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た︒この会は医師だけでなく︑高齢者に関

以前から一度参加をしてみたいと思ってい

4年に一度開催される国際老年学会は︑

む︑これで行くことにした︒

の夜に戻れば︑外来は火曜日だけ休診で済

来が終わってから午後の便で行き︑水曜日

レンダーとにらめっこをした︒月曜日の外

ないかと思っている︒

はケアの在り方に自信を持ってよいのでは

研究を沢山していることからも︑われわれ

こうして熱心に高齢者医療やケアに関する

行っているとバツがわるく︑九州に行って

なった︒ソーシャルワーカーや栄養士の

いたが︑図らずも成功大学の方と一緒に

2日目の夜は陳先生と夕食の約束をして

いることにして欲しいと︑訳のわからない

方々との懇談であったが︑とても楽しく有

しかし︑職員にはなんだが海外ばかり

するあらゆる職種の方が集まる学会である︒
今年はその年であり︑6月末にソウルで開

金曜日まで︑平日に行われる予定であり︑

ことを事務長に頼んでの出発である︒それ

意義な時間を過ごすことができた︒人の輪

日の月曜日から

そんなに外来を休んでいたら︑患者さんや

にしても︑こうしていらはら通信に載せて

が少しずつ広がり︑まさしく魂︵ソウル︶

催された︒しかし︑6月

職員には迷惑をかけるし診療所もつぶれて

いるのだから︑九州もソウルもないであろ

に触れることができた夜である︒

しまうかもしれない︒
う︒

シンポジウムに参加をするとのこと︒これ

話しをしていたら︑6月のソウルの学会で

マー学会の時に︑台南成功大学の陳先生と

の時も

が大混乱をした︒確か４年前のソウル旅行

旅行で行ったが︑帰りは日本が大雪で交通

ソウルは今年2回目である︒1月に職員

年ぶりの大雪であったが︑韓国の

は︑友人としても行かねばなるまいと︑カ

4月に台北で開かれた国際アルツハイ

23

年以上の歴史を持つ国である︒
10

化率という点では他の国の追随を許さず︑

地域包括ケアについての発表もあり︑高齢

保険制度も

が国は世界一の高齢社会の国であり︑介護

から多数の演題が出ていた︒なにしろ︑我

ソウルでの学会ということもあり︑日本

級住宅地のイメージがあるそうだ︒

という韓国歌手の歌まであり︑韓国では高

ポットになっている︒﹁カンナムスタイル﹂

は水族館まである総合アミューズメントス

た街にあり︑ホテルにつながった地下街に

ルオリンピック前後から急速に発達してき

南︵カンナム︶という︑1988年のソウ

隣接したコンベンションホールである︒江

学会場は1月に泊まったCOEXホテルに

職員旅行には雪がつきもののようである︒
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ケア
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はじめての
介護保険
南柏老人訪問看護ステーション（居宅介護支援）
ケアマネジャー
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ご

生井 真吾

介護保険って何？
最近よく耳にするけど介護保険ってなんだろう？と、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。介護保険
とは国の行う社会保障の一つです。年齢や病気で介護が必要になった方が、住み慣れた地域で可能な限り自分
の力で日常生活を送る事が出来るよう、社会全体で支えるために作られた社会保険制度です。

介護保険で何が出来るの？
大きく分けるとご自宅で利用する【在宅サービス】と、施設に入所して生活する【施設サービス】があります。
【在宅サービス】では自宅に来てもらう訪問サービス、施設に通う通所サービス、施設に一時的に宿泊する
短期入所サービスのほか、自宅のトイレやお風呂に手すりを取付けるなどの住宅改修工事、必要な福祉用具の
レンタルや購入をする事が出来ます。
【施設サービス】では介護施設に入所し、日常生活上必要な介護やリハビリを受けながら施設内で生活します。
様々な施設がありますので、ご要望に合わせて施設をお選び頂きます。

介護保険を利用したいのだけど？
介護保険を利用するためには、初めに申請をして頂く必要があります。保険者は市町村なので、市役所や支
所、地域包括支援センターなど、お住まいの地域の窓口で申請できます。申請についてはお近くの【ケアマネ
ージャー】にもご相談頂けます。

【ケアマネージャー】って何？
介護保険はもちろん、介護保険だけでなく日常生活での総合的なご相談に対応致します。また、関係市町村
やご利用頂くサービス事業者との連絡調整など幅広く支援致します。介護の事は先ずケアマネージャーにご相
談ください。

【ケアマネージャー】はどこにいるの？
在宅サービスをご利用の場合は居宅介護支援事業所に、施設サービスをご利用の場合はそれぞれの施設に在
籍しています。地域の総合的な相談窓口になっている地域包括支援センターや、市町村の窓口、かかりつけ病
院の相談室で紹介してもらう事も出来ます。

困ったらとにかく【ケアマネージャー】へ
一番初めの「何がわからないかがわからない。」ところから、わかりやすく、わかるまで何度でもご相談させ
て頂きます。介護保険で対応できる事はもちろん、介護保険では難しい事もどこへ相談をすればいいかなど、
総合的なご相談に対応致します。いらはら診療所では松戸市の【いらはら診療所ポプラ居宅介護支援事業所】、
柏市の【南柏老人訪問看護ステーション】がお受けしています。お気軽にご相談ください。

3

特集 リニューアル ★ オープン
通所リハビリテーション（介護保険）（いらはら診療所２F）
リハビリ特化型の通所リハビリテーションとなります。
参加コースは３−４時間コースと１−２時間コースのみで、午前と午後の入れ替え制です。
送迎は３−４時間コースのみとなります。
理学療法士・作業療法士との１対１のリハビリだけでなく、それぞれのお体に合わせた自主
トレーニングや手作業・物理療法を行うことができます。
また、ゆっくりとくつろげるカフェスペースを利用して、お仲間やスタッフとの交流を通し、
心も体も元気に過ごしていただける空間を提供します。
8 月より通所リハを中心に担当させていただくこととなりました
中村（理学療法士）です。
引き続きご利用されるゲストさん、新しくご利用されるゲストさん
に対して、少しでも笑顔で日常生活を送ることができるように、
サポートしていければと思います。
今後とも、いらはら診療所通所リハビリテーションを
よろしくお願い致します。

所属長

中村

奈月

ユーカリデイサービス小金原（介護保険）
（からす公園斜め向かい）
小規模から通常規模となり、定員が３０名と拡大します。
月・火・水・木・金・土全ての曜日に理学療法士または作業療法士が 1 〜２名専従し、
個別リハを実施します。１対１のリハ・物理療法を行うだけでなく、日常生活動作（入浴・食事・
更衣・移動手段等）で困っていること・改善したいことを相談したり、やれること・やりたいこと
を発見したり等、「生活」という視点からの関わりを拡げていきます。
他者との交流・創作活動・入浴・リハ・集団体操・レクリエーション…様々な活動を通して
その方に合ったサービスを提供します。

8 月からのユーカリデイサービス小金原では、個別リハビリが本格的
に実施されることとなり、新しいデイサービスが誕生します。
今現在ご利用されている方・８月からご利用される方皆様が、
楽しく・安心して日常生活を送ることができるように、スタッフ
一同、毎日笑顔でお待ちしております。
これからも、ユーカリデイサービス小金原をよろしくお願い致します。

所属長

鈴木

節子
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い ら は ら栄 養 教 室
本格的な夏がやってきますね〜。ここ数年の異常な暑さでは熱中症にかかる方が増え…命の
危険にさらされる方も少なくないようです。かくいう私も、一昨年夏に熱中症に罹り、院長先生
に点滴をうっていただいたことがあります（栄養士なのに）。
夏場はとくに、脱水や熱中症予防にとスポーツドリンクを飲む方も多いと思います。確かに電
解質を含むので、その名のとおり運動後に摂る場合はよいのですが…体によいと思って習慣づけ
てしまうと、実は「糖分の摂りすぎ」という落とし穴にはまってしまうのです。
今回はこちらのお話を。
一般的なスポーツドリンクの 500ｍｌペットボトルには、約 30ｇほどの砂糖が含まれています。
清涼飲料に含まれる糖分は、ごはんやパンなどの糖分とは違って早く吸収される糖分なので血糖
値が上がりやすくなります。ちなみに「カロリーゼロ」と表示されている飲料でも、まったくカロ
リーがないわけでも糖分が含まれていないわけでもありません 。
栄養成分の表示基準として
◆【ノンカロリー】【カロリーゼロ】【ゼロカロリー】などと表示してもよいもの
⇒１００ml あたり５kcal 未満の飲料製品
◆【カロリーオフ】【ローカロリー】【低カロリー】【カロリーひかえめ】などと表示してよいもの
⇒１００ml あたり２０kcal 未満の飲料製品
と定められているため 、ノンカロリーとかかれていてもお茶や水のようにまったくカロリーがないわ
けではないのです。また 、最近よく目にする「カロリーオフ」と表示されているスポーツドリンクに
も約 20ｇほどの砂糖が含まれています。比較的、児童や学生さんに多いようですが「ペットボトル
症候群」といって、炭酸飲料や清涼飲料水（スポーツドリンクもこれに入ります）を飲みすぎたため
高血糖となり、すると喉が渇くため 、さらに清涼飲料水を飲むという症状があります。これの重度症
状としては急性糖尿病となり意識朦朧・昏睡などをおこすことがあります。必ずしもスポーツドリンク
が悪いわけではないですし、飲んではいけないわけではありませんが、とくに血糖値の高い方は含
まれる砂糖の量に注意が必要になります。
普段の水分補給はお茶や水、たくさん汗をかいたときはこれに少量の塩分でじゅうぶんに補給でき
ます。毎日飲むのは控えたほうがよいですね 。

一般的なスポーツドリンクに含まれる
砂糖の量。カロリーオフのものにも、
これの 2/3 くらいは入っています。

お味噌汁のお椀にあけてみました。
これを食べろと言われてもなかなか
ちょっと…ですが、冷たい飲み物
だと無意識に飲めてしまうんですね。
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介護付有料老人ホーム

はなみ ず き

是非、
ご見学ください

入居のご相談受付中です。

笑顔と
温かい心で

まずは

お迎えいた

ショートステイ

します

の利用から・・・
経管栄養・
医療処置が
ある方も
『あなたらしさ』

ご相談下さい

を大切にした介護
を提供します

看取りの時期
詳しい お問い合 わ せ は …

TEL 04-7160-5811

も穏やかに
過ごせる
環境です

ある日の「はなみずき」・・・
6 月の終わり…はなみずきの２F では「「打ち立て蕎麦と揚げ立て
天ぷら、大賞味会！」という行事を開催しました。
美味しい打ちたて…茹でたてのお蕎麦が食べたい！サクサクの揚げ
立て天ぷらが食べたい！
そんなご入居者の気持ちに沿った２階だけの特別行事でした。
当日は、蕎麦打ち名人がやってきて、ご入居者の目の前で蕎麦打
ちを披露して下さいました。なんと！蕎麦打ちの体験もさせてもら
えました。ご入居者の中には、蕎麦打ちを行ったことがある方もおり、
名人の説明がなくとも昔を思い出しながら生地をこね、麺棒で伸ばす
作業を行っていらっしゃいました。
さて、出来上がったお蕎麦の味は…？天ぷらは…？もちろん美味！
茹でたての蕎麦はコシがあり、のど越しもあります。天ぷらも期待通り
にサクサクで「おかわり！」の声がたくさん聞こえました。

はなみずきは、ご入居者の皆様が安心して穏やかに過ごして頂ける
ことを大切にしています。そして、ご入居者と働く職員が一つの家族の
ように…と温かさを忘れない介護を目指しています。
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リハ室だより
当診療所には理学療法士と作業療法士が在籍しておりますが、
そもそも何が違うの？と思ったことはありませんか？
どちらもリハビリ専門職であり、重なる部分は多いのですが、
今回は作業療法の特徴についてご説明します。

みょうが

作業療法士

明賀

ゆうき

佑樹

★ 作業療法（Occupational Therapy）とは？
病気や怪我により身体が思うように動かない方、もしくはそれが予測される方などに対して
・「寝返り」「起き上がり」「立つ」「歩く」などの基本的な動作
・「着替え」「食事」「入浴」など身の回りの動作や家事などの日常生活に必要な動作
の維持・獲得に向けて身体面・精神面の両方からリハビリを行っております。

★ 作業療法の「作業」とは？
作業療法の特徴の一つとして、機能回復に向けて「作業活動」を用いてのリハビリがあります。
作業活動とは「人間が生活していくための全ての活動」であり、その内容は多岐に渡ります。
当診療所の作業療法ではそれぞれの方の身体状況・精神状況や趣味・嗜好に合わせて適した作業活動
を提供し、その活動を通してその方それぞれの必要な機能を向上していくことを目的としたリハビリ
の提供も行っております。

★ 作業活動の一例を紹介します。

編み物
目的：上肢の細かい動きの強化
集中力・持久力の向上

将 棋
目的：脳の活性化
対人交流

茶話会
目的：リラックス
対人交流

皆様が普段何気なく行っている活動、その全てが作業活動であり、意味・目的があるものなのです。
作業活動についてご質問等あれば当診療所の作業療法士までお気軽にご質問下さい。
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合同避難訓練の開催

7 月 3 日いらはら診療所と介護付有料老人ホーム
ユーカリ小金原で合同避難訓練を実施しました。今回も
小金消防の皆様立会いの下、避難訓練に加え、消火器の
使用方法や消火訓練を行いました。毛布やシーツを利用
しての搬送方法や物干し竿を利用しての担架作り等身近
にある物を上手く使い、スムーズに避難誘導できるよう
にご指導頂きました。各部署から代表で参加した職員も
真剣に取り組みました。いざという時の為に日頃より訓
練をしてこそ、慌てず、冷静に判断・行動できると思い
ます。今日ご指導いただいた点をさらに見直し、これか
らも繰り返し訓練を行っていきたいと思います。ご協力
いただいた患者様・利用者様にも感謝申し上げます。

作品 紹 介

お知 ら せ
今年の T シャツ

「グループホーム菜の花」

は

入居者様方の作品です。→

赤

「実幸会」です♪

「ユーカリ小金原」入居者様方の作品です。↓

あとがき
新メンバ�挨拶

夏号より編集委員のメンバーとして

加わることになりました︒今までは

読者として発刊を楽しみにしていま

したが︑今後は長年編集に携わって

〒270-0021千葉県松戸市小金原4-25-3
TEL.047-347-8859 FAX.047-309-2525 http://www.seikatsukaigo.co.jp

いるスタッフとともに頑張ります︒

http://www.irahara.or.jp/

生活介護サービス株式会社

由紀子

〒270-0021 千葉県松戸市小金原4-3-2
TEL.047（347）2231（代） FAX.047（347）2551

小池

いらはら診療所

よろしくお願いいたします︒

夏号より編集に参加することにな

りました︒患者様からの通信の発行

時期を問われる度に︑沢山の方に愛

読されているんだなと感じます︒そ

由賀里

の通信の編集側になることに戸惑っ

ておりますが︑頑張ります︒

野坂

最近︑福祉用具を試してみる機会

がありました︒体圧分散をする褥瘡

用のベッドパットです︒通気も良く

熟睡できました︒介護保険でレンタ

ルできるものです︒中高年になると

熟睡出来なくて眠前薬を飲む方も多

いと思いますが︑まず眠れる環境を

つくり︑むやみに薬にたよらないの

も手ではないでしょうか︒福祉用具

と聞くと高齢者が使うものと思われ

ますが︑現役世代もどんどん試して

みるのもいいかなと思うこのごろで

ひろみ

す︒お役立ち情報等提供できたらと

森山

思っています︒よろしくお願いいた

します︒

医療法人社団 実幸会
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