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1 「特　集」

今年も愛生館コバヤシヘルスケアシステムと新川まちかどサロン合同
主催の『新川町夏祭り』を賑やかに開催致しました。今年は、愛生館の
有志ボランティアによって入院中の患者さんにも会場で夏祭りを楽しん
でいただくという新たな試みもありました。
また、ステージを会場東側中央に設営して、会場のレイアウトも一新

致しました。そのステージでは、碧南市民吹奏楽団マスターズバンド、
郷土芸能クラブ、チャラボコおどり（シェイプアップ・ママダンス）盆
踊り（ひばり会）などの皆さんによる熱演が繰り広げられ、会場を大い
に盛り上げていただきました。
事前準備、当日の運営にご尽力いただいた各参加団体の皆様、愛生館

従業員の皆さんに心よりお礼申し上げます。来年も多くの皆様と共に、
更に楽しい新川町夏祭りを開催して参りたいと考えております。どうぞ
宜しくお願いいたします。
尚、夏祭りの開催にあたり、永楽町発展会様、まごころライフサービ

ス株式会社様より過分なるご寄付をいただきました。誠にありがとうご
ざいました。

開催しました
８月２５日（土曜日）17：00～ 19：20
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　利用してくださる皆さんが、少しでも快適にお過ごしいただけるように工夫
をしています。今回はいくつかの部署で、工夫をした実例を紹介させていただ
きます。

私たちは患者さん・利用者さんのために
このような取り組みをしています

法人の部署から選任され
た委員長を含む 9 名のメ
ンバーが活動していま
す。月 1 回定期的に委員
会を開催し、下記の内容
を中心に検討・調整し、
法人内のサービス向上に
努めています。
１、理事長直通便で寄せ
られたご意見に対する
事案の回答調整、検討

２、法人内各事業所の患
者さん、利用者さんの
サービス向上につなが
るカイゼン案の検討と
実践

３、法人内各事業所の巡
視（環 境 整 備 状 況
チェック）とカイゼン
の依頼

委員会活動について

患者さん、利用者さんからの
率直なご意見をいただくこと
は、とても大切であり重要な
ことだと考えています。
玄関、各病棟に「理事長直通
便」という名称のご意見投函
箱を設置しています。お気付
の点がございましたら、是非
ご利用ください。

リハビリを行う方は、水分補給
を気軽に行っていただけるよう
なサービスをしています。

外来の待合は、車イスの方が
通行しやすく、手すりも使え
るようなレイアウトに変更し
ました。

洗面台に置く場所がなく、物を落とす
こともあり不便でしたので、台を手作
りしてみました。
患者さんからは大変好評です。

老人保健施設ひまわ
りの、ボランティア
ルームをより快適に
お過ごしいただける
ようなくつろぎス
ペースに模様替えを
しました。

リハビリルームは毎日多くの方が、機
能訓練にお見えになります。待ち時間
に視線が届く範囲は環境整備をするよ
うに心がけています。
サービス向上委員会では１ヶ月に 1 回、
院内を巡視しています。
リハビリのベッド下は巡視の際は、ダ
ンボールなどがむき出しになっていま
した。
不要物を廃棄撤収するように働きかけ、
環境整備ができました。
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3 「小林記念病院」だより
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インフルエンザは、高齢の方や身体の弱い方がかかると
重症となる場合もあり、おろそかにできない病気です。　
発病・重症化を防ぐために、流行前のインフルエンザワ
クチンの接種をおすすめします。

3. 接種方法
※外来診療の受付時間内（月～土曜日 9：00～ 11：30）に接種希望を受付
にお申し出いただければ、接種可能です。

※健康保険組合の補助制度を利用されて接種される方は、窓口が健康管理セ
ンター（0566-41-6548）となりますので、そちらへお問い合わせ願います。

2. 費　用
※2回目の料金は、当院で 1回目を接種された方が対象となります。
※碧南市在住の 65 歳以上の方は、市の補助により 1,000 円（税込）/ 回で接
種できます。健康手帳をご持参ください。他市在住の方については、お住
まいの市役所までお問い合わせください。

※健康保険組合などの補助制度を利用される方は、加入されている健康保険
組合にお問い合わせください。

※但し、ワクチンの在庫がなくなり次第、終了となりますので、お早めの接
種をおすすめいたします。

1. 期　間 平成 24 年 10 月 1 日～平成 24 年 12 月末まで

4. 当院よりお願い

窓口にある問診票を事前にお持ち帰りいただき、接種希望当日に体温を計測
の上、記入済みの問診票を持参いただくと、スムーズに受付を行うことがで
きます。

　平成 24 年 9 月 10 日～ 19 日まで、日本赤十字
豊田看護大学の学生さん 24 名が、地域看護学の
統合実習を行いました。5 部門 11 部署に分かれ
ての研修です。統合実習は、今年度初めてカリキュ
ラムに入った実習で、大学の先生も力を入れ実習
指導をされていました。法人内各部署の実習指導
者は、初めての受け入れに戸惑いながらも生き生
きと指導をしている様子がとても印象的でした。
　学生さんが来てくださることで、私たち自身が
看護を原点にふり返って考え、これからもっと強
化しなければならない看護を具体的に考える機会
となりました。心新たに、より良い看護の提供に
向けがんばって行きたいと思います。

１回目：3,000 円（税込）、2 回目：2,000 円（税込）

日本赤十字豊田看護大学　地域看護学領域
統合実習が愛生館で行われました。

厚生労働省は保健師助産師看護
師学校養成所指定規則等の一部
を改正し，看護基礎教育に「統
合分野」を設け，看護の統合と
実践を行う臨地実習 2 単位を
新たに加えました。
また、内容において、臨地実習
においては複数患者の受け持
ち・勤務帯の実習も含むとし，
平成 21 年 4 月からより臨床実
践に近い学習内容を強化するこ
とを各看護職養成機関に求めて
います。

医療施設・地域等の看護サービ
スの場で、保健医療福祉チーム
における実践に参加し、チーム
のあり方を理解する。さらに、
チーム医療の特徴を捉え、そこ
での長所や課題を見出し、問題
解決の方策を検討することがで
きます。

統合実習とは

統合実習の目的



4「健康管理センター」だより

お問い合わせ：
☎0566-41-6548

本 検 査 選 択 項 目基

　会社を退職して国民健康保険に切り替わると、今まで受診していた人
間ドックの補助が受けられなくなります。
では、退職後の健康診断はどうすれば良いのでしょうか？

＊骨密度
＊眼底検査
＊HｂA1c（血液検査）　　　　　
＊腫瘍マーカー（各種）　　　　　
＊脳ドック
＊がん検診
（胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん）
＊ABI 検査（動脈硬化の検査）　　　
＊頚動脈超音波検査

検査料金は項目によって異なりま
す。また選択項目以外にもオプショ
ン検査を多数ご用意しております。

＊身体計測
（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲、視力、聴力）
＊尿検査　＊血液検査　＊血圧測定
＊胸部レントゲン　　　＊心電図
＊腹部超音波検査　　　＊診察
＊腫瘍マーカー　
（男性：CEA、PSA　女性：SCC、CA153）

上記検査通常 14,700 円
　 ↓　50％引き

7,350 円

より良いセカンドライフを楽しんでいただくために、是非ご利用いただければと思います。
まずはお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

　今まで会社を通して毎年
受けて いた人間ドック、退
職後も受けたいけど、どう
すればいいんだろう。
 どのくらいの自己負担にな
るのかなぁ・・・

　そんな方のために、
60 ～ 64 歳の誕生月に受けて
いただけるバースデー健診を
ご用意しております。
基本検査に追加して、希望者の
方は選択項目から気になる検査
を選んでいただけます。
「あなただけの健康診断」を受け
ることが出来ます。

定
年
退
職
者
向
け
健
診
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5 「老人保健施設ひまわり」だより

頑張れ日本
弾けろ

仮装し音楽とパフォー
マンスしながら自然な
笑みを作り出してくだ
さいます。

ボランティアさんとデイケアスタッフと共に…

バルーンアートボラン
ティアさんが作る風船
が動物や花に変身！ス
タッフも大興奮♡

利用者さんひとり
ひとりが目移りし
ながら？好きなお
やつを時間をかけ
て選び…堪能♡

元気とパワーを
もらい、いつに
なく真剣な眼差
しで見つめてい
ました。

当施設では夏のイベント企画としスタッフ一同
とボランティアの皆様が協力し 8 月に夏祭りを開
催しています。
ご利用者さんに四季を感じて頂き、夏の風物詩

をスタッフと共に味わい、楽しむ！
　　　　　　　　　を目標にしております。

８月２３日（木曜日）

子供達の和太鼓に

魔法のような手業で

おやつバイキング

利用者さんが浴衣を着て
化粧をすると恥ずかしそ
うにされている姿がとて
も可愛いですよ。

浴衣着て化粧していざ出陣

夏祭りはやっぱり盆踊り

名物｢ちんどん行列｣

ひまわりひまわり
ひまわり夏祭り

ボランティアで参加して頂きました、グリンピースの会　バルーン部
様、竹祐会様、三州萬屋様、ひばり会様ご協力ありがとうございました。
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今回は、介護保険制度についてのQ＆Aです。

「在宅サービス」だより

介護保険制度について

介護に関する事でお困りな方はお気軽にお問い合わせください。

豆知識

Q.介護保険制度とは？・・・
A．国民が、介護保険料を支払い、そ
の保険料を財源として要介護者たちに
介護サービスを提供する制度です。身
体機能の衰えや認知症などにより、介
護を必要とする高齢者を社会全体で支
え、「予防」と「安心」で暮らしを支
える制度です。

Q.介護保険制度を利用するには
     どうすればいいの？・・・

A．介護保険を受給するためには、市
区町村の窓口で申請をし、介護保険の
認定審査を受ける必要があります。
結果は、自立、要支援１、要支援２、
要介護１～５の８つに分類されます。
自立以外の要支援１から要介護５まで
の７つに分類された方が、介護保険
サービスを受けられます。

Q.何歳から利用できるの？・・・
A. 65 歳以上の方が対象となります
が、40 歳から 64 歳の方でも「特定疾
病」で介護を必要としている方は対象
となります。

Q.利用料負担は？・・・・
A. 介護度により利用限度額が異なり
ます。利用限度額の 9 割は保険で負担
してもらえますが、残りの 1 割は利用
者負担となります。また、利用限度額
を超えて介護サービスを利用すると、
超えた分の料金は全て利用者が支払わ
なければなりません。ただし、1 割の
利用負担が一定額を超えたときは、そ
の超えた分が返還される制度もありま
す。（高額介護サービス費）

Q.どんなサービスが受けられるの？・・・
A. 訪問介護・訪問看護・訪問入浴・
訪問リハビリ・通所介護・通所リハビ
リ・短期入所生活介護・短期療養生活
介護・福祉用具の貸与、購入・住宅改
修等様々なサービスが受けられます。

※しんかわ介護サービスセンター（小林記念病院）

※しんかわ介護サービスセンター　
     ひまわり相談窓口（老人保健施設ひまわり）

0566-41-0007

0566-48-3455



5 「老人保健施設ひまわり」だより

頑張れ日本
弾けろ

仮装し音楽とパフォー
マンスしながら自然な
笑みを作り出してくだ
さいます。
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ながら？好きなお
やつを時間をかけ
て選び…堪能♡
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もらい、いつに
なく真剣な眼差
しで見つめてい
ました。
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　　　　　　　　　を目標にしております。

８月２３日（木曜日）

子供達の和太鼓に

魔法のような手業で

おやつバイキング
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夏祭りはやっぱり盆踊り

名物｢ちんどん行列｣

ひまわりひまわり
ひまわり夏祭り

ボランティアで参加して頂きました、グリンピースの会　バルーン部
様、竹祐会様、三州萬屋様、ひばり会様ご協力ありがとうございました。
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者負担となります。また、利用限度額
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特定疾病

介護保険で対象となる病
気（特定疾病）は下記の
16 項目です。

1. 関節リウマチ
2. がん
　（医師が医学的知見に
基づき回復の見込みが
ないと判断したものに
限る）
3.	多

たけいとう

系統萎
いしゅくしょう

縮症
4.	パーキンソン病関連疾患
5.	筋

きんいしゅく

萎縮性
せいそくさく

側索硬
こうかしょう

化症
6.	後

こうじゅう

縦靭
じんたいこっかしょう

帯骨化症
7.	骨折を伴う骨粗しょう症
8.	初老期における認知症
9.	脊

せきずい

髄小
しょうのう

脳変
へんせいしょう

性症
10. 脊

せきちゅうかん

柱間狭
きょうさくしょう

窄 症
11. 早
そうろうしょう

老症
　（ウエルナー症候群）
12. 糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿
病性網膜症
13. 脳

のうけっかん

血管疾
しっかん

患
14. 閉

へいそくせい

塞性動
どうみゃく

脈硬
こうかしょう

化症
15. 慢

まんせい

性閉
へいそくせい

塞性肺
はいしっかん

疾患
16. 両側の膝関節または、
股関節に著しい変形を
伴う変形性関節症



7 「養護老人ホーム」だより

碧南市養護老人ホームが新しくなりました。

碧南市養護老人ホームの沿革と、
　　　　　　　高齢者福祉拠点の今後の予定

平成 24年 10 月 1日、碧南市養護老人ホームは 32年間お世話になった平屋建の
建物から、鉄筋コンクリート 3 階建の建物に生まれ変わりました。新しい建物は、
碧南市が高齢者福祉拠点としての機能を整備する為、平成 20 年 9 月に公募した事
業の一環です。
旧養護老人ホームの跡地には、全国で入所待機者が 42.1 万人と言われる特別養護老人
ホームを建設致します。今後も高齢者福祉拠点としての機能を整備し、施設開放、地域
交流など地域に密着した施設づくりを目指していきますので、今後ともご支援のほどよ
ろしくお願いします。

昭和27年    4月　 生活保護法による施設として碧南市が事業開始
昭和55年    2月　 現在地に新ホーム竣工
平成22年    4月　 社会福祉法人　愛生館福祉会として、事業開始
平成24年10月　 新養護老人ホーム　運営開始
平成25年11月　 特別養護老人ホーム　運営開始（予定）

ご 案 内

お問い合わせ：
☎0566-41-0895
（担当：神谷）

平成 22 年 4 月より、碧
南市より運営移管され、
社会福祉法人愛生館福
祉会が経営・運営を行っ
ております。

▼パンフレットは、碧
南市養護老人ホームに
あります。お気軽にお
持ちください。

新しい養護老人ホームは、進展する高齢化に対応した
機能を有しました。

施設概要
目　　的：主に経済的な

理由によって
自宅での生活
が困難な高齢
者の自立者を
入所させ養護
する。

定　　員：50名
敷地面積：6,106.86 ㎡
構　　造：鉄筋コンク

リ ー ト 造 3
階建

建築面積：891.697 ㎡
延床面積：2,355.39 ㎡

ユニット型特別養護老人ホームに
準じ、少人数の家庭的な雰囲気、「自
分の生活空間」と同ユニット内の「少
人数の入居者が交流できる空間」で
す。

転倒時の骨折リスクを低減
するため、衝撃吸収性能に配慮
した床材を使用しています。従来の施設は 2 人部屋で

したが、新設する施設は全
室個室です。

ストーマ対応型多目的トイレを
設置しています。
※ストーマとは、腹部に人工的

な排泄のための孔です。



8「リハビリ」だより

お問い合わせ：
☎0566-41-0004
（リハビリ科）

転倒予防体操で
転びにくい体を作りましょう
今回は転びにくい体作りのために、転倒予防体操を紹介します。
下肢の筋力低下を防ぐために、転倒予防体操は無理のない範囲で毎日続けま
しょう。

足の上げ下げ

片足立ち

かかと・つま先上げ

１．いすに腰掛けて背筋を伸ばし、両
手を太ももの上に置く。

２．右足を 10cm 程上げ、4 秒間保った
らゆっくりと下ろす。

３．左足も同様に行い、繰り返す。
（1セット10～15回×1日2～4セット）

１．安定したものにつかまって立ち、
軽く足を開いて背筋を伸ばす。

２．片手は机の上に置き、反対の手
を腰に当てる。机側の足を前に
10cm 程上げ、30 秒間程保ったら
元に戻す。反対側も同様に行う。

　　（1セット 1回×1日 2セット）

１．いすに腰掛けて、軽く足を開いて背筋を伸ばす。
２．両足のかかとを上げてからゆっくりと下げる。次に両足のつま
先を上げてゆっくりと元に戻す。これを繰り返す。

　　（1セット 10 ～ 15 回×1日 2～ 4セット）

注 意 点!
・呼吸を止めないように
する。（息を止めて行う
ことで血圧が上がる可
能性があります）

・関節に著しい変形や強
い痛みがある人は無理
に行わない。

・いすは安定しているも
のを使用し、滑らない
平らな場所に置いて行
う。
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9 「栄　養」だより

1 秋刀魚は３枚におろし、骨をとる。
包丁で切り、さらに細かくたたく
（フードプロセッサーにかけてもよ
い）

2 つみれ用の長ネギをみじん切りに
する

3 ボールに、秋刀魚と長ネギ、調味
料A、溶き卵を入れ混ぜる

4 その他の具材を切る。[ 大根・人参
→いちょう切り、しいたけ→薄切
り、長ネギ→斜め切り ]

5 鍋にだし汁と酒、大根、人参、し
いたけを入れて煮る

6 沸騰してきたら、秋刀魚のつみれ
をスプーンで丸めながら落とし入
れる。アクを取りながら火を通す

7 つみれに火が通ったら、塩としょ
うゆで味を調える

8最後に長ネギを入れて出来上がり

栄養素（1人分）
エネルギー……194kcal
たんぱく質……11.8ｇ
塩分……………2.2ｇ豆知識

作り方

秋刀魚のつみれ汁

魚の中でも秋刀魚などの青魚に
は EPA や DHA が多く含まれ
ています。これらは悪玉のコレ
ステロールを減らす効果がある
ので動脈硬化の予防にもつなが
ります。

[ つみれ用 ]
さんま ………… ２尾
長ネギ ………… 1/2 本
おろししょうが 大さじ 1/2
酒 ……………… 大さじ１
塩 ……………… 小さじ 1/4
卵 ……………… 1/2 個

[ その他具材 ]
大根 …………… 1/8 本
人参 …………… 1/3 本
しいたけ ……… ２枚
長ネギ ………… 1/2 本

[ 汁 ]
だし汁 ………… 1リットル
酒 ……………… 大さじ１
塩 ……………… 小さじ 1/2
しょうゆ ……… 大さじ１

A



10部 署 紹 介

回復期
リハビリテーション病棟の役割
回復期リハビリテーショ
ン病棟は、大腿骨頚部骨折
ＯＰＥ後や脳梗塞・脳出血
等発症後の後遺症のある患
者さんに対して、生活の再
構築にむけてのリハビリを
集中的に行う病棟です。

昨年までは、入院患者さんに対して夏祭り参加の呼びかけは行なっていませんでした。
毎年、入院患者さんは窓の外から賑やかな様子を眺めるだけで、「楽しそうだな。行
きたいな。」と言った言葉を聴いていた私達スタッフが、今年はぜひ！一緒に参加し
て楽しみたい!患者さんの思いを叶えたい！！と思い、私達、介護職のレクリエーショ

ン担当がチームに呼びかけました。
チームの皆も、患者さんの喜ぶ顔が見たい！！と団結し実現しました。
病院という整った環境でのリハビリが主であり、地域で生活していくために
は、地域で生活する人と関わりながら、自信をつけて行くことも大切、地域
社会に出て行くリハーサルにもなると考え、病院を挙げて取り組みました。
多くの社会参加支援ボランティアの協力を頂き、患者さんの満面の笑顔を
見ることができました。

当院は、70床の回復期リハ病棟を有しており、医師・看護師・
介護士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・ソーシャルワー
カー等がチームで患者さんが住み慣れた地域で生活を再建出
来るように、患者さん一人一人の生活環境を把握し安心・安
全に生活できるよう支援しています。

また、障害を抱えても職場復帰ができるように、職場環境等を早期より
把握しそれに結びつくリハビリテーションを実施しております。
社会環境の変化や生活習慣の変化により、回復期リハ病棟の需要は高
まっております。
今後、当院ではさらに12月より50床の増床を予定しております。

夏祭りに参加しました！
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碧南市養護老人ホーム

ヘルパーステーション
デイサービス
はとぽっぽ保育所

小林記念病院

健康管理センター

しんかわ訪問看護
ステーション
しんかわ介護
サービスセンター

時間帯 診療科 診察室 月 火 水 木 金 土

午　前

内　科

10   小　林 ( 明 ) 一般 
漢方 秋　　田 循環器 ＜禁煙外来＞ 小　林 ( 明 ) 一般 

漢方 小　林 ( 明 ) 一般 
漢方 小　林 ( 明 ) 一般 

漢方

11 仲　　野 腎臓 今　　泉 総合 
呼吸器 肥 田 野 消化器 肥 田 野 消化器 今　　泉 総合 

呼吸器 大　　西 老年

12 高　　市 消化器 高　　市 消化器 宇　　治 神経 高　　市 消化器 名大循環器 総合 
循環器

外　科
25 安　　井 総合

外科

26 竹　　下 安　　井 総合
外科

整形外科
23 小　　林（武） ＜小林（武）＞ 鈴　　木
25 ＜住　　田＞ 住　　田 住　　田 住　　田 名大整形
26 猪　　飼 猪　　飼

眼　科 22 水　　谷 水　　谷 水　　谷 水　　谷 水　　谷

リハビリテーション科 35 安　　井 山　　田 猪　　飼 小　　杉 宇　　治 當　山　 　
牛　場（2）

午　後

内　科 12 ＜中村1・3・5＞
＜松木2・4＞ 糖尿

泌尿器科 12 ＜石川（清）＞

整形外科 16 ＜若　　尾＞
23 ＜整形専門医＞

〔外来診療〕
受付時間　8：30 ～ 11：30
診療時間　9：00 ～ 12：00	

〔休診日〕
●日曜日・祝日
●医師の都合により、変更になる場合
がありますのでご了承ください。

平成 24 年 9月 10
日～ 19 日まで、愛
生館コバヤシヘルス
ケアシステムで実習
を受けた学生たちの
修了式後の歓談の一
場面です。これから
現場へ羽ばたこうと
している学生たちの
生き生きとした表情
が印象的でした。

今回も皆さんの協
力を得て、なんとか
広報誌「ひまわり」
を皆さんのお手元に
お届けすることがで
きました。この「ひ
まわり」を通して、
愛生館コバヤシヘル
スケアシステムの取
り組みを少しでも多
くの皆さんにお伝え
できれば、幸いです。

編集後記表紙のご紹介お知らせ

外来診療科担当医一覧表

※＜　＞の医師の診療についてはお問い合わせください。
※（　）内の数字は、第（　）週を表します。

お問い合わせ：☎0566-41-0004（管理栄養士：岡村・土田）

第６回
小林記念病院健康ウォーキング
開催のご案内
日時：11月 17日（土）13時から

初めての方やお一人の方でも病院スタッフと一緒に楽しく
歩くことができます。みなさんのご参加お待ちしております。


