年間許されてきたと思っています。しかし、
この数十年で寿命は25年近く伸び、社会の気ままなご隠居
生活を視る目は日に日に厳しくなっています。また、人は他
の動物に比べ身体的生命に加え、社会的・精神的な生命を有
する動物ですが、医学や予防保健学の恩恵で身体的寿命は
男性が80才、女性が87才と確実に伸びてきました。しかし、
多くのおとしよりは社会的・精神的寿命を還暦後（退職後）も
充実させるすべがないまま惰性的に過ごしています。この
社会的・精神的な停滞が脳の老化を早め、やがて恍惚の人
（認知症の人）として家族や地域に迷惑がられる存在になっ
てきます。現役時代はつらつとしていた先輩が退職を機に
夢遊病者の様に徘徊している姿を見て、以後、ケアを中心
とした認知症の対応方法を独学で学び十数年になります。
しかし、最近は脳科学的に徐々に解明され、医療者としての
関わりも重要になっていると感じています。

　私たちは、今までの経験から「認知症とは認知機能が何ら
かの原因で低下している状態の人」と考え、その方の認知機
能低下の回復・改善の可能性を信じて多職種からなる専門
チームが対応しています。私は、認知症を改善や予防すると

いう視点から、次のように大別して対応しています。①病気
としての認知症　②脳出血・脳梗塞などによる脳神経損傷に
よる二次的認知症（可逆的・不可逆的に認知機能低下した
人）　③脳の老化にともなう認知症（可逆的に認知機能低下
している人）の3つです。
①病気としての認知症
　βタンパク、タウタンパク、αシヌクレインなどの異常沈着
が神経細胞の破壊に何ら関係した時で、アルツハイマー病・
レビー小体型認知症。ピック病(前頭側頭型)などがこれに属
する典型的認知症で発病後は比較的早期に終末期（死）に
至る。短期記憶障害・見当識障害・実行機能障害などの中核
症状とそれが原因で周りを巻き込む異常行動(周辺症状)が
特徴です。最近は、相手の心境の視点に立ったケア（パース
ン・センタード・ケア）と薬物療法の併用が主流になってきま
した。私がめざす薬物療法は、患者さんが発する症状（証）に
合わせて漢方流に多剤の薬物を少量づつ組み合わせて、在
宅での生活が自立できる様に支援する河野メソッドが基本
です。その効果は驚異的で、家族やケアスタッフの負担を著
しく軽減させ、快適な療養生活に貢献しています（詳細は次
回に掲載予定です）。
②脳出血・脳梗塞に伴う認知症
　脳出血や脳梗塞による脳神経細胞の損傷および脳神経
細胞間のネットワークの破壊で正常な認知機能が低下した
状態をいうもので、いわゆる後遺症としての認知症に相当
します。発病直後のネットワークの乱れがやがて正常に生
き残った神経細胞間でインターネットの様に再開通すれば

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

一時的に低下した認知機能も改善してくる可能性が大きい
と私達は信じて、あらゆる方法で再開通を促進する様に専
門職からなるチームで機能復帰（身体的・嚥下・発語・社会復
帰への気力等を含むリハビリ）をめざしています。私の河野
メソッドによる認知機能向上療法（意識改善・脳神経賦活化
など）も大いに貢献しています。
③脳の老化に伴う認知機能低下（廃用性低下）
　認知症は軽度のものを含めると今後820万人にも達する
と予想されています。そこで、国の緊急最重点事業として新
オレンジプランが策定され実行されつつあります。その主な
対象が生活不活発からくる脳不活発病、すなわち老化が加
速された廃用性・認知機能低下症状です。長生きすれば脳の
老化も進み、だれでもやがて認知症（ボケる）になるのです
が、最後まで他人に迷惑のかからぬよう「よく生きる」人生を
めざしたいものです。

　私たちは、動物から人間に進化する過程で、本能的に“な
かま”を求めて「たくましく生きる」動物能(大脳辺縁系)を、さ
らに、左脳（理性）と右脳(感性)を連動させ“自分の役割”を求
めて「うまく生きる」高等哺乳動物としての集団（社会）形成、
そしてついに、言葉や数の概念を獲得することにより経験を
蓄積した高度な思考ができ（前頭葉の著しい発達）、“生きが
い”を求める個(ヒト)の集団社会へと発達してきました。この
様に人間は身体的存在（なかま）、社会的存在（役割）、精神
的存在（生きがい）の三位一体からなる高等動物です。人生
50年の時代は、この三位一体が生涯バランスよく保たれ、
おとしよりは直前まで社会における役割や精神的生きがい
がありましたが、人生80年の現在では、定年退職後の喪失
体験により多くのおとしよりが社会における役割や生きがい
を見失っています。この様な喪失体験による脳の廃用性退
化は最も人間が高度に発達させた前頭・側頭葉に真っ先にみ
られ、次いで左脳から右脳へと伝播していきます。すなわち、
人は加齢により、まず「よりよく」生きることができず、やがて
「うまく」生きていけなくなるのです。これが老いによる廃用
性認知症であり、長く生きれば、だれでも少なからず訪れる

脳の老いです。従って、老後は仲間を求め（大脳辺縁系・動物
脳の刺激）、地域社会や家族における役割（左脳・右脳の刺
激）をもつことで前頭・側頭葉がより刺激される（人生の生き
がいの再発見で）三位一体（仲間・役割・生きがい）が脳のボ
ケ防止につながると渕上哲医師（私の最も尊敬・信頼できる
友人ですが）は強調され、認知症予防を長年実行され地域
に多大な貢献をされています。

　かつて十数年前に、病気による身体的・精神的な喪失に対
して積極的な社会参加や新たな生きがいづくりをめざすリハ
ビリ（もとの状態にもどす）を地域（社会的）リハビリテーショ
ンとして全国的展開した運動が、地域包括ケアシステム構想
ともに新たな形で復活してきました。27年4月の介護報酬
改定では、デイケアに「活動と社会参加」を目的としたリハビ
リを義務づけ、29年からは地域自治体の責任下で要支援者
や脆弱高齢者を対象とした新地域支援事業（介護予防）が強
制的に開始される予定です。さらに認知症を対象とした新オ
レンジプランもこれに該当します。いづれも地域で老若が自
立・共生・支え合う運動であると私は理解しています。

　今後、ごく軽度の認知機能低下した人を含む認知症は
820万人におよぶと言われています。各務原市で概算する
と1万人に相当し、施設入所で専門スタッフに手厚くケアさ
れる人は重度の方が中心となるため、ほとんどの方は地域
支援による在宅療養になると予想されています。フェニック
スは今までの経験を生かして近未来の地域・共生社会づくり
にお役に立てられるよう頑張りたいと思っています。特に認
知症予防はあらゆる世代を巻き込み、個々の人生設計にも
深く関わる一大イベントです。各務原市や地域住民の“思い”
がその原動力です。その思いのある方々と一緒に歩ませて
いただきたいと思っています。その小さな発信地として旧鵜
沼中央クリニックを改装し、11月より地域交流広場として提
供させていただいています。小さな波紋を皆様の手で大き
く広げていただければ、私どもの至上の幸せです。

～脳も老いる、老いを認め良く生きるためには？～

認知症は病（やまい）？

明けましておめでとうございます。
　昨年新規オープンしたメディカルセンターPhoenixも皆様の
暖かいご支援のもと出航し、順調に航海中であることをご報告する
とともに熱く御礼申し上げます。今後も、地域の皆様のご意向に
沿えるようスタッフ一丸となって頑張りたいと思います。今後とも
よろしくお願いいたします。

いつか私も“認知症の人”に
認知症講座のお知らせ…P.11
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しての)生き方が数年間許されてきたと思っています。しかし、
この数十年で寿命は25年近く伸び、社会の気ままなご隠居
生活を視る目は日に日に厳しくなっています。また、人は他
の動物に比べ身体的生命に加え、社会的・精神的な生命を有
する動物ですが、医学や予防保健学の恩恵で身体的寿命は
男性が80才、女性が87才と確実に伸びてきました。しかし、
多くのおとしよりは社会的・精神的寿命を還暦後（退職後）も
充実させるすべがないまま惰性的に過ごしています。この
社会的・精神的な停滞が脳の老化を早め、やがて恍惚の人
（認知症の人）として家族や地域に迷惑がられる存在になっ
てきます。現役時代はつらつとしていた先輩が退職を機に
夢遊病者の様に徘徊している姿を見て、以後、ケアを中心
とした認知症の対応方法を独学で学び十数年になります。
しかし、最近は脳科学的に徐々に解明され、医療者としての
関わりも重要になっていると感じています。

　私たちは、今までの経験から「認知症とは認知機能が何ら
かの原因で低下している状態の人」と考え、その方の認知機
能低下の回復・改善の可能性を信じて多職種からなる専門
チームが対応しています。私は、認知症を改善や予防すると

いう視点から、次のように大別して対応しています。①病気
としての認知症　②脳出血・脳梗塞などによる脳神経損傷に
よる二次的認知症（可逆的・不可逆的に認知機能低下した
人）　③脳の老化にともなう認知症（可逆的に認知機能低下
している人）の3つです。
①病気としての認知症
　βタンパク、タウタンパク、αシヌクレインなどの異常沈着
が神経細胞の破壊に何ら関係した時で、アルツハイマー病・
レビー小体型認知症。ピック病(前頭側頭型)などがこれに属
する典型的認知症で発病後は比較的早期に終末期（死）に
至る。短期記憶障害・見当識障害・実行機能障害などの中核
症状とそれが原因で周りを巻き込む異常行動(周辺症状)が
特徴です。最近は、相手の心境の視点に立ったケア（パース
ン・センタード・ケア）と薬物療法の併用が主流になってきま
した。私がめざす薬物療法は、患者さんが発する症状（証）に
合わせて漢方流に多剤の薬物を少量づつ組み合わせて、在
宅での生活が自立できる様に支援する河野メソッドが基本
です。その効果は驚異的で、家族やケアスタッフの負担を著
しく軽減させ、快適な療養生活に貢献しています（詳細は次
回に掲載予定です）。
②脳出血・脳梗塞に伴う認知症
　脳出血や脳梗塞による脳神経細胞の損傷および脳神経
細胞間のネットワークの破壊で正常な認知機能が低下した
状態をいうもので、いわゆる後遺症としての認知症に相当
します。発病直後のネットワークの乱れがやがて正常に生
き残った神経細胞間でインターネットの様に再開通すれば

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
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　かつて十数年前に、病気による身体的・精神的な喪失に対
して積極的な社会参加や新たな生きがいづくりをめざすリハ
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ンとして全国的展開した運動が、地域包括ケアシステム構想
ともに新たな形で復活してきました。27年4月の介護報酬
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レンジプランもこれに該当します。いづれも地域で老若が自
立・共生・支え合う運動であると私は理解しています。

　今後、ごく軽度の認知機能低下した人を含む認知症は
820万人におよぶと言われています。各務原市で概算する
と1万人に相当し、施設入所で専門スタッフに手厚くケアさ
れる人は重度の方が中心となるため、ほとんどの方は地域
支援による在宅療養になると予想されています。フェニック
スは今までの経験を生かして近未来の地域・共生社会づくり
にお役に立てられるよう頑張りたいと思っています。特に認
知症予防はあらゆる世代を巻き込み、個々の人生設計にも
深く関わる一大イベントです。各務原市や地域住民の“思い”
がその原動力です。その思いのある方々と一緒に歩ませて
いただきたいと思っています。その小さな発信地として旧鵜
沼中央クリニックを改装し、11月より地域交流広場として提
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く広げていただければ、私どもの至上の幸せです。

新地域リハビリテーションの推進

老いを認め良く生きるためには
～仲間、役割、生きがいの三位一体で～

かかみ野における老化廃用性認知症予防プラン
（オレンジプラン in かかみ野）
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リハビリのお話

『鏡餅から学ぶ 肩こりの直し方』

『もの忘れ外来』のご案内
初診のご予約は月曜日・水曜日
再診は随時ご予約承ります。受付までお申し付け下さい。
　　　　　　　　フェニックス総合クリニック 医師 長縄 伸幸

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

　明けましておめでとうございます。2014年11月、鵜沼中央クリニックは
フェニックス総合クリニックとして生まれ変わりました。患者様・ご利用者様、
地域住民の皆様、近隣の医療機関・介護事業所の皆様、取引業者様のお力
添えで2年目を迎えることができました。厚く御礼を申し上げます。
　今回のテーマは肩こりです。「肩が石の様に硬いです」「肩こりで頭痛や
目眩がします」「背中や腕の方まで痛くなります」今日もたくさんの方が悩
みを打ち明けて下さいます。肩こりの原因にはいろいろありますが、姿勢や
頭の位置が原因になっている方も大変多いです。図1の様に背中が丸まっ
て顔が前に出るような姿勢は要注意です。理想は真横から見て頭・肩・骨盤・

くるぶしが一直線になります。普段自分が顎を前に突き出して生
活してしまっていることに気づかれる方が多いと思います。この
ような姿勢はかなり首や肩に負担がかかります。実は頭は結構
重くて体重の10％くらいあると言われています。５ｋｇの米袋
（または牛乳パック5-6本）を乗せている状態です。そんな重い
ものを私たちは担いで生活しています。ですから悪い姿勢を長
時間とっていると首や背中あるいは腰の筋肉にかなりの負担が
かかってしまいます（図2）解決のヒントに鏡餅があります。バラ
ンスの良い鏡餅は土台のお餅がまっすぐ並んでミカンが安定し
ています。美しく積み上がった鏡餅を見て姿勢を正してみましょ

う。頭の上にミカンを乗せているイメージ
で！ 首や背中の痛みや疲れなどが改善する
可能性があります。
　しかしながら、首や肩の慢性的な症状に
悩んでおられる方の中には脊椎や肩関節、
その他の部位に障害が起きているケース
があり、まずは正確な診断が必要です。ま
た姿勢の矯正に加えて、リハビリや薬（鎮痛
剤や外用剤、ヒアルロン酸など）を組み合
わせて治療したほうが一層効果的なことも
多いです。お悩みの方はぜひ私の外来でお
気軽にご相談下さい。

図1

図2

最近
もの忘れが…。
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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

　あけましておめでとうございます。メディカルセンターフェニックスがオープン
してから１年が経過しました。検査機器も充実し、皆様に安心して検査を受けて
いただける体制になってきたこと喜ばしく思っております。前回までは大腸癌検
診を取り上げてきましたが、今回から胃癌検診についてお話しようと思います。
　胃癌とは胃の内側にできる悪性腫瘍です。胃癌で亡くなられる方は減少傾
向にありますが、全がんの中で男性では2位、女性では3位となっており、以前
多くの方がかかられる病気です。（2013年統計）大腸の場合は良性のポリープが癌に成長するケースが多
く見られますが、胃癌の場合は直接癌ができるケースが多いとされています。癌ができるメカニズムは明ら
かにされていませんが、ヘリコバクター・ピロリ菌の関与が注目されており、ある研究では胃癌になられた方
の94％がピロリ菌に感染していたと報告されています。（詳細は次回以降解説いたします。）
　胃癌は検診などで見つけられる大きさになるまでには、多くの場合数年間か
かります。大きくなると他の臓器を巻き込んだり（浸潤）、転移したりして命を脅
かします。癌全般的に言えることですが、病気は早期で見つけることが大切で
す。右表は胃癌の5年生存率を示しています。ステージの大きい数字ほど進行し
た状態を示しますが、数字の小さい初期の段階ではほとんどの方が根治してい
るのがわかります。
　現在行われているおもな胃癌検診は次のようなものがあります。

１）胃X線検査
　胃X線検査は、バリウム（造影剤）と発泡剤（胃をふくらませる薬）をのみ、胃を観察する検査です。胃癌のほか、
良性の病気である潰瘍やポリープも発見されます。検査の感度（癌を見つけることができる割合）は、約70～80
％です。胃の全体を評価したり、大きな病変の描出に向いていますが、微細な変化や色調などは評価できません。

２）内視鏡検査
　胃の中を内視鏡で直接観察する検査です。内視鏡を口や鼻から挿入するため、
胃の中の小さな病変を直接見つけることが可能で、胃X線検査などの他の検査で
異常が疑われた場合に、確定診断をつけるための精密検査としても行われる精度
の高い検査です。検査中は喉の違和感等の不快を伴うことがあります。

３）ペプシノゲン検査
　血液検査によって、胃粘膜の萎縮度（いしゅくど）を調べます。胃の中を直接調べる検査ではありませんが、
一部の胃癌は萎縮の進んだ胃から発生することがあるため、この検査をきっかけにして胃癌が発見されるこ
とがあります。また萎縮にはピロリ菌が関与している場合が多くあります。陽性と判定された場合は、精密検
査を受けることが望ましいといえます。

４）ヘリコバクターピロリ検査
　血液検査や尿検査・便検査などで、ヘリコバクターピロリ菌に感染しているかどうかを調べることができま
す。ヘリコバクターピロリ菌感染は、胃癌の発生リスクを高め、感染者の約８％ に癌が発生するという報告や
前述しましたが胃癌になられた方の94％がピロリ菌に感染していたと報告もあります。この検査では胃癌の
診断はできないので、検査が陽性となった場合には胃X線検査や内視鏡検査を受けることが勧められます。

検査の詳しい内容は今後追って紹介していきます。

～第3回 胃癌検診～

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

胃がんの病期別生存率
（2003-2005）
病期
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

5年相対生存率（％）
96.7　　　
64.4　　　
46.7　　　
7.3　　　

最近
もの忘れが…。
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1月
互礼会 2月

5月

4月
入社式

新年度研修・親睦会

6月
ドイツ視察団来訪

7月
かかみ野学童クラブ

3月
グッジョブカイゴ
内閣府が取材

フェニックス2015年を
振り返る
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衆議院議員
武藤 容次 氏

各務原市長
浅野 健司 氏

8月
サンバレー夏祭り
だんらん創立記念祭
新人ボーリング大会

11月
Ｃｏｍ.Ｄｏ ＤＡＮＫＥオープン
介護福祉士資格取得学習会

12月
エクセレント企業として発表

10月
　ＰＨＯＥＮＩＸ ＤＡＮＫＥ内覧会
メゾン秋祭り

介護職員初任者研修 講座開講

コミュニティ・プラザ奨励賞
受賞

9月
全国介護老人

保健施設大会 岩手
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　日本では、肺炎の罹患率は年々増加の一途であ
り、「がん」「心筋梗塞」に次いで死因原因の第3位
です。全国で亡くなられる約10％の方々が肺炎
により命を落とされ、特に高齢になるとその割合
はますます増えます。肺炎の原因となる「誤嚥」
は、食事の際に本来食道に流れるべき食べ物が、
気管や肺の方に流れてしまうために起きたり、ま
た寝ている際に口腔内の細菌が繁殖して唾液とと
もに肺に流れてしまうことにより起きます。肺炎は
体力を低下させ「食べる力」も衰えさせます。
　私たちは、肺炎や食べる力の低下を予防し、い
つまでも「食べる」という楽しみや、人間本来が持

つ文化的・生理的機能を支えていきたいと考え、歯
科医、消化器専門医、耳鼻咽頭科医を中心とした
「摂食嚥下チーム」を立ち上げました。これは、肺
炎予防をはじめ、一度食べる力が衰えても、専門
的に評価し訓練を経て改善を目指していくチーム
です。これまで過去3年間に当院にかかられた胃
瘻や経鼻経管栄養の方々の約50％を、専門的評
価・リハビリなどを通じてもう一度食べられるよう
にご支援させて頂きました。これからも私たちの
専門性を高め、また、皆様の声を伺いながらその
ご希望に沿った医療・介護サービスを提供し、地域
の方々の「食べる」を支えていければと思います。

フェニックス総合クリニック

甘利秋月
言語聴覚士

多職種連携 摂食嚥下チーム始動
─食べられることに幸せを♡─

過去３年間で嚥下造影検査を実施した56名中26名（４７％）の方々が
経管栄養と経口摂取併用、もしくは経口摂取のみへ改善されました。

平成25年度

平成26年度

平成27年度※

3

9

14

13

18

25

嚥下内視鏡
検査件数

嚥下造影
検査件数

※平成27年9月末現在

摂食嚥下
チーム

作業療法士

理学療法士

言語聴覚士 管理栄養士
放射線技師

看護師

歯科医師

耳鼻咽喉科医師

消化器専門医師
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中 村 安 之
　野次馬根性で参加させてい頂いた本日の会で
ございましたが、大勢の老人方、小中学生の子ど
も達に接することができたこと、戦中のとぼしい
体験の一端を紙芝居等を通じて、皆さんに聞いて
頂いたこと、先輩の方々のお話が聞けたこと、会
場の提供、プログラムを作るスタッフのご苦労が
うかがえたこと、とにかく心地よい疲れというか猛

暑もふっとばせる一刻を得た
事をお礼申し上げます。私は、
現在８３歳。当地にきて５０年
弱、アピタ各務原店開店時の
とし、この地の区長・鵜二小校
下連合会長の両任をさせて

頂いた事あり、現在は鵜二小とジョイフル各務原
とお話し玉手箱（県図書館）等で読みきかせをさ
せて頂く生きがいにて暮らして居ります。
　住めば都の言葉どおり良き街に住み、いろんな
方とお近づきもあり、倖せ老人でございます。
　連合会長時代、フェニックス長縄先生の講話も
拝聴致したこともあり、近くにあることで本当に
安心でございますね。

中村安之
和歌山県生まれ。現在は各務原市在住。
平成10年に鵜沼第二小校下連合会の会長を務める。
現在、読み聞かせボランティア「お話玉手箱」にて元気
に活躍中。

ボランティア紹介

お話玉手箱

　夏休みかかみ野学童クラブへ講師として来ていただき、学童クラブに来
ていた近隣の小学生に、戦争体験の話を中村様にしていいただきました。
　子ども達は、授業や教科書などでしか知らない「戦争」について、実際に
体験された方の生の声を聴き、戦争の怖さを知るきっかけになりました。
　平和になった現在では、けして知ることのできない声を聴き、子ども達
の心に大きく響いた時間になったと思います。

　現在、サンバレー２階では、ＳＢＫというグループを作り活動しています。
役割を持ってもらい、認知症進行を予防していく為できる事の継続や、でき
ることを増やしていく取り組みをしています。それを継続していくことで在
宅復帰にも繋がっています。

ＳＢＫの活動
●食前、食後の食堂の準備
　（台拭きや、床掃き、配膳片付けなど）
●毎日の水分摂取の準備
●おやつの準備
●洗濯物干し
●洗濯たたみ
●廊下の手すり拭き
●体操の棒配り、回収
●居室の布団たたみ

　などなど、色々な活動をしています。最近では、月に１度、アピ
タなどへ外出をしてお使いにいき買い出しをしたりしています。
　以前に比べ１人１人が自分から積極的に取り組んでくれるよ
うになってきました。
　また、役割があることで活動的になり表情が明るくなってき
ました。
　今後は、男性の活動にも力を入れていきたいと考えています。

今井満子さまより言葉を頂きました。
「私は、今井満子です。毎日毎食食器の片付け
や、床掃き、テーブル拭きなどを頑張って取り
組んでいます。みんなと一緒に片付けをする
と楽しく出来ます。これからも頑張っていきま
す。洗濯たたみ等を頼んでいただければお手
伝いに行かせて頂きます。」

老人保健施設 サンバレーかかみ野老人保健施設 サンバレーかかみ野

かかみ野アイドルSBK48活動中
サン   バレー かかみ野
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スリング エアロバイク
卓球

事業所紹介 フェニックスグループにはたくさんの事業所があります。
その事業所ひとつひとつの魅力をお伝えします。

デイサービス Com.Do DANKE

生涯現役・共生 私たちは皆様の挑戦をサポートし、生涯現役の実現を目指します。
時には支え、ある時には支えられながら共に生活していく空間です。

　作業療法士、介護予防運動指導員による科学的根拠に基づいたリハビリメニューの提供を行います。
　レッドコード、マシントレーニング、卓球などのリハビリ以外に屋外での活動も行っていきます。

　デイサービス内での交流だけでなく、併設している地域交流サロン
DANKEでご家族やご友人、地域の方との社会交流することができます。
また、特養やショートステイのご利用者様とも交流をしていきます。
　交流を通じて新しい仲間を見つけたり、ご自分の地域で社会参加する自
信を取り戻します。

　生活リハビリとして飲み物や食事の準
備、掃除、後片付けなどをご自分で行って
いただきます。
　ご利用者様同士で協力し、仕事や役割
を見つけることで自立支援していきます。

サークル活動

コーヒータイム

そば打ち 食事準備

掃除

コミュニティ・プラザ

福祉のトータルサポート

お年寄から子どもまでがだれでも参加できる未来型複合福祉施設
デイサービス 地域交流広場

特別養護老人ホーム

ショートステイ

町カフェのように自然と集まれる広場。
自分の足で来れる方ならどなたでもご利用頂けます。
エクササイズコース、書道コース、フラワーアレンジメントコース等様々。
一度お問合せください。

機能訓練（リハビリ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会交流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自立支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A様　77歳 男性　脳梗塞後遺症軽度右麻痺

運動効果の一例
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介護予防運動指導員　介護福祉士　田口 耕平
　運動リハビリの楽しさ・大切さを伝え実感してもらって、
「ご利用者様のあきらめていたことややってみたい事」を
実現できるようなデイサービスにしていきたいです。
　集まり方は、様々ですが、コミュニティ・プラザＰＨＯＥＮＩＸ
ダンケの地域交流広場ＤＡＮＫＥに来てもらい、ここが笑顔
の中心の場所になってもらえると嬉しいです。

●アピタ
●高校 ●JA

サークルK

●

おがせ駅

にんじん通
り

プラザ＆メゾン

健康館フェニックス

デイサービスCom.Do DANKE
地域交流広場DANKE

21

各務原市鵜沼羽場町3-33-1
☎058-385-1155

　様々なプログラムに取り組みます。また、同じ趣味を持った方たちとサークルを作り、自分たちで取り組む内容などを
考えて活動していきます。外部のボランティア講師の方と一緒に取り組んだりもします。
　得意な事をどんどん発揮していただき生きがいを見つけていきます。

カラオケ 将棋

手芸
工作

作業・サークル活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

施設内専用通貨『ユーメ』
生活する一つの刺激や仕掛けとして、【ユーメ】と
いう専用通貨を利用しています。何を行うにして
もユーメを使い1日を過ごして頂きます。お金を
管理する事で、社会リハビリを兼ねています。

「認知症医療の最前線」
特別
講座の
ご案内

特定医療法人フェニックス
理事長  長縄 伸幸（医師）

講師

日時
場所

　医師、薬剤師でもある長縄伸幸理事長による「コウノメソッド」を取り入れた新
しい認知症治療の最前線をお届けします。
　目からうろこの治療情報をお聞かせいたします。ぜひこの機会にご参加ください。

平成28年1月29日(金)13：30～15：30
コミュニティ・プラザ　ＰＨＯＥＮＩＸ　ＤＡＮＫＥ
各務原市鵜沼羽場町3丁目33番地１（旧鵜沼中央クリニック）

お問合せ、申込み 地域包括支援センターかかみ野　ＴＥＬ（０５８）３８４－８８４４
申込み期限 平成28年1月20日（水）

講話の後、質疑応答しながら茶話会を行います。
認知症に関する相談受け付けます。



～フェニックスグループを紹介～
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ベトナムの看護学校へ視察・訪問（9月）

　超高齢化によって2025年度には30万人の介護スタ
ッフが不足すると言われています。政府は人手不足を和
らげる案として、外国人の介護技能実習生の受け入れを
打ち出しています。私たちは、その対象国となる予定の
ベトナムに9月2～5日の4日間訪問してきました。
　飛行機がベトナムに降り立つ時に目に飛び込んで来た
のが田園風景で、日本の田舎とよく似ていてどこか安心
する感じがありました。ベトナム戦争の影響もあって、平
均年齢は27歳と若者が多く、活気に溢れていました。戦
後の日本を見たことない私でしたが、今の高齢者たちが
見てきた戦後の景色を少し共有できた気がしました。看
護短大を２校訪問し、労働先を海外に目を向けている
人々も多く、グローバルでとてもタフな国である印象を
受けたと同時に、世界そしてアジアの高齢化・介護人材
の事情や日本の置かれている状況を肌で感じることがで
きました。日本で介護の仕事に就くことを希望している
人々は、単に出稼ぎと考えている方ばかりではなく、介護
の仕事に関心を持ち、介護先進国である日本の技術を
学びたいと思っている人も多い。そんな外国人労働者に

偏見を持つのではなく、広い心で仕事の機会を設け快く
受け入れていくことが、日本のこれからの介護に必要と
感じました。
　フェニックスグループにこのような機会をいただけた
事、大変感謝しております。今回一緒に行ったメンバーと
今後のフェニックスを担っていけるように日々努力して
まいります。

サンバレーかかみ野
チーフリーダー　汐見 康

Special Th
anks　

長縄直子
汐見康

佐々木真

清水美樹

PHU THO 医療短期大学　 ＴＨＡＩ ＮＧＵＹＥＮ 医療短期大学
フ タ　イ グ ェ ントー

★３年制の学校　　　　
★ほとんどの学生が田舎から
　出てきている
★電気事情が安定しておらず、
　停電が多い
★日本に興味があり、
　１００名が参加
★薬剤師・助産師の修士課程を修了している

★３年制の学校
　１年生 ： 医療技術
　２年生 ： 病院実習
★学生人数は約６０００人
★２０００人が田舎から出てきて
　寮生活している
★中流階級の学生が多い
★日本への留学は年間４０名程

説明会参加者の学生さんと

フェニックスの説明会

大学理事会メンバーと会食 アオザイが素敵です

この日は卒業式でした。オメデトウ♡

授業風景
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★ベトナム事情
★首　　　都
★最大の都市
★人　　　口
★公　用　語
★通　　　貨
★主　　　食
★気　　　候
★性　　　格

★教 育 制 度

ハノイ
ホーチミン
9,250万人（平均年齢２６歳）
ベトナム語
ドン（１円≒１７４ドン）
米
北部は温帯性・南部は熱帯性
勤勉で真面目
恥ずかしがり屋
小学校 ５年間（  ６歳～１１歳）
中学校 ４年間（１２歳～１５歳）
高　校 ３年間（１６歳～１８歳）
大　学 ４年間（１９歳～２２歳）

義務教育

ベトナム社会主義共和国

人々の様子

ベトナム人
の

　男性は・
・・、

　　働かな
い⁉

バイクのこ
とを

   ホンダ（
HONDA）

と

　　　　　
    呼んでい

る フォー

ドリアン

海の幸

？？？

何の幸⁉(---;)

　準備から後片付けまで全員が役割を持つことで自己の存在意味を
見出します。介護予防を視野に入れ体操や合唱も行いますが運動イン
ストラクターや指揮者はもちろん地域の高齢者です。法人内託児所

ショコラの子ども達と一緒に練習し
フェニックス総合クリニックのロビー
で街角コーラスを行いました。
　人と人との関わりが相互作用となり
個人の出来る事が増えます。参加者の
方々が素晴らしい活動を展開している姿に地域高齢者の大きな可能性
を感じています。
　私達の願いは誰もが主役になれるような地域づくりです。

～一人一人が主役、
　出番と居場所があるカフェ～

＜お問合せ先＞　包括支援センター かかみ野　髙　058（384）8844

グリーンベンチ

総合クリニックのロビーにて

託児所ショコラの子どもたちと

地 域 交 流地 域 交 流
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Com.Do那加
野球部キャプテン  田口 耕平

　フェニックス野球部は今年から各務原市軟式野球リーグに参戦し、初めて
のシーズンが終わりました。
初参戦での結果は、1試合を残した時点では暫定1位となりチームは盛り上
がっていましたが、最終戦に負けてしまい惜しくも準優勝という結果でした。
結果に驚きと、悔しいと思う気持ちはありますが、学生のように声を出し、得点
が入れば全員で喜び、野球の経験のないスタッフが活躍した時には一段と盛
り上がったその瞬間はとても楽しい時間でした。
年末には野球部忘年会を開き、今シーズンのプレーを振り返りながら酒を飲
み盛り上がりました。そして、来シーズンは優勝を目指し頑張っていきたいと
思います。
　部活動を通して普段はあまり会うことのないスタッフと交流を深めること
ができるのでとても良い機会になっています。

　11月29日にフェニックスマラソン部として洞戸キウイマラソンに10名参加してきまし
た。その日は晴天でマラソン日和、10kmの起伏激しいコースをクタクタになりながら見事全
員完走することが出来ました！完走した後は武芸川温泉で疲れを取り、各務原に戻り、打ち上
げでしっかりと美味しいビールを頂きました。
　マラソンがしたいのか、打ち上げがしたいのか分かりませんが・・・笑
　次回は3月6日の各務原シティマラソンに10km、ハーフ合わせて7人参加予定です。
　走るのがお好きな方、ぜひ一緒に走りましょう。（沿道でのアツイ応援もお待ちしておりま
す！笑）
　今後もおいしいビールを飲む
ために（？）様々な大会に参加し、
フェニックスグループをアピー
ルしていきたいと思います。

準優勝!!

フェニックス総合クリニック
左髙 裕隆

フェニックス部活報告

野球部

マラソン部 初出場!! 祝完走!!
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   働くママ
レポート

　育休から復帰して半年が経ちました。復帰するにあたっての配属先は特養。今ま
でデイサービスの勤務だったので、経験のない部署でちゃんとやっていけるのか、
３年のブランクは埋められるのか、とても不安でした。また、ずっとこども中心の生
活を送ってきたので、家事・育児に加えて、仕事との両立ができるか心配でした。
　毎朝、泣いて離れようとしないこどもたちをショコラの先生方に託し、後ろ髪引か
れる思いで仕事に向かいました。仕事中も、こどもたちのことを思い出してしまうこ
ともありました。やっぱりずっと一緒にいてあげたい。親の都合で預けられるなんて
かわいそう。という気持ちもありました。
　しかし、親の心配をよそに、こどもたちはすぐにショコラに慣れてくれて、おとも
だちもできて、楽しく通うことができています。小さいながらも、集団生活の中で
色々と学び、吸収し、成長しているんだなと思うと、私も負けてられない！頑張らな
きゃ！と思わされます。
　仕事に悩んだ時も、部署の皆様が力になってくださり、丁寧にご指導いただき、
なんとかここまでやってこれました。
　二人続けて育休をいただき、合わせて三年も休ませていただいたのに、それで
も戻るところがあるというのは、本当にありがたいことだと思います。フェ
ニックスグループの一員として、こうして働けることを嬉しく思っています。
　家族のサポートはもちろん、部署の皆様の理解、ショコラの先生方、
恵まれた子育て支援の環境に感謝し、これからも日々邁進していきたい
と思います。

   働くママ
レポート

Wedding

お
めでた

平成27年  8月  8日

11月19日

12月  1日

平成27年  6月24日生

7月  6日生

8月24日生

9月27日生

10月  6日生

横山 啓明

小杉 彩乃

塩塚 友樹

木村 英典

水野 絵美

長縄 康浩
長縄 起世

吉田 仁美

左髙 裕隆
左髙 治香

颯斗くん 

慎くん 

俐杏ちゃん 

昇平くん 

奈々英ちゃん

（総合クリニック 作業療法士）

（ケアハウスだんらん）（旧姓：奥村）

（サンバレー２階）（旧姓：仙石）

（デイサービスＣｏｍ.Ｄo）

（サンバレー 作業療法士）

（総合クリニック 医師）
（総合クリニック 看護師）

（健康館フェニックス スポーツインストラクター）

（総合クリニック 作業療法士）
（在宅支援クリニック 言語聴覚士）

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

-^^

長縄 俐杏ちゃん

はや  と

しん

しょうへい

 り  あん

 な    な    え

特別養護老人ホームDANKE
永澤 真理さん

（永澤 莉緒ちゃん）

（永澤 京磨くん）

婚姻・おめでた報告婚姻・おめでた報告 （平成27年12月1日現在）



メディカル
フィットネス

特定健診・
保健指導室 Q10

Com.Doドクターズレストラン GA楽

名電各務原

おがせ 羽場

至江南

関
・
江
南
線

至
犬
山

R156

R21
各務原I.C

関I.C

アピタ

各務原蘇原那加
JR高山線

東
海
北
陸
自
動
車
道

東海中央
病院

おがせ池おがせ街道

岐阜C.C

市民公園

各務原C.C
N

私の部屋

ケアハウス
だんらん

三柿野

新那加

Com.Do2
メゾンペイネ

らぽら・ぽら
ひだまり サニーテラス

サンバレー
かかみ野

すずらん

きらら

Com.Do那加
交通のご案内

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
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

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

リハトピア・フェニックス

ハートピア・フェニックス

フェニックスデイケアセンターA&S

フェニックス在宅相談センター

地域包括支援センターかかみ野

サンバレーかかみ野
（老人保健施設）

デイケアセンターきらら
（デイケア）

ケアハウスだんらん
デイサービスセンターすずらん
（認知症対応型デイサービス）

私の部屋
（グループホーム）

街の健康ステーション
リハビリデイサービスCom.Do那加

メゾンペイネ
（特別養護老人ホーム）

らぽら・ぽら
（小規模多機能サービス）

介護予防デイサービスCom.Do2

ひだまり
（グループホーム）

サニーテラス
（グループホーム）

事業所内託児所 ショコラ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス
メディカルフィットネスQ10

特定健診・保健指導室

介護予防デイサービスCom.Do

ドクターズレストラン GA楽

コミュニティ・プラザ 

フェニックス DANKE
特別養護老人ホーム DANKE（暖家）

デイサービスCom.Do DANKE

ショートステイ DANKE

地域交流広場 DANKE

TEL（058）322-2000

…TEL（058）322-2100

…………TEL（058）322-2220

…………TEL（058）322-2221

TEL（058）322-2222

……TEL（058）385-2244

……TEL（058）384-8844

………TEL（058）370-7777

……………TEL（058）370-8875

………TEL（058）379-3377

……TEL（058）379-3773

………………………………TEL（058）370-1200

TEL（058）322-5757

…………………………TEL（058）370-5225

…………………………TEL（058）370-2800

…TEL（058）370-2800

………………………………TEL（058）370-8885

…………………………TEL（058）370-9915

………TEL（090）9960-0177

………TEL（058）379-3388

……………TEL（058）379-3388

……TEL（058）379-2022

………TEL（058）379-1818

…TEL（058）370-0070

…TEL（058）385-1155

…………TEL（058）385-1155

……………TEL（058）385-1155

プラザ＆メゾン
地域密着型複合施設

メディカルセンター

ダンケ

特定医療法人 社会福祉法人
岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番 岐阜県各務原市須衛町1丁目132番

フェニックスグループ 検索 http://phoenix-g.jp

V
o
l. 2

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。

コミュニティプラザ
PHOENIX DANKE
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