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がん検診のススメ

〜第4回 ピロリ菌の検査と胃がん検診〜
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フェニックス総合クリニック

老いを認め、
老いることを楽しむ
老いを認めざるをえない自分、
待ってくれない税・社会保障一体改革

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

みうら あつし

日本のマーケティングリサーチャー 消費社会研究家 三浦 展

地域社会の中で価値を生み出す時代へ

︵﹁データでわかる2030年の日本﹂
より抜粋︶

日本はこれからどんどん高齢化し︑働き手である若い世代は激減し︑未
婚︑
死別︑
離婚などの理由で中高年の一人暮らしが増えていきます︒
こうした社会では︑
みんな何かが欠けています︒頭はすっきりしている
が︑足が悪くて歩けない︒足は動くが︑目が悪い︒目は見えるが︑認知症で
ある︒健康だがお金はない︒
お金はあるが家族がいないなどなど︑体も心も
頭も健全で︑経済的にも基盤がしっかりしている︑
なんていう人は少なく
なるでしょう︒
高齢化する︑
一人暮らしが増えるということは︑
このように誰もが何か
が欠けている社会になるということだと思います︒言い換えれば︑経済的︑
肉体的︑精神的に自立した人が減るのが高齢社会です︒
そこでは︑欠けている何かを誰かに埋めてもらわないと十分に生きてい
けない︒
しかし︑埋めるためにお金だけで解決しようとすると大変です︒社
会保障費も増えるばかりです︒
また︑
一方的に誰かが誰かを助けるというやり方だと︑若い人が高齢者
の支援をするだけで終わりがちになり︑世代間の不公平が問題になるで
しょう︒だから ︑若い人が高 齢 者から 支 援される 仕 組みも 必 要になるで
しょう︒
たとえば私が︑欠けている何かを誰かに埋めてもらうとしても︑埋めて
くれた誰かもまた何かが欠けているので︑
それをまた誰かに埋めてもらわ
ないといけないはずです︒
そういうように︑人々が欠けているものを補い合
う輪ができて︑
お互いが助け合い︑
ケアし合い︑
シェアし合う社会になって
いかないと︑
これからの社会はうまくいかないのではないでしょうか︒

2018年は診療報酬・介護報
酬の同時改訂が行われる予定
ですが、今 回は団 塊 の 世 代が
75才になる2025年に向けて
の 最 後となる大 改 革 で あり、
サービスの質と効率化が強く
求められる、関係者にとって大
変厳しい改定となると予想され
ています。2025年が改革の
ゴールではなく、改革の始まり
であることを忘れてはいけませ
ん。少子高齢化社会の最大の
危機は団塊世代ではなく、団塊
ジュニア世代（40歳前半）の看
取りが本格的に始まる2050
年代です。2025年までにその
体制を概ね整えて、生涯にわた
り厳しい競争の中で話題を提
供しつづけた団塊世代が 粋な
死に様 を後世（ジュニア世代）
に伝えることを期待しているの
ではないでしょうか。

■10年ごとの人口の予測
（団塊世代）

（団塊ジュニア）

（団塊ジュニア）

（団塊ジュニア）
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少にして学べば則ち壮にして為す、
壮にして学べば則ち老いて衰えず、
老いて学べば死して朽ちず
・ 東福岡高校ラクビー部訓
やる気の原点は目標にあり、
楽しみの原点はプロセスにあり、
喜びの原点は結果にあり

老いをなげく から 老いを楽しむ 発想の転換へ
・
・
・
・
・

あんのない饅頭
泊りのない旅館
走れば走るほど空気をきれいにする自動車
病気にさせない病院
過去と他人は容易に変えられない、
未来と自分は容易
に変えられる
（本田宗一郎）
・ 楽な仕事はないが楽しい仕事はある

Ｘさんが老いを感じたその時
・ 若い同僚との集いで、家族の話を楽しそうに自分か
ら話し始めた30才半ば
やがて、黒染めを始めた時
・ 白髪を抜くのを諦め、
・ 夏でもホットコーヒーを好むようになった時
・ おいしいステーキでも100ｇまでと決めた時
・ クラス会で皆があこがれたマドンナに再会し、出席を
したことを悔んだ時
・ 嫁いだ娘の前でも入浴後下着姿で涼んでいる時
できぐあいを鏡で見せられ頭頂部の寂
・ 理容を終え、
しさに気づいた時
・ 楽しかった旅行のスナップ写真から老いを垣間見た時
・ 歩き始め腰が屈んでいる妻の姿を見て、急いで姿勢
を正した時
・ 何を教えていただいた恩師かなと探った相手が同級
生のY君の変貌姿
しみじみと日本の良さを感じた時
・ 海外旅行中、
・ 好んで派手な色彩を選び、着る自分に気づいた時
・ 自宅のトイレのドアーを意図的に閉め忘れる様になっ
た時
・ 意識して長男の顔を立てようとしている自分（老いて
子に従え）
・ 人前で孫におじいちゃんと言われても抵抗感なく笑
顔を見せる自分
・ 平坦なゲレンデで逆エッジがかかり転倒、手が着けず
顔から雪に突っ込んだ時
・ 抵抗なくシニア優待券を利用している時
「それ」が飛び交う夫婦の会話に抵抗感を感じ
・「あれ」
なくなった時
・ 主語がない妻の話が素直に理解できるようになった時
すぐに部下に電話をす
・ 思いついたら時刻を気にせず、
る自分
また、明日にしよう」
と勝手な理屈を
・「今日はいいか、
つけ先延ばしする時
・「どうでも良い事・うっとしいことは妻に」と居候生活
が馴染んできた時
強がっても自然に手摺に触れている時
・ 階段を降りる時、
・ 写真を正面からとられるのを避けだした時
・ 夫婦揃っての健康寿命が１０年もないと気がついた時
指定すると決め
・ 後世に残こる写真は事前に自ら選び、
た時
・ こんな他愛無い事を書き残そうとする自分をまあい
いやと認めた時

「ないものねだり」から「あるもの探し」で
明るい老いに
・ 曽野綾子の言語録より
老いの基本は「自立」
と
「自律」、自立を可能にする
のは自律の精神
高齢であることは資格でも功績でもない
老化度を測る目安は「〜してくれない？」
その時々その人の出来ることをすればよい、
自分の
能力が衰えてきたら生活を縮めることを考える
と
「育てる時期」がある
・ 人には「育てられる時期」
・ 何物からも解放された老年は大いに冒険すればよい、
冒険は青年や壮年のものではなく老年の特権である
・ 老いを知り、老いと仲良くすること
・ 感動は老化を防ぐ

老いて、さらに変身するあなたへ
・ 幸福とは
人に愛されること
人に褒められること
人の役に立つこと
人に必要とされること
・ 自分を理解してくれたと思った時 人の心は動く
・ 成功者がする行動パターンは「知る、行く、見る、会う」
・ おとしよりは経験豊かで想像力の引き出しは多いが、
しかし、意欲が衰える
若い人は経験が少ないが意欲は旺盛である、
おとしよ
りは若い人から意欲をもらい経験を伝授する
・ 人が老いるのは衰えるのではなく、1つの自然の流れ
であり熟成して行くのである
老いは熟成である
・ 人生を豊かにするのは予想できることとチャレンジの
組み合わせをどのように行うかが全てである
は快楽を好む、脳の学習は「成功体験をやりと
・ 人（脳）
げるまでやりきること」がワンセットである
（快楽の報
酬を得る）、1つの小さな成功体験は次のステップ台
である
・ 藤原正彦語録
1つ1つ解決していくのは美しくない、全体を貫く
基軸を変えて一気果敢にすべてを解決するのが美
しい
・ 佐藤一斎語録
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『この痛み、シビレって神経痛？
〜神経障害性疼痛の話〜』
突然ですが、皆さんにご質問させていただきます。このような経験をされ
フェニックス総合クリニック
たことはないでしょうか？
院 長
・何もしていない時に手足がしびれたり、痛くなったことがある。
・首や腰をねじったりした時に手足に電気が流れたような痛みシビレが出た。
長縄 敏毅
・夜中に足が痙攣したり、つったりすることが最近多い。
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
・痛みの感覚がビリビリ、
ジンジン、チクチクした感じである。
日本体育協会公認スポーツドクター
・首の痛みが肩や腕に、腰の痛みがおしりや脚に広がってきた。
フェニックス総合クリニックの外来
で診療をしていると、大変多くの方が
上記のような症状に悩みでご相談に
来られます。このような症状は神経障
害 性 疼 痛と言って神 経からの S O S
（いわゆる神経痛）かもしれません。
神経痛は従来から治りが悪く、中に
は一生治らないと思い込んでおられ
る方もおられます。確かに神経痛の克服には時間がかかる事が多いです。
しかし薬やリハビリ、生活習慣の見
直しなどを行うと徐々に回復して症状から開放されてくケースがたくさんあります。特に近年注目されてい
るのが、
プレガバリン
（商品名 リリカ）などの新しい薬です。以前NHKのためしてガッテンというTV番組で
も紹介され話題になっています。その御蔭で神経痛や慢性疼痛治療は大きく変化しています。診療にあたっ
ていて私が感じることは、以前は早期に手術を勧めていたくらいの強い神経痛を持つ患者さんに対しても、
こういった新しい薬などを使うことで手術を回避出来ている方が以前より増えた印象があります。
このように神経障害性疼痛の治療は以前よりも進歩していますが、治療を開始するにあたって、体のどこ
で神経障害が起こっているか確認する必要があ
ります。当院では主にＭＲI、CT、
レントゲンなどを
使って本当に神経障害が起こっているのか確認
してから治療を開始しています。
今お悩みの痛みやシビレなどが神経痛かもし
れないと思われましたら、当院の私の外来でお気
軽にご相談下さい。最後までお読みいただきあ
りがとうございました。
フェニックス総合クリニック

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！
！

4

フェニックス総合クリニック

がん検診のススメ

〜第5回 ピロリ菌の検査と胃がん検診〜

前回、ヘリコバクター・ピロリ菌（以下ピロリ菌）
についてと、胃がんとピロリ菌の関
係について触れましたが、今回は実際のピロリ菌の検査について、
もう少し触れてみ
たいと思います。現在ピロリ菌の検査として一般的には以下の様な検査が実施され フェニックス総合クリニック
副院長
ています。それぞれの検査法には長所や短所があり、その特徴を踏まえて検査方法
を選択する必要がありますので、医師の指導のもと検査を受けるようにしましょう。
長縄 康浩

胃カメラによる組織の採取が必要な検査法

消化器病専門医

①迅速ウレアーゼ試験 ピロリ菌が持っているウレアーゼという尿素を分解する酵
消化器内視鏡専門医
素の活性を利用して調べる方法で、胃カメラで採取した胃の内面の組織（粘膜）
を
特殊な反応液に浸けると、反応液の色が変化し、
ピロリ菌の有無を判定することができます。
②鏡検法 胃カメラ採取した胃の粘膜に特殊な染色をして、
ピロリ菌を顕微鏡で探す検査です。
③培養法 胃カメラ採取した胃の粘膜をピロリ菌の発育環境下で５〜７日培養して判定します。

胃カメラによる組織の採取を必要としない検査法

①尿素呼気試験 ピロリ菌はウレアーゼという酵素により、胃の中の尿素を分解して、
アンモニアと二酸化炭素を
生成します。生成された二酸化炭素は体内に吸収され、最終的には呼気中に炭酸ガスとして排泄されます。尿素呼
気試験は、
この原理を利用して、検査薬(13C-尿素)内服前後の呼気中の炭酸ガス濃度の差を測定し、
ピロリ菌感
染の有無を調べます。
精度が高く、簡単に行えるので、感染診断前と除菌療法後4週以降の除菌判定検査に推奨されています。
②抗 H. pylori 抗体測定 ヒトはピロリ菌に感染すると、免疫が反応して菌に対する抗体をつくります。血液中や
尿中などに存在するピロリ菌に対する抗体を調べる検査です。
血液や尿などを用いて、その抗体を測定する方法です。
③便中 H. pylori 抗原測定 糞便中にピロリ菌の菌体の一部
（抗原）
が含まれているかどうかを調べる方法です。

胃がん検診としてのピロリ菌検査（ABC検診）について

胃内にピロリ菌が感染すると、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がんが出来やすい状態で、そこから発生する胃がんの確率は約８％程度と報告されてい
ます。胃がんの存在を直接調べるわけではありませんが、胃がんのリスクを調べる方法として、
ピロリ菌の感染と胃
粘膜の萎縮の程度を評価する
「ABC検診」
というものがあり、当院の人間ドックでも施行しています。この時のピロ
リ菌検査は抗 H. pylori 抗体の測定を行います。ABC検診はあくまでも胃がんになりやすいか否かの危険度を分
類する検査ですので、複数回受ける必要性はなく、それぞれの危険度を参考に胃カメラなどの検査を受ける必要性
と頻度を医師と相談し決定してくことが大事です。具体的な判定は下の図のようになっています。
A群はピロリ菌の感染がなく、胃粘膜の萎縮もない状態で、胃がんが発生リスクは低い群です（胃がんの１％以
下）。B群はピロリ菌の感染がありますが、胃粘膜の萎縮が進んでいない状態で、
がんの発生率は年率0.1％程度で
す。C群はピロリ菌の感染があり、胃粘膜の萎縮が進んだ状態で、
がんの発生率は年率0.2程度です。D群は、胃粘
膜の萎縮が高度に進んで、
ピロリ菌が住めなくなった状態です。がんの発生率は年率1.25％と高くなります。E群
はピロリ菌除菌群で、除菌時期や胃の状態によってリスクが異なりますので、医師と相談のもと、管理が必要です。
ABC検診は人間
ドックの際に採取し
た血 液で検 査 可 能
な 簡 易 な 検 査です
ので、一度受けられ
ても良 いでしょう。
（注：すでにピロリ菌
の 治 療や胃がん の
治 療 を 受 けられた
方、胃薬を長期に内
服されている方は、
医師と相談して下さ
い。）
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『老健』
掲 載 機関誌

老人保健施設サンバレーかかみ野

熊の学校

校長 作業療法士 熊崎 愛理

サンバレーかかみ野3階では、
「 熊の学校」と題
して脳トレの時間を設け、毎朝沢山の利用者様に取り組んで頂いています。
この学校は「学習」が目的ではなく、①満足感や達成感を得る事で意欲の向上を図る、②他者交流が増える事
で自信を回復する、③生活の質（QOL）の向上を図る、④その人らしさを取り戻す事を目的として始めました。
また、
日課を作る事で、活動性の向上を目指し主体性のある行動を引き出す事も目的としています。
当初は、
利用者様から
「面倒くさい」等のネガティブな発言が聞かれましたが、
現在は、
「楽しい」等のポジティブ
な発言が増え、
利用者様同士が声を掛け合う姿も見られます。気持ちの変化に加え、
当初出来なかった問題が約
4か月間続けた結果、
殆どの利用者様の間違いが少なくなる等、
徐々に個々のレベルも向上してきております。
この脳トレを通して、職員も日々の変化に早く気付けるようになる等の観察力が身についたように感じます。
私たち職員は、利用者様の機能低下に目が行きがちですが、利用者様の残存能力を見つけ、出来ることを職員
が実感することで、利用者様を尊敬できるようになりました。個別の関わりを行う事で、信頼関係も構築された
事が嬉しいです。
学習療法をする事で、本人だけでなく、周りの利用者様や職員・家族様も明るくなり、笑顔になっています。フ
ロアの職員が賛同し、様々な協力をして下さったおかげで脳トレの時間を確立することが出来ました。これから
も協力し合いながら、継続して行っていきたいと思います。

者様
用
利
ご
介
ご紹

サンバレーかかみ野のショートを利用される方で、
すごい方がいると聞きお話を伺いにいきました。

とても優しい笑顔で迎えていただいた種田幸瑞
様。歴代内閣総理大臣の名前が全員書けると聞
き、覚えったきっかけなどお話いただきました。

プロフィール

●歴代総理大臣の名前を覚えたきっかけと、
どうやって覚えたのですか？
きっかけは、
本がなくても知ることができて、
覚え方は、
旧国鉄時代に駅名を覚
えていました。その時の要領で自然とおぼえていました。
●歴代総理大臣のなかで好きな人は誰ですか？
小泉純一郎さんです。この人は、
郵政改革をおこなって、
北朝鮮に拉致された
人を日本に帰すことができた。そこがすごいと思いました。
種田様は、歴代総理大臣の半数近い方の生まれた県をご存じで、中には、
「この人
は○○県△△出身」
とか、
「この人は、総理大臣になる前○○の知事だった」
「○○と
△△は兄弟」等、総理大臣の名前の他にもいろいろなお話しをしてくださいました。
また、写真が趣味で、北海道に行って雪と駅をバックに写真を撮ったことや、若い
頃のお話等聞かせていただきました。

9月18日、19日に鹿児島市で行われた「NPO在宅ケアを支える診療所・市
民全国ネットワーク 全国の集い」に参加してきました。フェニックスからは10
名が参加し、そのうち4名が実践交流会で日々の取り組みを発表しました。そ
して「人材育成・教育」セクションではなんと優秀奨励賞をいただきました！
このネットワークは全国の在宅ケアに取り組む医療介護関係者や市民団体
を繋ぐもので、現在、長縄理事長が副会長を務めています。毎年各地で開催
される全国の集いも今年で22回目となりました。フェニックスの取り組みは
どこでも大きな反響があります。皆様からのエールを力にスタッフ一同これ
からもより良いサービスに向け研鑽してまいります！

▲桜島をバックに
本場の「しろくま」▶
ボリューム満点でおいしい！

〜新たな多職種協働に向けたプロフェッショナル育成を目指して〜 発表者：吉田

すべての人に居場所と出番をつくる
〜通所サービスのさらなる進化を求めて〜

たねだ

ゆきみず

種田 幸瑞
昭和３年６月２０日生まれ
現在８８才
鹿児島県生まれ
現在各務原市在中
旧国鉄北九州で４０年働き、
定年退職後岐阜へ。

介護士！看護師！一緒に働く仲間募集
アニバーサリー休暇、クラブ活動助成制度、医療費助成、子育て支援各種、フィットネスＱ10利用助成等
フェニックス独自の福利厚生がたくさんあります♪職種、時間、勤務地などご相談ください。

電話.058-379-3588 ＦＡＸ.058-384-0039 担当：寺本まで
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NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク
全国の集いin鹿児島 参加レポート 法人本部 企画管理室 吉田 理

《発表内容》
人財力から組織力へ、組織力から地域力へ。

ス タ ッ フ 募 集 !!

フェニックスグループ 法人本部

この度、全国老人保健施設協会の機関誌『老健』
９
月号（特集「地域包括ケアシステム構築に向けて〜老
健施設運営母体からのアウトリーチ〜」）
で、
フェニック
ス・グループの取り組みが大きく取り上げられました。
全国約４,2００施設からの２施設に選ばれたことは大
変名誉なことです。フェニックスの地域への思いや、近
隣住民・ボランティアの皆様との協働の取り組みが６ペ
ージにわたって紹介されています。年齢や障がいに関
係なく誰もが元気で安心して過ごせるまちづくりを、
こ
こ各務原で皆様と一緒に目指してまいります。これか
らもお力添えをよろしくお願いいたします！

本格的医療介護機能分化が始まっている

〜在宅復帰率からみたフェニックスグループの取り組み〜

理

優秀奨励賞

発表者：伊藤 京香

継続発表推薦
（座長推薦）

発表者：左高 裕隆

継続発表推薦
（座長推薦）

新たなイノベーション
『介護予防・日常生活支援総合事業』
を考える

〜2025年、本人家族の新たな心構え
（覚悟）
に向けて〜

発表者：横山 啓明

賞状と記念品（吉井淳二画伯のリトグラフ！）とともに

デイサービスCom.Do2

社員旅行2016夏

〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅〜

デイサービスCom.Do2 介護職員 伊藤 京香

私達Com.Do2は、26年度、27年度の2年連続で法人から部署の取り組み優
秀賞を頂きました。頑張った自分達のご褒美として、頂いた賞金で7月3日(日)に
『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』
に遊びに行ってきました。皆で計画を立て、旅
の栞を作り、準備万端で出発しました。スパイダーマンで大興奮、
ジョーズのクル
ーの話術や演技力に感動、そしてジュラシックパークではびしょ濡れになり……
とても楽しい夏の思い出になりました。20代から70代まで、年齢はバラバラです
が、出発から帰宅まで、笑いの絶えない素敵な旅になりました。
さらに強まったチームワークで、
これからも楽しく、笑顔あふれるCom.do2を作っていきたいです。
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地域包括支援センター かかみ野

お祭り報告

んらん＆
ケアハウスだ Ｄｏ３３
ｍ
イサ ービスＣｏ

地域包括支援センター かかみ野
医療、介護、福祉の専門職と
髙 美智代
地域の人々との「繋がり」育み中！
！

デ

ご協力ありがとうございました。

老人保健施設

かみ野
サン バレー か

託児所（それいゆ）が中庭にオープンしまし
た。内覧会も兼ねて盆踊り大会を実施。
和太鼓の大きな音が響き渡り、夜のお祭りが
盛大に行われました。ありがとうございました。

リーダー

槙島 拓郎

夜間の開催

リーダー

仙石 祐子

だんらん創立記
念祭の一場面で
す 。デ イ サ ービス
ComDo33の皆
様も一緒に一年の
無 事 を 喜 び 、活 動
報告をしました。

ンター・
メディカルセ
フェニックス

地域密着型複

プラザ＆メゾン

健康館チアダンス発表

盆踊り

リーダー

清水 美樹

初 め て の 夏 祭りで す 。
患 者 様も日ごろの 治 療を
忘 れ て の 参 加 にスタッフ
も 感 動 し まし た 。自 治 会
長 さ ん はじ め 、地 域 の 皆
様 の 支えの 大きさに感 謝
します。

みゃーお
♪

岐阜県立かかみ野高校のボランティア部がこころカフェぽかぽかで認知症の人や家族が心休まる場所をデ
ザインしています。高校生の役割は若い発想で当事者様が主役になれる場面作り、家族が笑顔で過ごせる時間
作りです。元気な挨拶と弾ける笑顔でカフェの雰囲気を盛り上げてくれています。来所された方はみんな若返
って帰られます！若いって素晴らしい！
！

福祉科・ビジネス科・情報科の生徒が在籍し、部員数は２１名（男子１０名、女子
１１名）
で、
「地域福祉への貢献」、
「やってみる！
（トライ＆エラー）」を部のモットー
に、
月・水・金の放課後、土日は個人でのボランティアを中心に活動しています。
認知症カフェ
「ぽかぽか」、託児所「ショコラ」のお手伝いや、特別養護老人ホー
ム「DANKE」でのレクリエーション、他に手をつなぐ育成会のふれあいキャンプ
の参加などに取り組んでいます。認知症カフェに参加した生徒は「来られた方と
話をすることで、
ためになる話を聞けた」
と学び
の機会にもなっています。また、今年の５月より
各務原市社会福祉協議会の協力の元、中部学
院大学との高大連携事業として、ボランタリー
ハウス運営者との交流会や、
「かかみがはら車い
すテニスサークル」、子ども食堂「おだやか荘」、
ブラジル人学校「ノバエタッパ」との交流を行
い、活動を通じて幅広く
「福祉」をとらえ、思いを
行動に移せるよう自己成長につなげています。

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。
リーダー

浅野 崇
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「こころカフェぽかぽか」の舞台裏を支える黒子軍団

岐阜各務野高校 ボランティア活動部

合施設

地 域 の 皆 様 の 協 力 、参 加 で 地 域 密 着
型施設として大成功でした。
皆の仮装姿での参加の中、子どもたち
の 遊 戯 、チアダンス、バ ザ ー など盛りだ
くさんのイベントで楽しい一日でした。

現在、地域包括かかみ野は地域のボランタリーハウスや家族介護者
サロンなどにフェニックスの医師、言語聴覚士、管理栄養士などが出向
き専門職の視点から地域の方々へ日常生活で役立つ情報をお伝えし
ています。10月1日の第3回の介護者サロンにはフェニックス在宅支
援クリニックの作業療法士が「大切な人、大切な自分を大事にする介
護を目指して」
というタイトルで講座を行い参加された皆様から
「今の
自分でいいんだと安心した」
「考え方が変わった」などの声をいただき
ました。私たち地域包括かかみ野だけでなくフェニックス
グループも地域の一員として出会いと繋がりを大切に専
門職として地域力ＵＰを共に考えていきたいと思っており
ます。各種講座のご依頼お待ちいたしております！包括支
援センターかかみ野までご連絡ください！
！

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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惜別

働くママレポート

ボランティアから介護職員 へ

訃報に接し寂しさと同時に思い出がこみ上げてきました。故サンバレーかかみ野管
理長小川高見さんは、私自身が老いてゆく中で会いたいと思う人のお一人です。ボラ
ンティアの会「木の実」として参加している時いつも優しく声をかけて親切に接してい
ただきました。私たちの活動は行事のお手伝い、特に運動会や盆踊りの模擬店の手伝
いは一番の楽しみでした。又施設内の季節の飾りつけは管理長夫妻と一緒に楽しく活
動しました。平成６年春ひな人形の飾りつけの後で撮っ
たこの写真は私の大切な思い出の写真です。いつもニ
コニコと分け隔てなく皆さんに楽しそうに話しかけ皆を
元気にしてくださる管理長の姿をみて私も介護のお手
伝いを一生の仕事にしようと心に決めたのはこの頃です。
お手本の管理長を見習い現在グループホームサニーテ
ラスで入所の方々、スタッフと一緒に楽しい日々を介護
職員として過ごしています。
たくさんのいい思い出を本当にありがとうございました。
せめて生前一度お逢いしたかったです。謹んで故人のご
冥福をお祈り申し上げます。

グループホーム サニーテラス
介護職員

角田 トモエ

小川夫婦に囲まれて

追 記

フェニックス専務理事

長縄 直子

小川高見は私の父方の従妹であり母方の私の叔母と結婚しました。平成５年のサンバレーかかみ野の開
設から管理長として、平成１０年から今日まで理事会メンバーとして活躍してくれました。
６年前に舌癌で手術
し最期は在宅療養で自宅にて家族に見守られ最後まで一度も苦しみを見せず見事に人生を閉じました。
享年７８歳でした。皆さまからいただいたご厚情に叔父に代わりまして御礼申し上げます。

養士の
管理栄
レシピ♪
め
す
す
お

寒い朝にぴったり！
！栄養満点お手軽朝食レシピ

たっぷり野菜のミルクスープ

牛乳+味噌の
マイルドな
コクがGOOD！
！

＜材 料＞ 4人分
・鶏肉………………120g
・大根………………150g
・人参………………100g
・里芋…………………8個
・ごぼう …………… 40g
・レンコン ………… 80g
・ブロッコリー……1/2房

・だし汁………… 200ml
・牛乳…………… 600ml
・合わせ味噌 … 大さじ1
・油 …………………少々

＜作り方＞
①鶏肉、野菜を一口大に切る。
②火の通りにくい野菜は、
レンジで加熱し柔らかくする。
③鍋に油を敷き、鶏肉、ブロッコリー以外の野菜を炒める。
④だし汁、牛乳を加え、ひと煮立ちしたら味噌を加える。
⑤器に盛りつけ、ブロッコリーを飾る。
＜ポイント＞
☆材料は、冷蔵庫にある食材何でもOK！
☆たっぷりの野菜とカルシウムが摂れる一品！
☆スープにご飯とチーズを加え、子供向けリゾット！ラー油を加え、大人向け坦々風スープ！
☆とっても簡単＆栄養満点なので、忙しいママにおすすめ！
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ケアハウスだんらん
管理栄養士 加藤 麗未

フェニックス子育て支援
老人保健施設
サンバレーかかみ野
介護職員 林 沙規さん

フェニックスに入社して8ヶ月が立ちました。
子育て中に社会から取り残されている疎外感を感じ、
再び働く事を決めました。未就学児二人を抱えてどうやって働こうか、悩む毎日を
救ってくれたのがフェニックスの事業所内託児所「ショコラ」の存在でした。
泣きながら追い掛けようとする姿に私も涙が出そうになり、後ろ髪引かれる思い
で仕事に向かう日々。
心配で不安を抱えながらの初めての介護の仕事に、毎日疲れきっていました。
ある日急に家に帰ってから今日アンパンマンの滑り台で遊んだよ！シャボン玉で遊
んだよ！と、上の子が楽しそうに報告してくれるようになりました。
楽しそうなその姿や、下の子も登所してから、すぐ泣き止んで遊び出す事を教え
林沙規さんの子ども達
て頂き、安心して仕事に向かう事が出来るようになりました。
今年の夏から新しくサンバレーかかみ野に事業所内託児所「それいゆ」が出来、出勤時間が少し短くなっ
たため働く時間も増やし、充実した日々の中、介護職員初任者研修のお誘いを頂きました。
付け焼き刃の知識ではなく、資格を持ってプロとしてこの仕事に取り組んでいきたい！と言う思いから受
講する事にしました。
不安だった子供達の預け先も「それいゆ」にお願いする事が出来て、
こ
応援しています。
の度資格を取る事が出来ました。
これからもがんばって
仕事や育児、家事の両立は大変ですが、託児所の先生方、職場の皆様
ください。
のご理解に感謝し、
これからも精進していきたいです。

介護職員初任者研修資格取得!!
9月30日、介護職員初任者研修講座の閉講式がおこなわれ、
受講期間３ヶ月間の間、年齢や経歴等関係なく一つのチームと
なり、互いに助け合い励まし合いながらの資格取得となった。
受講生の1人特別養護老人ホームで勤務する瀬口大輝さん
は、受講開始と同時にフェニックスに入職し働き始めた。
当初は、
「 講義も勤務も不安や緊張でいっぱいだった。」と語
る瀬口さん。外から見ると瀬口さんの周りには仲間がたくさん
受講生の皆さんと専務長縄、
特別養護老人ホームで
企画管理吉田と笑顔でパシャリ！
！
仕事中の瀬口さん
いるように見えていたが、頑張っていたと話してくれた。その後、
次第に職場の仲間や講義の仲間とも打ち解け、講義や仕事も楽しくなって、慌ただしい中で自分もおいて
いかれないように必死に努力しました。また、講義を通して、認知症に対しての考えが大きく変わった事、講
義をうけたことを次の日実践すると職員によってやり方が違っていて当初は困惑したが、今は基本に自分
の思いを加えて仕事（介護）
をすることの楽しさを感じられるようになった。と力強く語ってくれた。
講義と平行しての仕事は、勉強したことを次の日に生かせる反面、体力的にはきつかったと思うが、資格
証を手にした時の笑顔は皆輝いていた。専務長縄も「今日からがスタートです。皆さんの活躍を期待してい
ます」
と笑顔で話していた。

フェニックス部活報告

バレー部

初!! 試合参戦!!

老人保健施設
リハトピアフェニックス
看護師 小林 あいこ

フェニックスバレー部は、
男女一緒に活動しています。そろそろ大会にも出てみた
いなと思っていたところに、
今年７月、
市内で初めて男女混合９人制バレーの大会が開催される事になり、
大喜び
でエントリーしました。参戦部員が大勢でフェニックスは２チームでの参加となった為、
決勝戦で会おう！なんてお
互い意気込んで予選リーグに挑みましたが…。応援に来てくださった院長や理事長からのアドバイスを胸に、
やはり
「まず１勝！」
をめざして練習に励みます。試合後は、
みんなでBBQ〜。試合も打ち上げも楽しかったです。
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