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フェニックス総合クリニック

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

高齢者ドライバーの事故は20歳代より少ない

高齢者の感覚世界

高齢者の交通事故の特徴 健常者の視覚反応速度および動体視力測定

　腰痛でクリニックに自ら運転して長年通っていた
だいている92才の独居のおとしよりが、先日運転
免許の更新に当たり認知症が疑われ、その有無に
ついての医師の診断書を求められたと心配顔で再
診されました。背筋を曲げることなくしっかりとした
歩調で入室され、日々の生活に関するやり取りも全
く正常で認知症を疑うことはなかったのですが、認
知機能の総合評価を長谷川式簡易法（ＨＤＳ－Ｒ）・
ＭＭＳおよびＨＣＴで行いました。予想どうり92才
の高齢者には十分すぎるほどの高成績でしたが、短
期記憶のみ不合格でした。3つの単語を約10分後
に再度尋ね、回答する問題ができませんでした。こ
の様な認知機能低下が市内の運転にどのように影
響を与えるか私には判定できなく、むしろ唯一の移
動手段を奪い、日々の自立活動度を低下させ、閉じ
こもりを助長させることが私には大変心配になりま
した。本人は92才の高齢での運転はそろそろ限界
かなと感じられていましたので認知症と書類に証明
することなく、ご本人自ら判断されることを助言さ
せていただきました。車好きな私も今年70才を迎
えます。そこで、加齢が運転におよぼす影響や高齢
者の事故の特徴等について考えてみたいと思いま
す。

・交通事故件数は全世代で徐々に減少しており、
10年前に比べおよそ半分である。
・年代別の全件数では、20～40代が多く、80才
以上は最も少ない(運転する人も少ない？)。
・死亡事故は、件数では20歳代や40歳代に多い
が、割合は16～19歳と80歳以上が多い。

・交通事故の半数以上が交差点や交差点付近で発
生
・運転者による交通事故は運転操作不適による交
通事故が最も多い。

・歩行者の事故は、秋から冬の薄暮時間帯から夜間
に最も多い。

・視力は50歳代を1とすると60歳代で0.8、70歳
代で0.6、80歳になると0.4と急激に低下する。
・明るさは20歳に比べ、50歳では2.4倍、70歳で
は3.3倍必要である。
・水晶体の白濁（白内障)や黄変で白と黄色の識別
がしにくい。
・水晶体の濁りで光が乱反射し、まぶしく見える。特
に夜間の運転はしづらい。
・順応性が低下しており、明暗に慣れるのに時間が
かかる。
・周辺視野（人が見ることができている視野の範
囲）は子供が160度、成人が200度で高齢者は
160度と子供レベル（成人の80％程度）である。
上下の視野や物・色・形をはっきり認識できる中心
視(1～2度)や明瞭に見えている有効視野(4～
20度)も減少する。従って、前方に集中しすぎると
「車線変更した車両」や「道を横断しようとしてい
る人や自転車」などに気付きにくい。
・静止視力(静止しているものを見る視力)は60才
台で徐々に落ち、70才台で約65％まで低下する
がメガネなどで補正可能である。
・動体視力（動いているものを見る視力）は56歳よ
り急に下降し71歳では20歳に比べ1/8まで低
下する。これはメガネなどでは補正できない。
・聴力は高音域ほど加齢にともなう低下が著しい。
50歳に比べ、70歳の聴力は4000・8000ヘル
ツ域は共に半分である。

　本法人関係者40人のご協力で視覚反応速度と
動体視力を調査しました。
　視覚反応速度は視野に現れた時何秒でスイッチ
が押せるかの早押しテスト(①)、動体視力は一定の
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時間内に現れる３ケタの数字を見分けるテストで
その正解数を競った。1.5秒間の表示（②）と１秒
間の表示（③）の２群でそれぞれ10回行った。各
個人の成績を実線で結び75歳未満と75歳以上
に分けて表示すると75歳以上では視覚反応速度
（①）および１秒間表示群（③）で減少が著しくまた
個人差も顕著である。さらに５ケタ数字を瞬時に
正確に読み取ることは高齢者には不可能に近い。
この様な加齢に伴う感覚の機能低下は個人差が
大きく、厄介なことにその衰えを自覚しない人（自
分は違うと思い込み素直に現実を認めようとしな
い人）が多いことが最大の課題である。

　昨年11月に高齢化率40％（各務原市27％）の
佐渡島を訪れ、「高齢者の最大の必需品は移動手段
である自家用車である」ことを知りました。高速道路
もなく、片道１車線の田舎道ではノロノロ走行で大
事故も少なく、ましてや勘違いによる逆走行は皆無
に近い。ほとんどの人が車に乗っているアクテイブ
シニア、団塊の世代では移動手段でもある自家用車
が利用できなくなると、急に、大量の閉じこもり集団
を生むことになる。少々ボケても市内を自由にいつ
でも安全に走行できるハンドルもブレーキ・アクセル
もないシニアカーを早急に開発すべきである。

　6月１日に日本版GPS「みちびき２号」の打ち上
げに成功し、さらに早々に２機が打ち上げられる予
定である。４機揃えば位置測定誤差数センチと驚異
の正確さになる。　　　　
　さらに大量のデーターを瞬時にやり取りできる第
５世代(現在の100倍の通信速度)の通信技術とあ
らゆるモノがネットにつながる「IoT」を利用した近未
来社会の実現を2020年の東京オリンピックに間に
合わせるべく急ピッチで開発を進めている。自動車
では瞬時に信号機や自動車同士でデーターをやり
取りしながら自動走行できたり、ドローンによる宅配
サービス、工事現場で無人ショベルカー、田んぼで
は無人農耕機による農作業も現実化してきた。まさ
に、「高齢者の日本版自立支援体制」の完成も近い。

　フェニックスは2002年「岐阜県五感健康法モデ
ル事業」で卓球による有効性を実証して以来、「卓球
リハビリ」として各施設や事業所で実践しつづけ、そ
の成果、特に視覚反応速度・動体視力・バランス能力・
認知機能の改善および活動・参加意欲の向上に役立
つことを各学会で報告してきた。2014年には有志
で全国卓球療法協会を設立、2016年には卓球療
法士の認定を開始し、現在当法人には8人の卓球療
法士が所属している。法人内で卓球台は22台、卓球
専用マシーン７台あり、その利用者は331名でリハ
ビリ特化型デイサービス事業所では半数以上のご
利用者が利用されている。　　　    （6ページにて）
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高齢者から運転免許証を取り上げる前に
安全に運転できる環境を

日本版ＧＰＳ「みちびき２号」打ち上げ成功・
「5Ｇ」通信でIoT加速。
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外来受診をもっと
　スピーディーにしたい！

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

フェニックス総合クリニック
院　長

フェニックス総合クリニック

　先日、遠隔診療の体験をしました。遠隔診療とは医師と患者さんが距離を
隔てたところでインターネットなどの通信技術を用いて診療を行う事です。
簡単に言うとテレビ電話のようなもので診察を受けて病院に行かずにお薬
を処方してもらう事です。通院する手段がなかったり、お体が不自由で受診
が困難になっているケースが日本全国で増えており、安倍内閣も今後推進
していくと明言しています。実際体験をしてみて、診療の内容によっては自
宅や外出先で診療を受ける事が近い将来可能になるのだと確信しました。
　時期は未定ですが、遠隔診療のみならず皆さん
の利便性を向上させるため、今後もこういった最新
の技術を導入していきたいと考えています。

　フェニックス総合クリニックが導入している順番
予約システムをご存知でしょうか。H28年5月に運
用を開始しておりますが最近ご利用者が急増して
おります。利用方法は簡単です。お試し下さい。

「すごく便利！」
「なんや、こんなに簡単だったのかぁ」
「もっと早く使っておけばよかった！」

クリニック 電話＆Ｗｅｂ受付のご案内

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。

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
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脳で動かすテクノロジー
念じただけでロボットアームがうごきだす

フェニックス総合クリニック

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

フェニックス総合クリニック
副院長

　ヒトは右手を動かす時、脳が右手を動かせという
電気シグナルを発生させます。そのシグナルは複雑
な神経回路を通って、最終的に筋肉へ伝達され、右
手を動かします。ヒトは機械と同じように神経線維と
いう電気回路を利用して生きているのです。運動だ
けではなく、感覚や記憶などにも電気信号を利用し
ています。脳はまさにスーパーコンピューターなの
です。もし、その電気信号が解明できれば脳梗塞など
で脳神経という電気回路が壊れても、それを修復したり、機械で体の一部を置換したり
できるようになり、鉄腕アトムやターミネーターのようなSF世界が現実の世界になろうとしています。
　ブレイン・マシン・インターフェースという技術は、脳や神経の電気信号を利用することで、脳と機械を直接つなぐ技術
です。つまり脳波などの脳活動を利用して機械を操作するのです。この技術が応用されれば、右手が無くなってしまった

人に、脳からの信号を感知して動く機械の右手を装着することが可能となるわけで
す。しかし、この技術は生身の人間の脳や神経から電気信号を受け取らなくてはい
けません。頭にヘッドギアのような電極をつけたり、体内に機械を埋め込む必要が
あるわけです。頭に何箇所も電極をつければ目立つでしょうし、ノイズが多かった
り、外れたりすることも考えられます。体内に埋め込む場合は手術が必要になりま
すし、電源の問題も発生します。例えば心臓ペースメーカーを思い浮かべて下さ
い。これは脈が乱れないように心臓の電気信号を読み取ってコントロールする機器
ですが、バッテリーが内蔵されており、使用して電圧が低下すれば交換する手術が

必要になります。心臓ペースメーカーの交換はおおよそ5-10年に１回ぐらいで、神経や筋肉のセンサーは1-2年程度と
言われています。これはかなりの負担になると思います。そんな中、昨年、ペースメーカーより
遥かに小さなバッテリー不要なワイヤレスセンサーが開発されました。Neural Dust（神経の
ホコリ）と名付けられたこのセンサーは、その名の通り、わずか数ミリの大きさで、外から超音
波を当てることでデータ通信が可能となり、交換の必要がありません。将来的には脳の深部に
打ち込める更に小型のセンサーを開発するとのことで、ますます夢が現実になろうとしていま
す。これから日本は超高齢化社会を迎えますが、このようなハイテク技術が進歩することでより
多くの方々の生活が豊かになることを期待するばかりです。

介護ロボット「ペッパー」の活躍する近未来!?
2029年、コンピューターは人間レベルの知性を獲得する 企画管理室　吉田 理

　「ペッパー」のようなコミュニケーション・ロボットのAI（人工知能）が人間の知能をはるか
に超えて、人類がそれまで積み上げてきた常識がことごとく変化し、「2029年、コンピュー
ターは人間レベルの知性を獲得する」ことをGoogleでAI開発の総指揮をとるレイ・カーツ
ワイル氏が予測しました。
　ではAIやロボットが活躍する近未来とはどんなものでしょうか。身の回りのあらゆるモノ
がインターネットにつながる世界（IoT）はすぐそこです。たとえば台所なら冷蔵庫の食材か
らキッチンペーパーまで、センサーがあらゆるモノの使用量と残量を把握して、残量が少な
くなればオンラインで自動発注しすぐにドローンで届けられます。外出したければ自動運転

車に乗ってどこにでもでかけられ、お買い物は自動決済の無人レジです。
　医療や介護の現場の風景も変わるでしょう。医師のパートナーはロボットやAIとなり、難しい手術や治療方針の決定を
強力にサポートします。またリハビリ職の主な仕事は身体の機能回復訓練だけでなく、
装着型ロボットや筋電義手・義足の装着・動作訓練がより重要となるかもしれません。
　介護の世界も同様です。効果的な介護支援計画（ケアプラン）は時にAIの方がより
良い提案をしてくれるでしょう。もしあなたが一人暮らしで24時間の介護が必要に
なったら・・・、そんなときに頼りたくなるのは、いつも明るくて、おしゃべりやお料理が上
手で、24時間365日疲れ知らずに働いてくれるペッパーかもしれないですね。

最新医療技術情報
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若返りに卓球は最高
フェニックスには卓球台が２２台、卓球マシン７台、卓球療法士８人

　地球上のスポーツの中で奇跡ともいうべきバランスの良さだ。卓球の場合は頭を最大限に使いつつ、無我
夢中になれる。ウォーキングや水泳は楽しくてたまらないというタイプのスポーツではないだろう。その点で
卓球に軍配が上がる。高齢者とスポーツという矛盾した命題を見事に解決した奇跡のスポーツともいうべき
ものだ。

　卓球は動体視力がとても重要なスポーツで有名
です。
　２ｍから３ｍの至近距離から時速１００ｋｍを越す
スピードボールを返球していくには反射神経を含
め、動体視力がとても重要な要素だと思います。
　よく、電車が走ってる車内から電柱に貼ってるポ
スターが見えたり、新幹線の車内から通過する駅名
がはっきり見えたりという話はよく聞きます。

　卓球は脳血流を増加させ、脳を活性化させる、こ
れらを医学的に実証したのが大分医科大学の森照
明先生と大分アルメイダ病院の佐藤智彦先生。卓球をすると小脳、中脳、脳幹部、前頭葉の血流が増加する
ことを発見したことです。頭の「血のめぐりがよくなる」のだから結果的に頭の働きに好影響を与えますし、脳
のリハビリにも良いわけです。

交通事故予防・車の運転にも効果あり

「卓球は楽しい」「卓球は手軽に取り組める」「卓球は運動量が調節できる」

認知症予防に卓球を

■各施設にて実施

座位ころがし群 立位ラリー群

座位ラリー群

卓球療法士による指導

みごとに入賞！！

ぎふ清流国体
障がい者スポーツ大会

3位

卓球クラブ

卓球にチャレンジしてみませんか？
卓球ができる事業所はここ!!

●健康館フェニックス ……………………☎058-379-3388
●Ｃｏｍ．Ｄｏ ＤＡＮＫＥ……………………☎058-385-1155（はばたきクラブ）
●Ｃｏｍ．Ｄｏ パークサイドテラス ………☎058-372-3535（まんなかクラブ）
●Ｃｏｍ．Ｄｏ 那加…………………………☎058-322-5757

楽しく卓球をして健康寿命をのばしましょう♪
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いよいよ始まる
各務原市総合事業に向けて

介護予防デイサービス

■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

■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

■アタマ倶楽部
・麻雀倶楽部
・囲碁倶楽部
・脳トレ体操

■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

レッドコードエクササイズ フラワーアレンジメント地域の子ども達との料理教室囲碁

Com.Doパークサイドテラス
デイサービス

日常生活支援総合事業の拠点が誕生

各務原市那加門前町2丁目１０

●
　各務原
●市役所ピアゴ

21

●モスバーガー

新
境
川

●

各務原
郵便局

名鉄各務原線
JR高山本線

新那加駅

市民公園前駅 各務原市役所前駅JR 那加駅

Com.Do
パークサイドテラス

市民公園

●
各務原市中央図書館

N
Com.Do 那加

「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。

那加地域 TEL.058-372-3535

★

　各務原市では平成29年８月から日常生活支援総合事業（以下総合事業）がス
タートしました。それにより通所サービスは大きな転換期を迎える事となり総合
事業とういう新たな試みに特化した施設が「Com.Doパークサイドテラス」です。

 1. 日常生活支援総合事業　ComDoパークサイドテラス

 　対象者　   要支援認定を受けた方、基本チェックリストで該当した方
 　手続き　   地域包括支援センター
 サービス内容   自立支援の為の機能訓練・地地域交流活動・趣味、生きがいづくり活動、送迎
 　費　用　   ３５０円　

 ２. 地域交流広場　まんなか倶楽部

 　対象者　   各務原市にお住まいの方どなたでも参加できます。年齢制限なし
 　手続き　   直接お越しください。
 サービス内容   各種クラブ活動
 　費　用　   ５００円（フリードリンク付き）

Com.Do DANKE
デイサービス

はばたき倶楽部を実施しています

鵜沼地域 TEL.058-385-1155

21●
ヤマワ

●

至おがせ池

JR 高山本線

東消防署

至鵜沼

Com.Do DANKE

コミュニティープラザ
フェニックスDANKE暖家 内

★

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

問合先
【担当】
健康運動実践指導者
吉 国  親 吾
【携帯】
090-9960-9475

各務原市鵜沼羽場町3-33-1



　地域の高齢者だれもが集い生きがいを見つける場所としてグリーンベンチが地域の人の力で誕生し2年が経ち
ました。地域住民の社会的寿命をのばすため日々活動しています。2周年を迎え、今以上にかかみ野地区の人が参
加したいと思えるような活動をこれからもおこなっていきたいです。

　表紙の体操は「グリーンベンチ　めざせ100歳すこやか体操」といいます。
　これは、メンバーの１人、有田勉さんがテレビ体操や健康体操などを研究しグリーンベンチ仕様にアレン
ジしたものです。「素人が作るものなので恥ずかしいです」とおっしゃっていますが、仲間と一緒に体操する
ことがとても楽しく、またインストラクターとして活動することに生きがいとなっている様です。
　91歳になった今も現役で活躍されている有田さんのように、地域のため・誰かのために自分が必要とさ
れていることが喜びに変わり、日々の生活の原動力となっていく方が増えればいいと思います。

サンバレーの玄関はいつも華やか

合唱コンサート 託児所の子どもと交流

いつもありがとうございますボランティア紹介

　私が「アートフラワー（造花）によるフラワーアレンジ
メント」に興味をもったのは、数年前に遡ります。私が関
係するある店舗を花で飾る相談を受けたときのことで
した。生花で飾ることはとてもきれいなのですが、すぐ
に枯れてしまうので維持が難しく店舗スタッフも頭を
かかえていました。そんな時に、最近の造花は技術の進歩により生花と見違えるほどの
品質であると知りました。実際に、それを手に取った時の感動を今でも覚えています。

　そんな頃、長縄専務さんからフェニックス総合クリニックの
開設に当たり、病院をアートフラワーで飾って欲しいとのご依
頼を受けました。全くの素人の私でしたが、そんな貴重な機
会を頂けるならと僭越ながらお受け致しました。その後、専務
さんから皆さんが私の作品を楽しみにしておられる事をお聞
きし、今では「見て頂く嬉しさ」に変わってきた次第です。
　人は夢中になれることがあると幸せになれるといいます。
私のアートフラワーもこの様な機会を与えてくださった長縄
専務さんのお陰で、夢中になれる趣味へと変えることができ
ました。本当に感謝しております。これからも、皆さんに見て
頂ける作品を目指して、一生懸命に創意工夫を繰り返して勉
強していきたいと思っております。

参 加 者 募 集 得意なこと好きなことを
活かしませんか？

【活動日】 毎週月・水曜日 13:00～15：00
【場　所】 各務原町9丁目204番
　　　　 グループホーム サニーテラス 1F 交流広場
【参加費】 200円
【問合せ】 地域包括支援センター かかみ野
　　　　 TEL 058-384-8844

ボランティアさん募集「あなたの元気が私の元気」
～地域の皆様の力をお貸し下さい～

祝２周年 みんなが主役！

私の好きな事

地域の力
「グリーンベンチ」

樋口 佳子 様アートフラワーコーディネーター

8

有田 勉さん

【お問合せ】フェニックスグループ アクティビティ担当 酒井
　　　　　電話 058-379-3588



フェニックス総合クリニック

老人保健施設サンバレーかかみ野

プラザ&メゾン

　フェニックス総合クリニックのリハビリ庭園で季節の野菜を育てています。
　今は「なす」「トマト」「ピーマン」「いんげん」の４種類です。最初は畑仕事をしてい
た人の自信を取り戻して、畑仕事をとおして生きがいを見つけてもらうリハビリでし
た。野菜を育てることは毎日発育をみて、手入れをして何かと手間のかかるもので

すが、周りの方にも良い影響をもた
らし、次は何をうえよう。秋はさつま
いもや秋なすをつくって、味の違い
をやってみる？など会話も弾み楽し
い時間を共有できています。花より
団子ではありませんが、自分達で育
てた野菜は格別なおいしさですね♪

　おやつバイキング！！すてきな響きですよね♪最近はじめた企画で
すが、好評なので今回はサンバレーときららだけでなく、グループ
ホーム私の部屋、デイサービスＣｏｍ．Ｄｏ３３のご利用者様も合同で
ご利用者様と一緒に作ったおやつを並べてご本人に好きなものを
とって食べていただく企画にしました。とにかく職員も、ご利用者様
も笑顔です。本当に楽しい時間をつくれて大満足です。

　特別養護老人ホームメゾンペイネ・グループホームひだまり・グ
ループホームサニーテラスの３施設で合同家族会を行いました。
　それに合わせ、他施設の日常生活の様子や、作品を見て頂く機
会をもうけました。３施設から作品を集め、展示会を開きました。
目の細かい縫い物やはり絵、置物など根気のいる作品が多く集ま
り、それを見たご家族から「すごいね」などの言葉を多数いただき
ました。ご利用者様自身も展示された作品を見ることで次回への

制作意欲がわいてきたかと
思います。
　施設内の活動も作品作り
だけでなく、体力低下になら
ないように各フロアーでのリ
ハビリや体操をすることで活
気のある楽しい生活をして
いただけたかとおもいます。 力強い書道

ペーパーひな人形と干支の置物

日々よみあつめた俳句集

ちりめん布で作った
鮮やかな手芸作品

空に向かってのびる野菜。
収穫が待ちどおしい

見晴らしのいい場所で
畑の手入れ

きんつばは最高よ★ いただきまーす

収穫したものは
自分たちで調理します

スーパーバイザー　下條 澄子

天空の畑

デザート天国

作品交流 ～合同家族会～

9

●牛乳プリン

●ティラミス

●きんつば

●大納言ういろう

●ロールケーキ

●ドリンク

＊＊＊ MENU ＊＊＊
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加藤 あかね

　慣れない環境と初めての仕事で周りの方にご迷惑をおかけすると思いま
すが、私の持ち味である「明るさ」「元気」で少しでも早く仕事を覚え頑張っ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
　中学、高校とバレーボールをやっていました。ここ２年間はやれていません
が、フェニックスにはバレー部があると聞いているので、機会があればやって
みたいです。

氏名 職種 スポーツインストラクター
  か   とう

趣味・特技 雑貨屋めぐり

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　私の特徴は、人一倍大きな声で話せることです。
　以前の職場でも大きな声で聞き取りやすいと言われました。この大
きな声を仕事中の会話でもいかすことが出来たらいいなと思っていま
す。元気に明るく頑張っていきたいのでよろしくお願いします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　今年で３７歳となるアラフォーまっしぐらな新人ですが、よろしくお願
いいたします。
　１０代から趣味も多彩であり様々なことに興味があるので、皆様とい
ろいろな話を楽しめたらと思います。俳優の玉木宏ほど男前でないた
め、明るさ足してみますので気軽に声をかけてください。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　大原簿記医療観光専門学校を卒業しました。中学生の頃からあこがれてい
た医療事務員として当院で働かせて頂くことになりとても嬉しく思います。
　明るい笑顔と思いやりの心はもちろん、患者様の状況に合わせて対応が出
来る医療事務員になるのが私の目標です。日々学ぶ気持ちを忘れず、一日で
も早く仕事環境に慣れ、多くの知識を吸収して成長して参ります。よろしくお
願いいたします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　理学療法士としても社会人としても１年目で至らない点ばかりであ
ると思いますが、精一杯頑張っていきます。患者様１人１人に寄り添い
サポートできるセラピストになれるよう頑張りたいと思います。よろし
くお願いします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　名前を覚えることが苦手なので、早く覚えられるように努力していき
ます。私は、人の短所探しには興味がありません。１人１人のよいところ
に目を向けながら日々を過ごすことの方がずっと好きです。持ち前の
「笑顔」でいろいろなことを吸収しながら頑張りますので、よろしくお願
いします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　この春高校を卒業し、社会人１年目になります。先輩方から教えて頂くこと
をちゃんとメモし、先輩方の姿を見てたくさん勉強していきたいと思います。
　最近は、編み物やバレーボールにはまっています。編み物やバレーボール
の話を出来たらなと思っています。笑顔で一生懸命頑張っていくのでよろし
くお願いします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　理学療法士としてお世話になります。学生時代に実習でお世話にな
ったフェニックスグループで働けることがとても嬉しいです。社会人１
年目という事で不安もありますが、唯一の取り柄である「元気」を武器
に明るく楽しく働いていきたいと思っています。ご迷惑をおかけする場
面が多々あると思いますが、よろしくお願いいたします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　自分の得意とするコミュニケーションなどを使い、頑張っていこうと
思います。名前も男性ではあまりない名前で覚えやすいかと思います
ので、覚えていただけたら幸いです。
　新入職員として若さと自分の持っている明るさで頑張ります。よろし
くお願いします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

　介護事務などケアハウスのお仕事をさせて頂くことになりました。
介護事務は全くの未経験ですが、働く中で学び、戦力になれるように頑
張ります。
　また、ご利用者様には慣れ親しんで頂けるよう、笑顔と若さを武器に
努力していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

渡邉 香奈氏名 職種 理学療法士
わた なべ　   か    な

趣味・特技 カメラ

今泉 葉月氏名 職種 介護士
いまいずみ　は   づき

趣味・特技 ドライブ、スポーツ（サッカー、ラグビー）

藤原 美奈氏名 職種 介護士
ふじ  わら      み    な

趣味・特技 書道、バレーボール、編み物、歌うこと

磯村 葵梨氏名 職種 事務
いそ むら　 あお   り

趣味・特技 旅行

新人職員紹介平成29年度 活躍を期待しています。

太田 成美氏名 職種 理学療法士
おお   た　  なる   み

趣味・特技 野球観戦、音楽を聴くこと

五島 里奈氏名 職種 理学療法士
  ご   しま　   り    な

趣味・特技 音楽鑑賞、スノーボード

玉木 宏明氏名 職種 理学療法士
たま   き　   ひろ あき

趣味・特技 古刹巡り、酒蔵巡り、飲食会など

　あいちビジネス専門学校を卒業し医療事務スタッフとして働くこと
になりました。初めて社会人として働くので緊張や不安もあり、わから
ないことも多いと思いますが、早く仕事を覚えて患者様やスタッフの
方々に信頼され、周りの人を笑顔に出来る一人前のスタッフになれる
よう頑張っていきます。よろしくお願いします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

小室 絢加氏名 職種 医療事務
  こ   むろ　あや   か

趣味・特技 旅行へ行くこと。動物とふれあうこと。

矢ヶ部 菜摘氏名 職種 医療事務
  や   か   べ    　な   つみ

趣味・特技 スポーツ観戦

　３年前はサンバレーかかみ野の介護士として入職し働いていまし
た。この春より理学療法士として働かせていただくことになりました。
わからないことが多く、迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません
が、日々勉強し、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします！

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

淀水 国彦氏名 職種 理学療法士
よど  みず    くに  ひこ

趣味・特技 サッカー、フットサル、ジョギング

　この春より理学療法士として働くことになりました。学生時の実習で
フェニックス総合クリニックにお世話になり沢山の事を学びました。
　これからはフェニックスグループの一員として、社会人としての自覚
を持って頑張りたいと思います。至らぬ点もあるかと思いますが、笑顔
を大切にして仕事に取り組みたいと思います。よろしくお願いします。

ひ
と
こ
と

ア
ピ
ー
ル

樋口 宗一郎氏名 職種 理学療法士
  ひ   ぐち   そう  いち  ろう

趣味・特技 フットサル、映画鑑賞

加藤 美春氏名 職種 介護士
  か   とう     み   はる

趣味・特技 読書、絵を描くこと

歓迎会を
　行いました。
はじけて騒ぎ、先輩ともうちと
けたみたいです。仲良しファミ
リーの一員です。
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お休みの日は一緒に出勤！！
　土日祝日も、にぎやかな声が聞こえてくる一角があります。
　そこは、幼稚園から小学生を預かっているショコラの学童スペースです。働く

ママからショコラを卒所した後土日が働けないと
いう声から数年前からスタートした託児サービ
スです。週末になると、大きくなった子供たちの
声が響きます。年齢や地域など関係なく子ども
達が仲良く遊んでいます。大きい子と小さい子
が一緒に遊ぶ＝相手を気遣う気持ち・敬う気持ち
をはぐくむ大切な時間となっていると思います。
　また、多感なこの時期に一生懸命働く母親の背中・姿をみて、
「笑顔を作る仕事」の素晴らしさを感じ「ママのお仕事はすごくかっ
こいい」と思ってもらえたら、子どもに人生で大切な何かを伝えられ
ると思います。

作品の一部

土日祝日も小学生までお預かりＯＫ♪

お預かりの様子　笑顔でハイチーズ♪

各部署はり絵コンクールを開催!!
　４月、フェニックス総合クリニックのロビーがすごく華やかになりま
した。
　それは全ての事業所に参加してもらったはり絵コンテストの「はりえ」
です。
　その各事業所で作成したはり絵を一カ所に集め展示しました。
　どれもものすごくこっていて、はる素材も和紙、新聞紙、羽根、糸、半
紙など作品のイメージにあうものを各現場で作り制作しました。
　「とり」というテーマでしたがかぶることがなく、個性あふれるはり絵
が出品されました。またクリニック
に掲示したことにより多くの患者
様にも見ていただくことができま
した。
　もちろんコンテストなので賞も
作り外来に来られた患者様にも投
票していただきました。
　はり絵の魅力を多くの方に知っ
ていただけたかと思います。

【　　　】

【　　　】

【　　　】
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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

サンバレーかかみ野

Com.Do那加

Com.Doパークサイドテラス 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
（老人保健施設）

ハートピア・フェニックス
（老人保健施設）

フェニックスデイケアセンターA&S
（デイケア）

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）

事業所内託児所 それいゆ

ケアハウスだんらん
デイサービスCom.Do33
（デイサービス）

私の部屋
（グループホーム）

Com.Do那加
（リハビリデイサービス）

Com.Doパークサイドテラス
（介護予防デイサービス）

メゾンペイネ
（特別養護老人ホーム）（ショートステイ）

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

介護予防デイサービスCom.Do
（デイサービス）

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
DANKE（暖家）
（特別養護老人ホーム）（ショートステイ）

Com.Do DANKE
（デイサービス）

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）

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（080）7931-7823

………TEL（058）379-3377

…………TEL（058）379-3773

…………………………TEL（058）370-1200

…………………TEL（058）322-5757

…TEL（058）372-3535

………………………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）379-2022

………TEL（058）379-1818

………………………TEL（058）370-0070

…………………TEL（058）385-1155

…TEL（058）385-3033

……………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
さんさん

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

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
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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。

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE
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