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託児所ショコラの子どもによるトンネルくぐり

老人保健施設サンバレーかかみ野が

『超強化型老健』となりました
理事長インタビュー

「理事長に就任して」
今回は理事長に
インタビューしました

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 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

今年4月に長縄伸幸 前理事長（現会長）から理事長職を
引き継いで半年になります。
どんな半年でしたか？
あっという間の半年でした。伸幸会長が数年前から理事
長交代の道筋を示してくれていました。
スタッフのサポー
トもあり私自身、自然体で交代に臨むことができ、ありが
診察の様子

たく思っております。

新理事長としての抱負を改めて聞かせてください。
創業から30年、理事長は代わり、体制も変わっていきますがゴールは変わることはありません。地域の
住民・関係者の皆さま、
フェニックススタッフとその家族のため必要とされ続けることがゴールです。経
営哲学のひとつとして
「三方よし」
という言葉があります。
これは「商売において売り手と買い手が満足
するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売といえる」
という考え方です。
この「三方」を私ど
もに当てはめると
「ご利用者・患者さんとそのご家族」
「フェニックスのスタッフとその家族」
「地域にお
住まいの方・行政を含めた関係者の皆さん」
となるでしょうか。関わるに皆様にフェニックスがあって
良かったと言っていただけるように、私どもに求められていることに一つ一つに地道に取り組んで行
きたいと思います。
今年度の計画で現在取り組んでいることを教えてください。
今年の4月に診療報酬と介護報酬の改定というものがおこなわれました。
これは簡単にいうと、医療・
介護の分野で私ども事業者が取り組むべきことを国が示したものです。特に大きな事柄はフェニック
ス内にある3つの老人保健施設（サンバレーかかみ野、
リハトピア、ハートピア）が「超強化型老健」
とし
て認められたことです。
これは私どもの老人保健施設
の取り組みが現段階の「最高グレード」に認められた
ことになります。具体的には今回のフェニックスコ
ミュニケーションでご紹介したいと思います。
（P6,7）
全国的に働く人手が少ないことが問題になっていま
すが、
フェニックスが取り組んでいることを教えてくだ
さい。
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おっしゃる通り、全国どこを探しても人手が足らないというニュースが溢れています。それでも岐阜県
内外の他事業者とくらべ、
フェニックスは入職者が多いとご指摘を頂いています。
またフェニックスの
離職率も医療介護分野の全国平均を下回っています。
フェニックスは、
「子どもと家族・若者応援団表彰（内閣総理大臣表彰）
」
、
「岐阜県介護人材育成事業者認
定制度で最高のグレード1」
、
「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」などを頂いてまい
りました。
これも入職の方に評価いただけているようです。一方で、
フェニックスの患者さん・ご利用者さ
ん自身やそのご家族が入職いただけるケース、現在働いているスタッフの姿を見て親子2代で入職をい
ただけるケースなどが増えています。私どもにとって大変嬉しいことです。先代、伸幸会長の時から、当法
人は「ファミリー・フレンドリー・カンパニー」
を掲げてこれまで取り組んできました。
より多くの方々にそ
のように認識していただけるよう今後もよりよい職場環境づくりに取り組んで参りたいと思います。
最後に休みの日の過ごし方について教えてください。
私には14歳から0歳までの6人の子どもがいます。賑やかなのはいいの
ですが、
ときにはシーンとした静かな時間が欲しくなります。休みの日に
早起きして体を動かしたり、撮りためたTV番組などをみるのが楽しみで
す。一方で子どもの成長を見守るだけでなく自分自身も何かしら成長で
きるようにしなければならないなとよく思います。仕事が遅くなることが
多いので、子育てを主にしてくれている妻や家族に感謝ですね！(^^；)
また機会を改めていろいろ話を聞かせてください。
ありがとうござました！
ありがとうございました！

ようこそ
私の診察室へ

ワンポイント

Q&A！

私の診察室にはかわいい小物た

息子が描いた私の似顔絵

2018年度より
老人保健施設
（老健）
の
何が変わったのでしょうか？

老健の新しい評価方法が導入され三段階評価から

ちが揃っています。
患者様にリラックスしていただいたり、お子様に
喜んでもらったり、
ちょっとしたコミュニケーション

五段階評価に変わりました。
（詳しくはP4をご覧ください）
評価のポイントは、老健の本来の使命である「在宅
復帰やリハビリ機能」
です。

になっています。
季節やイベントごとに気に入ったものを買い、模

フェニックスの老健は、その取り組みが評価され最
高ランクの「超強化型老健」
となりました。今後も現状

様替えを楽しんでいます。
今 一 番 好きな の は

に満足することなく邁進してまいりたいと思います。

ペンギン。
診 察 の 際 は 探して
みてくださいね！
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老人保健施設サンバレーかかみ野

「生活そのものがリハビリ」 理学療法士 山

田 幸 平

老人保健施設サンバレーかかみ野は、4月に加算型から在宅超強化型へ移行することができました。
今回は多くの利用者様が、元気になり、ご自宅へ退所して頂くことができた要因を大きく2つに分
け、その取り組みについてご紹介します。

❶ 家族様と目標を共有し、心身機能の向上を図るリハビリ
回復期病院ではリハビリ時間が長く、
よりたくさんのリハビリ介入がで
る時間は基本的に20分と短い現状です。そのため、我々サンバレーかか
み野では、回復期病院と同様のリハビリ方法ではなく、定期的に家族様、
相談部、
リハビリ、介護スタッフで面談を行い、在宅復帰のための、目標を
明確化します。その後、具体的、かつ集中的にリハビリを行う事で、心身機
能の向上に努めてきました。また目標を明確化することで、利用者様の意
欲向上に繋がります。

パワーリハビリ

❷ 個別リハビリ以外での生活リハビリ
目標を明確化し、利用者様の意欲が向上する事により、
より多くの
運動、活動を、自主的に行って頂けるようになります。専門的リハビ
リとは別に、フロアリハビリ、熊の学校、畑仕事、卓球、自主訓練など
様々な仕掛けを設定しお一人お一人に合った方法で取り組んで頂
いています。また活動性の向上に伴い、臥床時間の減少に繋がり、
摂食・嚥下評価・訓練

生活そのものがリハビリとなっていきます。

このように我々サンバレーかかみ野は、
リハビリ時間の短
さというネガティブな部分を、
【生活そのものがリハビリ】
と
いう考えに切り替え、皆で協力し、カバーし合っています。
今後も、家族様、利用者様と寄り添い、目標に向かって共
に歩んで行きたいと思っております。

サンバレーかかみ野

老健の類型 〜三段階評価から五段階評価への流れ〜

「施設から在宅へ」− これが老健の本来の目的であると基本方針に掲げられています。
平成24年度の介護報酬改定で「在宅強化型」なる老健施設の新しい基本施設サービス費が創設されま
した。すなわちこれは、
「老健施設は中間施設という本来の役割に立ち返り、在宅復帰支援機能を今一度強
化していく」
という国からの強いメッセージでした。それに伴い老健
図 老健の類型
施設は、在宅強化型・加算型（正式には在宅復帰・在宅療養施設機能
従来
4月以降
加算型）
・従来型という３階建システムが生まれました。
在宅強化型
超強化型
しかし、従来型の老健では本来の目的を担うことが難しい施設も
多く存在し、退所後の療養場所として、在宅ではなく特別養護老人
加算型
在宅強化型
ホームなどの待機場所として利用されている現状もあります。
従来型
加算型
そこで厚生労働省は、基本機能を満たした上で、在宅復帰や在宅
療養を支援する機能の充実化を図り、
リハビリ機能の強化などの評
基本型
価を見直すことにしました。そして今回平成30年度改正で、新たな評
その他
価システムを導入し、５段階評価制度へと改定されたのです。
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老人保健施設﹂となりました

きます。
しかし老人保健施設では、一日のリハビリスタッフが、個別で関わ

当施設は
﹁在宅超強化型

元気を取り戻す
施設をめざして

サンバレーかかみ野
内科認定医

施設長

兼 城 賢 明

今年も早いもので、残すところ3か月となりました。今年は国内外でいろいろな出来事がありました。
印象が強かったことを２，３列記してみます。一番目は、皆様の記憶にも残っていることと思いますが、
６月にあったタイ国での少年たちの救出劇です。
暗い洞窟に９日間以上も閉じ込められたにもかかわらず、13人全員、生存して救出された強い精神
力とチームワークを持ったサッカー少年たちの話です。
とても困難を極めた救出に際しても、世界のダ
イバーたちが、国境を越えた協力で臨んだことにとても感動を覚えました。次は、７月に起きた西日本
豪雨災害です。局所的な豪雨により、河川の氾濫や土石流による家屋の流出が、またもや広島、岡山、
愛媛に発生し、200人以上の死者が出た災害です。繰り返される災害、想定外という言葉で、すまされ
るものではないと、何かに苛立ちも覚えますが、自然のなせる業，
どうにもならないものでしょうか、一
日も早い復旧を望むものです。次も、梅雨明けにひきつづいて発生した猛暑です。熱中症が原因と思
われる子供や多数の高齢者の死亡事故がありました。地球の温暖化による現象と思われますが、今
後、想定外の災害がどれだけ発生するのか想像もつきません。
これからは暑さに対しても国を上げて
の対策が必要になってくるだろうと考えます。
さて前置きが長くなりましたが、４月には、当フェニックスグループでも若い世代の新理事長、副理
事長の誕生がありました。
とても活気があります。
また医療、介護報酬体系の改正により老人保健施設
では従来型から在宅強化型、超強化型が算定できるように、
よりレベルの高い、充実したリハビリテー
ションの提供を目指して、日々スタッフが頑張っています。サンバレーかかみ野は平成30年度、厳しい
3項目の条件をクリアし、
この４月より在宅強化型老健としてスタートしました。
これからも良質なケアの提供とサービスの質の向上に努め、継続して在宅復帰を推進し在宅療養を
支援する体制を築いていきたいと思っております。
また、介護の問題を抱えているご利用者のご家族の皆様におい
ても、少しでも不安が解消され介護負担の軽減が図れるようサー
ビスの相談もさせていただきます。
最後により良いサービスが常に提供できるように、スタッフ一
同、
日々努力していることを付け加えて終わりといたします。

医師として
思うこと

神奈川県の病院で起きた高齢者の点

滴内への異物混入による中毒死事件︒

病院に勤務していた若い看護師が逮捕

されています︒命を救うべき職業の人

が命を奪う行為を行っていたことにと

てもショックを覚えました︒その行為

を行った理由は︑自分が勤務していた

時間内に亡くなると︑とてもストレス

が多く嫌だったから異物を混入したと

報じられていました︒発想は短絡的

で︑決して許されることではありませ

んが確かに︑自分も若い頃︑医師とし

て命を助けるべく努力したにもかかわ

らず亡くなられた時はどれだけ体力︑

気力を消耗し︑精神的に落ち込んだこ

とかを思い出しました︒死が避けられ

ない高齢の人でも亡くなるときには︑

それに関わった者が心身を消耗するこ

とは確かにあります︒そのストレスを

一人で抱え込まずに同僚たちや医師と

分け合うことが出来なかったのかと思

うと︑とても残念で︑心が痛みます︒

そのようなことは︑他の施設でも起こ

り得ることだと危惧しますので日々充

分注意して望みたいと思います︒

ひとくち
コラム
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カメラが
映し出す世界に
私たちが見るもの

フェニックス総合クリニック
副理事長

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

私には二人の娘がいます。生活はまだまだ子供中心ですが、
日々の成長を楽しんでいます。特に生まれてからの１年間は体
型や顔つきも含めて日々の変化が激しく数ヶ月前とは別人のよ
うです。そんな娘の成長の記録にと数年前にカメラを新調しま
した。
と

き

人を惹きこむ時間と空間
普段我々の感じる世界は３次元で、時の流れを含めれば
４次元の世界です。人はその世界を２つの目で捉えて、頭の

江南市フラワーパークにて妻と長女

中で映像を描いています。カメラも同様に、レンズから入ってくる光をフィルムやセンサーで画像と
して写し込みます。人間の目や脳に比べるととても単純な構造ですが、制限があるからこそ、そこに
写し込む光や時間、空間をいかにコントロールして映し出すかに人は魅了され、感動を覚えます。
我々が目から捉えるものとは違った世界を描き出すことができるからです。
右の写真は富士五湖で知られる西
湖と岐阜の鵜飼大橋の近くで撮ったヒ
メボタルですが、人の目では真っ暗で
僅かな光が少し見える程度ですが、そ
の光を増幅し、時間を圧縮して幻想的
な世界を写し込んでいます。

西湖の星空

岐阜のヒメボタル
写真：副理長撮影

現在の医療技術と未来への期待
医療の世界でも人の目では見えないものを映し出す技術が使われています。
胃カメラや大腸カメラと言われる内視鏡検査では非常に小さいものを拡大した
り、深くまで透過してしまう赤い光を取り除いて光の波長を制限することで血管
や表面構造を見たりすることが可能です。
最近では顕微鏡でしか見えなかった細胞の核まで見る技術が開発され、今ま
で見ることができなかった正常の構造と癌の構造の違いも見えるようになりまし
た。更に人工知能（AI）を利用することで、がんの発見の補助を行う技術も開発さ
れており、近い将来、がんを自動で発見できる様になるかもしれません。医学の
技術の進歩は目覚ましいものです。最先端の技術を常に意識しながら今後の医
療の発展を楽しみにしています。
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内視鏡システム

ポリープの表面構造がよく観察できます

技術の進歩により、正確な診断を

通常光（これまでの映し方）
と特殊光（赤い光を
取り除いて写したもの）により撮影したポリー
プです。内視鏡システムの光の波長を変えるこ
とでこんなに違いがハッキリ分かります。

通常光

特殊光

人間ドックの必要性
現在日本は世界有数の長寿国です。その一方で高齢

（図①）H29年 主な死亡原因

化が急速に進み、社会構造の変化が大きな問題となって
います。65歳の人口が2025年には約30％、2060年には
約40％に達すると予想されています。

その他
28%

わが国の死因の50％以上を占めるのは、3大生活習慣

新生物
29%

病といわ れる「新 生 物（がんなど）」
「心 疾 患（心 臓 病）」
「脳血管疾患（脳卒中）」です（図①）。 心疾患や脳血管疾
患は動脈硬化によって引き起こされ、コレステロール、血

老衰
8%

糖値、尿酸値、血圧などが大きく影響します。これらを健

不慮の事故・
自殺など
5%

診や人間ドックで定期的にチェックし、改善することで、

心疾患
15%
肺炎
7%

脳血管
障害
8%

病 気 になりにくい 生 活をおくることができるので す。ま
た、頸動脈エコーや脳血管MRI撮影、血圧脈波などで現在の血管の状態を確認する事も大切です。
がんなどの新生物の発見には胃カメラ・大腸カメラなどの内視鏡検査、エコーやCTなどの検査が有
効です。
当健診センターでは、内視鏡検査に加え、エコー、CT検査も行っています。
内視鏡検査により大腸ポリープ（将来癌化すると思われるポリープや早期の大腸癌）が発見され
た場合は、切除を行います。その発見率は高く、昨年は71件にのぼりました（図②）。さらに、治療が
必要な新生物が発見されたケースもあり
（図③）、その場合でも多くの方が連携病院で治療を受け、
元の元気な生活に戻っておられます。CTやエコー検査でも悪性リンパ腫や卵巣癌、膵癌、副腎腫
瘍、肺癌、甲状腺癌などの新生物が見
つかった事例もあり、連携病院への紹
介を行っています。
今後病気にならず、健康な生活を続
けることは大切なことです。
ぜ ひ 当 健 診 センター へ 足を運んで
みませんか？

当院での最近の実績
（図②）当院での大腸検査数と大腸ポリープ切除数（平成29年度）
大腸内視鏡件数

うち大腸ポリープ切除を行った件数

121件

71件

（図③）総合病院で治療が必要な癌や
リンパ腫などの新生物（平成30年1月〜7月）
食道

胃

十二指腸

大腸

合計

1

6

1

5
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ボランティア紹介

い つもありがとうございます

！
！
わぁあ！
なんで？？？
びっくりした

マジシャン

だんらんのホールでは数分おきに拍手が響き、その拍手の先
には一人の男性がマジックをしています。彼が披露するマジッ
クは、ボールが消えたり、スプーンが曲がったり、破いたカード
が元に戻ったり！
！
テレビで見るようなマジックがすぐ目の前で広がります。入居

ジョン

岐阜県在中。
ボランティアで福祉施設、地域活動、イ
ベントショー、子供会行事等でショー活
動と平行してマジックレッスンも行なっ
ています。目の前で繰り広げられるマ
ジックで大切なお客様に驚きと感動を
与えます。

者のかたはもちろんスタッフも次々とおこるマジックにだんらん
の建物に多くの人の歓声があがりました。

「まあ、びっくり！
！」と歓声をあげるご利用者様

地域
活動

先日、ケアハウスだんらんの創立記念祭を無事に行うこと
ができました。
今年で18年目を迎えることができましたのも、
ご利用者様、
ご家族、ボランティア様、スタッフの皆様、地域の皆様のおか
げです。本当にありがとうございます。
記念祭に行われたマジックでは、魔法をかけられているよ
うな、サプライズ空間を皆で共有することができました。拍手
を忘れてしまうほど見入ってしまいました。
時代の流れの中で、人、物、環境と変化はあります
が、
ご利用者様が日常生活のサポートを受けなが
ら安心して楽しく生活できるよう今後も創意工夫に
努めていきたいと思います。
ケアハウスだんらん
施設長 長縄 智子

グリーンベンチ

『DEKAKE 隊 』

８月30日に第１回ＤＥＫＡＫＥ隊の活動
を行ないました。
行き先は、内藤薬博物館。
とても暑い日でし
たが、参加いただいた方は笑顔で最後まで楽
しんでいただけました。
車で行くのは、本当に簡単です。
でも…少し
遠回りするバスに乗っていつもは通らない道
や景色も楽しめる小旅行が出来ました。
次回は10月、今から楽しみです。
これからみんなで行ってきまーす!!
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ＤＥＫＡＫ
Ｅ
コーディネ 隊
ータ
です♪

フェニックス全体活動

作 品 づ くりによる
フェニックスの各施設では、一年を通して手作業によるリハビリを実施
しています。
ご利用者様が季節を感じられるよう
に、折り紙をちぎり、四季折々の花の貼
り絵を作って施設内に飾っています。
手先を使うことにより、脳の活性化を
はかり、脳梗塞などを患われた方
にも効果的な療法となっています。
細かな作業ですが根気に取り組ま
れる姿がとても印象的です。

七夕の時期に
飾られた「天の川」
ひとつひとつこんなに
凝って作られています!!

フェニックス子育て支援

ながい夏休み

子ども達も奮闘中
日々成長

夏はプール三昧の子どもたちでした。登所し
ての第一声が「今日プールある？」と、毎日楽し
みにしていたようです。
水が苦手な子もプールの時間になると不安そ
うな表情を見せていましたが、楽しそうに遊ん
でいる友達を見ると、私もやってみたいと挑戦
するうちに水が顔にかかっても平気になりまし
た。この夏ですごく成長した子どもたちの姿を
見ることができました。

事業所内託児所

ショコラ

おじいちゃん、おばあちゃん、
いつもありがとう

毎年恒例となっている敬老の日の施設訪問。
手作りのプレゼントを渡し、歌や手遊びを一緒に
楽しみました。後日、ご
利用者様より、お礼の
お手紙をいただき、 み
んなが嬉しい 敬老の
日になりました。

デイケアセンターA

９月6日デイケアセンターＡに子苑第２幼稚園の園児達
が敬老日の歌と合奏のプレゼントを持って遊びに来てくれま
した。
フェニックス総合クリニックのロビーを使い、かわいい
パフォーマンスを見せてくれました。かわいい歌声、鍵盤を
おす小さな手から響く音色にご利用者様はもちろん、患者様
やスタッフも足を止めて聞き入っていました。
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本 年 ４ 月︑フェニックス会 長の長 縄 伸 幸が岐 阜 県 老 人 保 健 施 設 協 会の

会長に就任しました︒続く７月には全国老人保健施設協会の理事にも選

出され︑社会保障制度委員会メンバーとして︑老健施設や介護保険制度

など︑社 会 保 障 制 度に関 するあり方の検 討︑データの分 析などを担 当し

ています︒

岐阜県老人保健施設協会会長
全国老人保健施設協会理事・岐阜県支部長
全国老人保健施設協会社会保障制度委員
在宅療養支援診療所連絡協議会岐阜県支部監事
各務原市介護保険サービス事業者協議会副会長
NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク理事
各務原市卓球協会会長

フェニックス会長が
岐阜県老人保健施設協会
会長に就任しました

TOPICS

Visionと戦略 6月号に
掲載されました

老健協会とは

老健協会とは、全国約3600、岐阜県下76施設の
介護老人保健施設からなる団体です。正式名称は
全国組織として
「全国老人保健施設協会」が、支部と
して
「岐阜県老人保健施設協会」があります。いずれ
も会員施設が一致協力して、サービスの質向上に
向けた調査研究、教育・研修、人材育成、全国大会、
ブロック大会、県大会の運営などを行っています。

お知らせ
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永年勤続表彰受賞者との
記念撮影

老健大会 in 岐阜 ダブル決定！
！

東海･北陸ブロック大会

全国大会

日
程 2020年５月21日
（木）、22日
（金）
場
所 長良川国際会議場 他
参加人数 800名（予定）

日
程 2021年10月13日
（水）〜15日
（金）
場
所 長良川国際会議場、岐阜都ホテル 他
参加人数 4,000名（予定）

優秀演題賞を
受賞しました
9月23日、24日に大阪で行われた「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」
でフェニックスグループのデイサービスで積極的に
デイサービスCom Do 那加
卓球療法士 吉国 親吾

取り組んでいる
「卓球療法」について学会発表をしました。
この大会において
優秀演題賞をいただきま
した。

常日頃から卓球を楽しみながら協力して頑張ってくださる
利用者様の成果が認められる結果となり大変嬉しく思いま
す。
これをスタートに誰もがどこでもいつでも楽しめる卓球
療法を、
より具体的に模索検討し普及を図りたいと考えてい
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！

大阪大会にのり込みました

今後のイベントスケジュール
10月27日

！
鵜沼宿へ出発！

【申込方法】
地域包括支援センターかかみ野まで
お電話ください。
【問 合 せ】
グリーンベンチ
おとこ組 担当：山田

フェニックスはファミリーカンパニーです。お互いに助け合い、
喜びをみんなで分かち合える事に気づける行事です。

11月1日

講座：もの忘れ講座

講師／長縄 伸幸 医師
【申込方法】
地域包括支援センターかかみ野
までお電話ください。
【問 合 せ】
地域包括支援センターかかみ野

12/27〜

11月3日

コミュニティプラザＤＡＮＫＥ
秋まつり
【問 合 せ】

申込 特別養護老人ホームＤＡＮＫＥ
不要 デイサービスＤＡＮＫＥ
すずらん

担当：木村・遠藤

第2土曜日

毎月
冬休みかかみ野
ニックスグループ 平成３１年１月開講
ェ
フ
学童クラブスタート
介護職員実務者研修
採用説明会
【申込方法】
【申込方法】

ホームページに12月初旬
申込案内がアップされます。
【問 合 せ】
フェニックスグループ 法人本部
：徳重

【申込方法】
ください。
マイナビ・ホームページよりご予約
【問 合 せ】
寺本
フェニックスグループ 法人本部：

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

一緒に働く仲間を募集しています。
フェニックスグループでは、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。

フェニックスグループ 法人本部

担当：寺本

詳細は後日ホームページなどに掲載予定。

【問 合 せ】
フェニックスグループ 法人本部：吉田

➡

労務メールです。
こちらからどうぞ♪
roumu@phoenix-g.jp

☎058-379-3588（平日9時〜18時）
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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。
地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
フェニックス総合クリニック

メゾンペイネ ………………………TEL（058）370-5225

TEL（058）322-2000

（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

フェニックス在宅支援クリニック …TEL（058）322-2100

（小規模多機能サービス）

（老人保健施設）

介護予防デイサービスCom.Do2 …TEL（058）370-2800

ハートピア・フェニックス …………TEL（058）322-2221

ひだまり………………………………TEL（058）370-8885

（老人保健施設）

（グループホーム）

サニーテラス…………………………TEL（058）370-9915

（デイケア）

（グループホーム）

フェニックス在宅相談センター ……TEL（058）385-2244

事業所内託児所 ショコラ …………TEL（058）379-3588

地域包括支援センター フェニックスかかみ野 TEL（058）384-8844

Anti-Aging複合施設

サンバレーかかみ野 ………TEL（058）370-7777

健康館フェニックス

デイケアセンターきらら ……………TEL（058）370-8875

介護予防デイサービスCom.Do……TEL（058）379-2022

（老人保健施設）

メディカルフィットネスQ10 ………TEL（058）379-3388

（デイケア）

（デイサービス）

事業所内託児所 それいゆ ……………TEL（058）379-3588

ドクターズレストラン GA楽 ………TEL（058）379-1818

ケアハウスだんらん ………TEL（058）379-3377

コミュニティ・プラザ

ダンケ

フェニックス DANKE

さんさん

デイサービスCom.Do33 ………… TEL（058）379-3773
（デイサービス）

DANKE（暖家）………………………TEL（058）370-0070
（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

私の部屋…………………………TEL（058）370-1200
（グループホーム）

Com.Do DANKE …………………TEL（058）385-1155

Com.Do那加…………………TEL（058）322-5757

デイサービスセンターすずらん …TEL（058）385-3033

（デイサービス）

（リハビリデイサービス）

（認知症対応型デイサービス）

Com.Doパークサイドテラス …TEL（058）372-3535

地域交流広場 DANKE ……………TEL（058）385-1155

（介護予防デイサービス）

関I.C

各務原C.C

ケアハウス

N

だんらん

サンバレーかかみ野

岐阜C.C

R156

おがせ街道
東海中央
病院

JR高山線

那加
新那加

蘇原
市民公園

各務原

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE

Com.Doパークサイドテラス

至犬山

R21

Com.Do那加

各務原I.C

おがせ池

私の部屋

三柿野
至江南

関・江南線

東海北陸自動車道

名電各務原

おがせ

メディカルセンター

アピタ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

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

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン

特定医療法人

岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番

フェニックスグループ

羽場

交通のご案内

検索

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

社会福祉法人

岐阜県各務原市須衛町1丁目132番

http://phoenix-g.jp
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