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人生１００年時代到来
地域で元気に暮らすには
　わたしたちができる備えとは
　フェニックスで活躍する働くモデルご紹介！
　少子・高齢・長寿社会を考える
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　「100年人生」を提唱し、安倍政権の有識者会議にも参画した英ロ
ンドン・ビジネススクールのリンダ・グラットン教授は、ベストセラーと
なった著書『ライフシフト』のなかで、次のような試算を紹介しています。
　・先進国にいるいまの20歳は100歳以上まで生きる確率が、
　　5割以上
　・40歳は95歳以上まで生きる確率が、50％以上
　・60歳は90歳以上まで生きる確率が、50％以上
　そして日本に限って言えば、
　・2007年に生まれた子どもが107歳まで生きる可能性が
　　約50％
とのこと。いまどきの小学生は100歳で同窓会を計画しても半分集
まれる可能性がある！？
すごいことですね。
　年金の支給開始年齢の引き上げのニュースはよく話題になります
が、このようなデータを示されると自然な流れのように感じられてき
ます。

リハビリテーション科専門医
整形外科学会認定専門医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター

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 敏 毅

「人生100年時代
 わたしたちができる備えとは」

　今年5月に今上天皇が退位され、皇太子徳仁親王が天皇に即位
されます。名実ともに新しい時代となります。
　陛下は昨年末に85歳になられ、美智子皇后も84歳。現在は御公
務を減らされているとはいえ、もとは年間約1000件の書類に目を
通して署名・捺印、各種行事に約200回出席、20件近くの祭儀など
をされていたとのこと。現在もなお御公務を続けられており、誠に敬
服致します。陛下に限らず、お元気なご高齢者は増えており、実際
に、日本人の平均寿命は1960年は男性65.32歳　女性70.19歳
で、2017年が男性81.09歳　女性87.26歳に大幅に延長。介護を
受けたり寝たきりになったりせず日常生活を送れる期間を示す「健
康寿命」は、2016年は男性72.14歳、女性74.79歳と過去最高。ま
たスポーツ庁の調査ではこの20年間に、高齢男性は7～8歳、高齢
女性は10歳程度、体力的に若返っているようです。最近は「人生
100年」と言う言葉も誌面を踊ります。

あけましておめでとうございます。

生100年って本当に実現するの？人
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リンダ・グラットン
（Lynda Gratton）

ロンドン・ビジネススクール教授。
人材論・組織論の世界的権威。

　人生100年時代構想会議の有識
者議員で、英タイムズ紙「世界のトッ
プ15ビジネス思想家」などに選出さ
れている。

　昨年9月には安倍
晋三政権の看板製
作「人づくり革命」を
検討する「人生100
年時代構想会議」に
出席するため来日。
著書には「ライフシフト
～10 0年時代の人生戦略～」や
「ワークシフト」（2013年ビジネス書
大賞受賞）などがある。

＊人生100年時代構想会議とは、昨年内閣
総理大臣決裁として、人生100年時代を見
据えた経済・社会システムを実現するため
の政策のグランドデザインに係る検討を行
うため昨年設置された。

リンダ・グラットンさんって
どんな人？

生100年を自分らしく生き続けるためには人
　元気なご高齢者が増えているという事実は大変よろこばしいことです。一方でみなさんの一
番の関心事は、「どのようにしたら自分自身や家族など身の回りの人も健康に長生きでいるの
か？」だと思います。

①ヒトとして役割と生きがいづくり
前述のリンダ・グラットン教授は、人生70年時代であれば、引退後のレクリエーション（娯楽）の
充実を中心に考えれば良かったが、100年時代では、自己のリ・クリエーション（再創造）をし
続けるための「無形資産（家族、友人、健康・活力、教育）」が重要と述べています。また従来の
「学ぶ→働く→引退する」という人生のイメージは成り立たなくなり何度も学び直しをしなが
ら、80歳まで働く時代になると予想しています。
私どもフェニックスグループのスタッフを調べてみましたら60歳以上が27.9％、うち70歳以上
が10.8％でした。（平成30年10月時点　非常勤含む）実際該当しているスタッフの顔ぶれを
見てみると、心身ともに若 し々く一見そのように見えません。ヒトはやはり仕事に限らず社会と
つながって小さなことでも役割を持ち続けることが大切なようです。

②頭と心の健康維持
「私、認知症ではないでしょうか？」このように心配されてフェニックス総合クリニックに相談さ
れる方は大変多くいらっしゃいます。記憶力の検査や脳画像検査、採血などをすることも多い
ですが、まずは予防が大切です。「認知症の発症リスクに影響する生活習慣を改善することで、
世界中の認知症の３分の１以上が予防可能である」との論文が発表されています。

（Livingston G, et al. "Dementia prevention, intervention, and care" Lancet （2017））

以前からよく指摘されている高血圧、糖尿病、運動不足、肥満の他にも難聴や社会的孤立、うつ
病などもリスクとされています。
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片脚立ちで靴下がはけない

家の中でつまづいたり
すべったりする

階段を上るのに
手すりが必要である

家のやや重い仕事が
困難である

15分くらい続けて
歩くことができない

横断歩道を青信号で
渡りきれない

2㎏程度※の買い物をして
持ち帰るのが困難である
※1リットルの牛乳パック2個程度

③体の健康維持
突然ですが皆さんにご質問させていただきます。下の項目に該当するものはあり
ませんか？

（ロコモチャレンジ！推進協議会ＷＥＢサイトより）

ロコチェッ
ク✓Let

’s
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いかがですか？この７つのうち一つでも該当すると、体の衰えがすでに始まり、介護が必要に
なりつつある状態かもしれません。
ちまたではロコモティブシンドローム、略してロコモと言われています。
該当してしまった皆さん、ただガッカリしているだけではいけませんし、歳のせいだと諦めて
はいけません！ここからが肝心です！ロコモは適切な運動やリハビリで改善が期待できます。
90歳前後の超高齢者でも運動療法で筋力増強効果が認められたという研究もあります。

（Fiaterrone，N Engl JMed.1994）

また、各務原市では市の作成したチェックリストで該当した方が利用できる介護予防サービ
スもあります。（介護予防・日常生活支援総合事業）。
「わたしロコモかも・・・」と思われた方、是非お気軽にフェニックス総合クリニックもしくは、
担当圏域の地域包括支援センターまでご相談ください。

人生100年時代の日本のために、フェニックスもお力になれることをコツコツと
取り組んで参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

街のコンビニ

　　健康ステーション
健康館フェニックス

おためしキャンペーン実施中!! １回料金
1000円
要予約マシーン、スタジオレッスン等、何でもお試しいただけます。

私たちと一緒に動いてみませんか？

健康館 フェニックス
ドクターズレストラン GA楽

がらく

日替わり健康ランチ ¥780
（650～700kcal） ◆スタッフこだわりの味噌や醤油などスタッフ厳選の食品等を販売しております◆

モーニング  8：00～11：00
ランチ　　11：30～14：00
予約／可　駐車場／あり

☎058-379-1818

営業時間
8：00～16：00

スタッフ一同
お待ちしてます！

ピラティス、ストレッチ、太極拳ボディコンバット、ハワイアンエクササイズなど
多彩なレッスンを展開しています

週間予定表の
ダウンロードは
こちらから

☎058-379-3388
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～老後・終活・アドバンスドケアプランニング～

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　長 縄 康 浩

　皆さんは終活という言葉を聞いたことがあると思います。
　「人生の終わりのための活動」の略で、人間が自らの死を意
識して、人生の最期を迎えるに当たって執る様々な準備や、そこ
に向けた人生の総括を意味する言葉です。とてもネガティブに
聞こえるかもしれませんが、自分の生涯を思い描くことで、自身
のライフプランを考えるきっかけにもなります。また、自分の周
囲の環境を整えたり、気持ちを整理しそれを伝えることで、家
族や周囲の人への負担が減るメリットもあります。
　人は年齢とともに身体機能が低下していき、体力や筋力と同
様に判断力も低下していきます。認知機能の低下（認知症）もそ
の一つです。人が長く生きるようになり身体寿命が伸びた分、
認知機能の低下が問題となっています。自分が判断のつかなく
なったとき、家族や周りの人が判断を求められます。ときには判
断に困り家族を悩ますケースも見られます。
　ご病気で体力が低下し、ご自身で判断がつかなくなった時、
どのような治療や介護・療養をされるかで家族が悩み、結果的
に過度な治療に至ってしまう事があります。
　医療現場ではアドバンスドケアプランニング（ACP）という
考え方が、急速に広まっています。「将来の意思決定能力の低
下に備えて、患者さまやそのご家族とケア全体の目標や具体的
な治療・療養について話し合う過程」のことで、“もしもの時”に、
自分がどんな治療を受けたいか、または受けたくないか、そして
自分という一人の人間が大切にしていること（価値観）などを、
前もって大切な人達と話し合っておくことです。
　各務原市でも市を中心にオリジナルのACPの作成に取りか
かり、市民への啓蒙活動を進める予定です。保険に加入すると
きや誕生日、ご家族で集まる際などに、いつまでも元気で有意
義な生活が送れるよう、愛する家族や周囲の方々を想いなが
ら、ご自身の人生を見つめ直し、お話をされてみてはいかがで
しょうか。
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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

■外来担当医表

■特殊外来

■診療時間
　月～金　午前９：００～１２：００
　　　　　午後４：００～ ７：３０ （午後6：00～夜間加算有り）
　木・土　午前９：００～１２：００

※木・土曜午後、日曜・祭日は休診です。 

もの忘れ外来（主に河野メソッドに基づく診療） 担　当　医：長縄伸幸、奥村有紀

総合相談外来（在宅ケアに関する総合相談） 担　当　医：長縄伸幸

長縄敏毅 長縄敏毅 長縄敏毅 長縄敏毅 長縄敏毅 長縄敏毅

長縄康浩 兼城賢明 長縄康浩 長縄康浩 兼城賢明
長縄康浩 長縄康浩

長縄康浩
奥村有紀 長縄敏毅 長縄敏毅 長縄康浩 長縄敏毅

奥村有紀 長縄康浩

長縄康浩 長縄康浩 兼城賢明 長縄康浩 長縄康浩 長縄康浩

長縄敏毅
長縄康浩 長縄敏毅 長縄敏毅

長縄康浩
長縄敏毅
長縄康浩

漢方相談 担当薬剤師：長縄直子

ボツリヌス外来 担　当　医：長縄敏毅

初診のみ予約必須

要予約

要予約

要予約

月　　　　　　火　　　　　　水　　　　　　木　　　　　　金　　　　　　土

午
前

午
後

専門外来
整形外科／リハビリテーション

専門外来
内科／肝・消化器

一般外来
内科／外科／整形外科

検査
（胃カメラ／大腸カメラ）要予約

一般外来
内科／外科／整形外科

午後7：30まで
診療しています！

厚生労働省は11月30日、ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の愛
称を「人生会議」とすると発表しました。今夏実施した愛称公募で集
まった1073件の中から、10月の「ACP愛称選定委員会」で愛称を決
めました。また、「いいみとり」の語呂から、11月30日を、ACPについ
て考える「人生会議の日」に決定。厚生労働副大臣の大口善徳氏は、
「愛称や考える日の広報を通じて、ACPのさらなる普及啓発を図り、
人生の最終段階に臨む医療ケアが行われるための取り組みが、ますま
す進展する契機になることを期待する」とあいさつしました。
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　高齢者にとっての楽しみは
「食べること」です。刻んだり、
ミキサーにかけてドロドロに
なった食事は楽しみですか？
　人生最後まで食材の良さ
を見た目の楽しさを味わい
たいものです。凍結含浸法は
開発された酵素の力により
その夢を実現しました。

食
を科
学す

る

真空パック調理

凍結含浸法

見た目は普通食です。

タケノコもスプーンで食べられます。
まるでプリンのようです。

　フェニックスグループは食事改革を始めてか
ら7年半が経ちます。様々な食事対応を求めら
れる中で、より美味しい食事サービスができる
よう工夫しています。今後は新調理システムを
駆使してお届けできるように、食事サービス課
は専門家（ホシザキ東海㈱フレンチシェフ）を
お招きして日 メ々ニューの研究をしております。
　皆様に美味しく安全に召し上がって頂ける
お食事をお届けいたします。

真空調理では食材をフィルムの
中に密封して加熱するため、旨味
や風味・栄養素・ビタミンなどを
食材の中に閉じこめた状態で調
理ができます。そのためジュー
シーで軟らかく、酸化による食品
の劣化を抑制することができ変
色もなく新鮮な時のおいしさを
相当期間保つことができます。

凍結含浸法とは食品素材の中
まで酵素を均一かつ素早く染
み込ませる技術です。食物を凍
結させて解凍し、凍結含浸専用
調味料を使用して酵素を染み
込ませて調理することで食材を
軟らかくすることが可能な調理
法です。

フェニックスでは新しい調理法を実践しています

更に美味しい食事サービスを
提供いたします

食事サービス課
管理栄養士　曳田 のぞみ

オシャレなフレンチの
オードブル
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　各務原特別支援学校は、高等部のみの特別支援学校で全校生徒
は62名です。
　ハンドベルを使った楽器演奏は学校の伝統でどの学年の音楽で
も取り組んでおり、文化際や商業施設での演奏を毎年行っています。
　音楽部は今年度9名で活動しています。ハンドベルの楽器合奏で
は一人ひとりパートが違い、多い生徒は一人で4本ものハンドベルを
持ち替えながら演奏します。笑顔で一生懸命をモットーにこれからも
楽しく演奏していきます。

　サンバレーでは生きがいづくりの一貫とし
て、作業療法による作品づくりをしています。
文化祭では皆さん競って自分の作品のプレ
ゼンテーションを行い、たのもしい姿を見せ
てくれました。
　人は張り合いがあ
ると、いくつになっても
イキイキ出来るのかも
しれませんね。

音楽部の活動
各務原市立各務原特別支援学校

音楽部　芦田 友味子 教諭

フェニックス法人には野球部があります。
日 ト々レーニングや練習を楽しく行っています。
　今シーズンはC2級で準優勝することができました。
　戦績は7勝3敗でしたが、3敗のすべてがメンバー不足により、
不戦敗という残念な結果に終わってしまいました。
来年こそは、まずメンバーを確保し全勝優勝を目指
したいと思います!

フェニックス総合クリニック
理学療法士　松井 渉 C2級準優勝！我ら

が
フェニックス

野球部
我ら
が
フェニックス

野球部

老人保健施設
サンバレーかかみ野にて

七福神の熊手 ひとつひとつとても手が込んでいます！

文化祭開催
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　私は週6日間、月曜日から土曜日の9：00～15：30に指導をしています。朝出
勤すると、すでにご利用者様が準備体操をしてみえます。そんな方々のやる気に
背中を押され、「さあ、今日も一日頑張るぞ‼」と気持ちにスイッチが入ります。
　指導をする上で一番大事にしていること、それは“ご利用者様に向き合う時
の気持ち”です。なぜなら、こちらの気持ちは必ずご利用者様にも伝わるからで
す。こちらが笑顔で接すると、ご利用者様も笑顔で返してくれます。そんなコミュ
ニケーションを大事にしながら指導をしていると、動かなかった部位が少しず
つ動くようになり、元気になられていくのです。その過程を見させていただき、共
に喜びを共有できることが私のさらなるやる気と生きがいに繋がっています。現
在私は74歳ですが、“生涯現役。倒れるまで‼”をモットーにこれからもここ健
康館で指導を続けていくつもりです。それは、今まで私が卓球で得たものを継
承していくこと、そして、これまで私の人生で出会った方から頂いたご恩を少し
でも社会に還元していくこと、が私の使命であると強く感じているからです。
　ぜひCom.Doに来てみてください。ご利用者様の活気に背中を押されることと
思います。

資
　
格

戦
　
歴

日本卓球療法協会認定
卓球療法士三段認定証

元
気
に
働
く74
歳
!

☆動機
　介護助手お仕事相談会の広告を見て、75歳までOKとあり、遊んで
いてももったいないと感じ、自分でもなんとかできるかな、まずは説明
を聞いてみようと思いエントリーしてみました。

☆実際に働いてみて・・・
　新しいことへのチャレンジは覚えることもたくさんあり大変でした。
でも、新しい出会いもあって今は感謝の気持ちでいっぱいです。

☆これからの抱負や見通しなど
　以前は責任と緊張が負担と感じていました。今は社会に関われる
ことの良さと、程よい責任と緊張が良いバランスとなっていると感じ
る。他の介護助手さんと勤務を調整しあいながら、自分の時間を大切
にして、旅行などへも行きたいと思っています。働いているということ
で家事もちょっとサボれるかな（笑）。

仙石志げ子さん
（66歳）

介護助手頑張っています！

卓球講師
浅野元祥さん

フェニックスで活躍する 

 働くモデルご紹介！ 

　　東海学生卓球選手権大会  優勝
　　第17回国民体育大会卓球競技  出場
　　第50回国民体育大会卓球競技  ５位入賞　

昭和38年

平成 ５ 年
　　　　　　 その他、多数の大会で優勝、好成績を収める。

それぞれの年齢で自分のスタイルに合わせて

皆さんイキイキ働いています。
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子育てしながら
キャリアアップ
☆フェニックスに入職するまでの経緯
　結婚前は老人ホームで2年働いた経験があり、25歳で出産、
二年前に入社するまでは育休中でした。職場に復帰するきっかけ
は、子どもが一歳になり、職探しをし始めたころ、たまたま新しく建
設中のフェニックス総合クリニックを見かけたことでした。

　施設内託児所ショコラに二人の子ども（２歳と５歳）を預けながら次なる目標、「准看護師
の資格取得」を目指して頑張っています。

☆今後の目標など
　今年の10月より主人の両親と同居を始めました。自分の時間を確保
することはなかなか難しいですが、主人や主人の両親の理解・協力を得
ながらこれからの自分のキャリアアップにつなげていきたいと思ってい
ます。
　私にとって人の役に立てることが働くうえでの大きな喜びと原動力になっています。また、
給料が上がっていくこともモチベーションの一つです。
　自分の知識も増え、出来ることが増えることでさらに社会貢献できるという思いや、子ども
の成長を考慮しながら長期の計画を立て、自立した女性でありたいと強く思っています。

介護福祉士
千葉志穂さん
（30代）

フェニックスで活躍する 

 働くモデルご紹介！ 

スタッフ
　  

●介護士　●看護師　●運転手（送迎）
●厨房スタッフ　●保育士
●介護士　●看護師　●運転手（送迎）
●厨房スタッフ　●保育士

多様な働き方、様々なサポートがあるので資格のある方、ない方でも安心して
働けます。事業所内託児所や学童も完備していますので子育てしながら働く環境
も整っていますよ。幅広い世代の方のご応募をおまちしております。

勤務場所、勤務時間などご相談に応じます。
まずはお電話ください。

労務メールです。
こちらからどうぞ♪
roumu@phoenix-g.jp

➡

フェニックスグループ 法人本部　担当：寺本　☎058-379-3588（平日9時～18時）

わたしたちはファミリー・フレンドカンパニーをめざしています。

フェニックスに定年はありません！！
働き方を変えながら“人生現役”を全うしましょう

それぞれの年齢で自分のスタイルに合わせて

皆さんイキイキ働いています。

募
集
中
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特定医療法人フェニックス　社会福祉法人フェニックス　会 長  長縄 伸幸

　2016年の平均寿命は男性が80.8歳、女性
が87.1歳であるが、すでに70歳を迎えた人の
多くは90歳を、特に女性の多くは90歳半ばを
超え、限りなく100歳近くにまで寿命が延びる
と推定されています。しかし、高齢者は70歳を
過ぎると病気がちになり生活機能が75歳ごろ
から急に低下してきます。身の回りのことができ
ても買い物・外出等の生活行為ができなくなり
閉じこもりがちな日々が地域との交流を阻害
し、身体的・精神的な機能が急に悪化し、やがて
人のお世話が本格的に必要となる要介護状態
になってきます。一方では子供が生まれる数が
極めて少なく今後100年で日本の人口は100
年前の明治後期の数（現在の半分）まで減少す
ると予想されています。この様な「人生100年、
少子・高齢・長寿社会」を如何に乗り切るかを
全世代において考えてみたいと思います。

 困っているのは私たちだけでは
 ない、 全世代が悩んでいる
　「独居が都市圏では10％を超え
ている。在宅支援サービスが十分で
ない」「介護するスタッフが足りな
い」「体が思う様に動かなくなりつら
い・寂しい」「子育ての仕方が分から
なくつらい、相談できる人も身近に
いない。」「仕事もしないで家でぶら
ぶらしている。息子は高齢である俺
の年金をあてにしている。」

 戦争を知っている高齢世代と
 戦争を知らない新高齢世代
　最近の高齢者はとても元気で体
力的にも10年若くなっていると言
われており、「厚労省は70歳以上
を、老年学会は75歳以上を高齢者

とする」と考えています。最近、私は高齢者の対
応を考える時に年齢だけでなく、時代の変遷に
応じて高齢者を次のように分ける様にしていま
す。①こんなに長生きできるとは考えず、老いた
ら子供たちが近くで面倒見てくれると思い、老
後に備えず、家族や社会の為に一所懸命に働
き、さらに戦争で人生を変えられた高齢者（戦
争を知っている高齢世代）と②親の介護を経験
し、少子高齢社会の担い手である子供たちに今
後迷惑をかけたくないと早くから自らの老後に
備えている10歳体力が若い団塊以後の世代
(戦争を知らない新高齢世代)です。

 市民に必要な意識改革
　世代により今後の社会の環境変化が異なる
ため、心構えも一様ではないが、戦争を知らな
い新高齢世代(団塊世代以降)が迎える2035
年頃から始まる多死社会は日本の社会保障制
度の危機を迎える時代と重なります。従って、次

「人生100年、
少子・高齢・長寿社会」を考える
～その覚悟を決め、常識を超える対応を探る～

世代に過度な重荷を負わせないためにも「疾病
や介護の重度化予防と清い簡素な終末期の選
択」の実行が新高齢世代の義務であると私は考
えています。さらに、少子高齢社会の人材不足に
も新高齢世代が「半労・半遊」で現役世代にで
きる限り協力すべきであると思います。1・2次産
業が主力であった時代の日本社会では　家族
ぐるみで一家の生活を支えてきました。高齢者
の概念もない時代ではおとしよりは何らかの役
割分担があり、少なくとも寿命の8割以上は働
いたと言われています。人生100歳であれば80
歳まで、94歳であれば75歳、88歳であれば70
歳までは少なくとも働きつづけることになりま
す。フェニックスは本人の希望があればその方
の希望に応じた働き場所をいつまでも提供する
定年のない法人です。すでに65歳以上のスタッ
フは全従業員の20％、70歳以上の方は10％に
達し、半労半遊で月平均10万円の収入があり
ます（図1）。

 地域共生（ごちゃまぜ）社会に向けて
 全世代で考える
　地域社会における各世代の課題は複雑に絡
み合い全世代と関連する地域社会の課題に繋
がっています。Ａさんの課題は私の課題です。た
とえば、子育てで悩む若いお母さんの悩みは、
定年退職で社会から疎外され家に閉じこもりが
ちな子育てのベテランであるおばーちゃん世代
の課題でもあります。これを上手くマッチングす
る機会（交流）があれば若い世代は子育てのス
トレスから解放され、時には短時間の就労も可

能となります。この様な試みが人生100年時代
に向け市町村主体で始まっています。生活習慣
病予防および高齢者の保健・介護予防・重度化
予防の一体化事業です。医療保険・介護保険の
垣根を越えた連携と一体化で高齢者に社会参
加をしつづけてもらう企画です（図2）。

 新高齢世代が再び時代を変える
　団塊世代の功罪が後輩から良く言われてき
ましたが、当事者である私には最近まで実感で
きていなかったのですが、古希が近くなったころ
から“罪”が徐々に見えてきました。
・団塊ジュニアという第2次ベビーブーム（子
供世代）に続く第3次ベビーブーム(孫世
代)を創出しなかった。
・男女ともに団塊ジュニア（子供）に未婚者
が少なくない。
・子供への関与は希薄で個性豊かで多彩な
ジュニアを創出したが、自らの経験を孫た
ちに伝えづらくなっている。
・田舎（地方）から街（大都市）へ集団就職・
就学が地方の過疎化を進めた。

　一方“功”として現役なみの行動力は、アク
ティブ・シニアとして注目されている。元気な高
齢者は少なくとも70歳までは現役で、以後は半
遊半労で75歳まで社会貢献をすると20歳未
満および就労できない高齢者を以前と同程度
に支えられると考えます（図1）。

 私どもフェニックスグループの地域共生
 （ごちゃまぜ）社会挑戦の現状（図3）
・メディカルセンターフェニックス
　切れ目のない在宅復帰支援および療養生活
支援（2Ｆ・5Ｆの医療施設から3Ｆ・4Ｆの老
健療養生活そして在宅生活へ、外来リハビ
リ・短時間型ディケアリハビリ・長時間型ディ
ケアリハビリ、訪問診察・訪問看護・訪問リ
ハ）およびワンストップ型総合相談センター
（地域包括支援センター・在宅相談センター・
地域連携室）による「よろず相談」。
・老健サンバレーかかみ野フェニックス
　在宅復帰支援・在宅療養生活支援(リハビリ・
ショートステイ・訪問リハ・ディケア・看取り・

認知症・嚥下摂食・失語症・口腔ケア)
・地域密着型小規模特養メゾンペイネおよび
ダンケ
　同一敷地内に離接する複合型デイサービス
やショートステイおよびグループホームとの
一体化運営
・ComDoシリーズのディサービス
　一般高齢者から要介護者まで多彩な病態と
課題別グループの組合せ
・地域子育て応援プロジェクト
　ママ＆グランマズ カフェ、元気野菜子供プロ
ジェクト、子育てクッキング託児所付きヘル
パー２級講座、かかみ野学童クラブ、医療介護
お仕事体験、グッジョブ介護１日インターン
シップ、幼老一体ケア
・法人内託児所
　デイサービス・老健・グループホーム・特養と
の幼老一体化交流。
・地域交流広場「グリーンベンチ」
・地域リーダー育成プログラム
　生涯現役塾の塾生による男組の誕生と地域
への貢献

 地域共生（ごちゃまぜ）社会の
 さらなる進化（深化）をめざす
　私たちフェニックスは３０年来、壁をつくらな
い組織づくりを心掛けてきましたが、地域への
想いも同じです。今後はその想いを一層強くした
近未来型コミュニテイを皆様
と共に創造したいと思ってい
ます。
①健康館フェニックスの再生
　2006年４月に生活習慣や
加齢からくる「疾病・介護予
防」を一体的に取り組む健康
増進総合施設“健康館フェ
ニックス”を創設しました。運
動や食事を介して専門職の適
切なアドバイスを取り入れな
がら個別の目的達成のためそ
れぞれが想いを達成し、巣立
つ施設をめざしました。さら
に、その後に学童のメニューも

取り入れた全世代交流ごちゃまぜ広場が出来上
がってきました。すべてのご利用様が支え合う理
想の空間です。午前中のご利用様の多くは元気
な高齢者であり、フレイル（脆弱化）の予防を目
的にされ、別の空間ではすでに介護状態のある
方の重度化予防をディサービスで、夕方は子供
たちが、卓球・体操・創作ダンス（ヒップホップ）、
母はＱ10でフィットネスやドクターレストランで
おしゃべり、それが一つの空間で自然に溶け合
い・支え合う社会を形成しています。さらに今後、
その一角にフレイル予防（身体・精神・栄養・口腔
ケア・認知機能・嚥下）の開催や地域と朝市・フ
リーマーケットなどの共催、ボランティアや大学・
高校・小学生などとのコラボ企画等健康館から
ごちゃまぜ交流による支え合い精神が地域に浸
透していく、そんなきっかけを健康館が創れれば
最高です。
②さらなるソーシャルイノベーション（社会変革）
をめざす法人へ
　フェニックスの次なる役割は、次世代におけ
る課題解決に向けた実験的試行を繰り返すこ
とです。今後、AI（人工頭脳）IoTによる、ロボッ
トの進化や自動運転操縦などによる第4次産
業革命が2030年頃から本格的に始まろうと
しています。フェニックスの若いスタッフの皆さ
んには「人間の本質は何か」を常に問いかけな
がら最善の地域社会づくりに貢献しつづけて
ほしい。
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（図1）65～74歳の高齢者の労働力の活用
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満および就労できない高齢者を以前と同程度
に支えられると考えます（図1）。

 私どもフェニックスグループの地域共生
 （ごちゃまぜ）社会挑戦の現状（図3）
・メディカルセンターフェニックス
　切れ目のない在宅復帰支援および療養生活
支援（2Ｆ・5Ｆの医療施設から3Ｆ・4Ｆの老
健療養生活そして在宅生活へ、外来リハビ
リ・短時間型ディケアリハビリ・長時間型ディ
ケアリハビリ、訪問診察・訪問看護・訪問リ
ハ）およびワンストップ型総合相談センター
（地域包括支援センター・在宅相談センター・
地域連携室）による「よろず相談」。
・老健サンバレーかかみ野フェニックス
　在宅復帰支援・在宅療養生活支援(リハビリ・
ショートステイ・訪問リハ・ディケア・看取り・

認知症・嚥下摂食・失語症・口腔ケア)
・地域密着型小規模特養メゾンペイネおよび
ダンケ
　同一敷地内に離接する複合型デイサービス
やショートステイおよびグループホームとの
一体化運営
・ComDoシリーズのディサービス
　一般高齢者から要介護者まで多彩な病態と
課題別グループの組合せ
・地域子育て応援プロジェクト
　ママ＆グランマズ カフェ、元気野菜子供プロ
ジェクト、子育てクッキング託児所付きヘル
パー２級講座、かかみ野学童クラブ、医療介護
お仕事体験、グッジョブ介護１日インターン
シップ、幼老一体ケア
・法人内託児所
　デイサービス・老健・グループホーム・特養と
の幼老一体化交流。
・地域交流広場「グリーンベンチ」
・地域リーダー育成プログラム
　生涯現役塾の塾生による男組の誕生と地域
への貢献

 地域共生（ごちゃまぜ）社会の
 さらなる進化（深化）をめざす
　私たちフェニックスは３０年来、壁をつくらな
い組織づくりを心掛けてきましたが、地域への
想いも同じです。今後はその想いを一層強くした
近未来型コミュニテイを皆様
と共に創造したいと思ってい
ます。
①健康館フェニックスの再生
　2006年４月に生活習慣や
加齢からくる「疾病・介護予
防」を一体的に取り組む健康
増進総合施設“健康館フェ
ニックス”を創設しました。運
動や食事を介して専門職の適
切なアドバイスを取り入れな
がら個別の目的達成のためそ
れぞれが想いを達成し、巣立
つ施設をめざしました。さら
に、その後に学童のメニューも

取り入れた全世代交流ごちゃまぜ広場が出来上
がってきました。すべてのご利用様が支え合う理
想の空間です。午前中のご利用様の多くは元気
な高齢者であり、フレイル（脆弱化）の予防を目
的にされ、別の空間ではすでに介護状態のある
方の重度化予防をディサービスで、夕方は子供
たちが、卓球・体操・創作ダンス（ヒップホップ）、
母はＱ10でフィットネスやドクターレストランで
おしゃべり、それが一つの空間で自然に溶け合
い・支え合う社会を形成しています。さらに今後、
その一角にフレイル予防（身体・精神・栄養・口腔
ケア・認知機能・嚥下）の開催や地域と朝市・フ
リーマーケットなどの共催、ボランティアや大学・
高校・小学生などとのコラボ企画等健康館から
ごちゃまぜ交流による支え合い精神が地域に浸
透していく、そんなきっかけを健康館が創れれば
最高です。
②さらなるソーシャルイノベーション（社会変革）
をめざす法人へ
　フェニックスの次なる役割は、次世代におけ
る課題解決に向けた実験的試行を繰り返すこ
とです。今後、AI（人工頭脳）IoTによる、ロボッ
トの進化や自動運転操縦などによる第4次産
業革命が2030年頃から本格的に始まろうと
しています。フェニックスの若いスタッフの皆さ
んには「人間の本質は何か」を常に問いかけな
がら最善の地域社会づくりに貢献しつづけて
ほしい。
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（図2）高齢者の保健事業と介護予防の
　　  一体的な実施について
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（図3）支え合い・ごちゃまぜ広場 『健康館』のこれから



第29回
全国介護老人保健施設大会
埼玉

大会スローガン

彩ろう！豊かな高齢者社会を
～老健は地域づくりの担い手です～

開催日

平成30年10月17・18・19日

参加者

ご報告

4,400名

　１０月１７日（水）～１９日（金）までの３日間、埼玉県さいた
ま市で開催された第２９回全国介護老人保健施設大会 埼玉
に参加してきました。
　１８日の公開シンポジウム「老健が中心となる地域づくり」
では、地域代表シンポジストとして山地隆文さんが登壇されま
した！山地さんは各務原市でフェニックスグループとともに地
域づくりに取り組まれている民生委員さんです。シンポジスト
は樋口恵子氏（高齢社会をよくする女性の会）、東憲太郎氏
（全国老人保健施設協会会長）をはじめ、そうそうたる顔ぶれ。
その中にあって堂 と々した素晴らしい発表とコメントで会場の
圧倒的な共感を集めておられました。
　山地さんのライフワークは高齢男性が活躍できる「居場所」
と「出番」づくり。「男組」を結成し人生100年時代の新しい現
役のあり方を実践されています。

男組とは

　「生涯現役」「健康・介護予防」「自立・自律」
を理念に掲げ、産（フェニックス）官（各務原
市）学（中部学院大学）民（地域の人）総動員
の地域づくりを目指して、新現役世代（アク
ティブシニア）が生き生き活動する団体です。
　DEKAKE隊（出かけたい）MANABI隊（学
びたい）KASEGI隊（稼ぎたい）の3つの活動
を通して、新たなやりがいの発見、さらなる若
返りへと楽しい時間を過ごしています。

山地さんと長縄会長

参加者全員でハイ、ポーズ！

民生委員の山地隆文さん
壇上にて堂々たる発表で大盛況！!
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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
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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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