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愛生館 理念

全従業員の物心両面の幸福を求めると同時に
質の高い医療と手厚いサービスを通して
人々の人生をより豊かにします

医師紹介
中日新聞に掲載されました！

ひまわり村さくら祭り

食事が進まなくなったら
言語聴覚士におまかせ！！（その１）

碧南市健康診査のご案内7

8

9

10

自宅でできる転倒防止対策

おいしくて安全なお食事を
運動と食で骨を強くしよう
鮭と春キャベツの和風ミルク煮

愛生館って何？

新入職員紹介



これから よろしくおねがいします！

愛生館 だより 新たな25名の決意 !!

出身地：

血液型：
愛知県豊田市

B型

　理学療法士　

渡邊　拓人

出身地：

血液型：
愛知県半田市

O型

看護師

岡本　綾佳
患者さんとの関わりを大切
に、 寄り添った看護をして
いきたいです。

出身地：

血液型：
愛知県豊田市

A型

　理学療法士　

村上　俊哉
信頼される理学療法士に
なれるよう一生懸命がん
ばります。

一人でも多くの患者様に笑
顔になってもらえるように頑
張ります。

出身地：

血液型：
愛知県西尾市

B型

　介護福祉士　

足立　圭
人見知りで緊張しやすい
ですが、頑張っていきたい
です。

出身地：

血液型：
愛知県豊明市

A型

　理学療法士　

村橋　大貴
患者さんを第一に考え、
精一杯頑張っていきたい
と思います。

おか もと あや　か

く　　ぼ かず　き

むら　はし だい　き わた　なべ たく　と あ　だち けい

はま　もと ゆ　 り むら　かみ とし　や

お　ざき もえ

と　くら もも　か

なか　ね り　　さ

つ　 か　やま ゆ　　か

はま　の かざ　ね なか　はら さ　 き わた　なべ ま　 あ 　み い　 さ 　じ なつ　き

いし　かわ ゆ　　な うめ　はら もも　え しん　ど たか　こ

まつ　ざわ しょう　じ おん　な めい　か おお　しろ ひろ　と

く　がい まい　か おか　だ ま　 ちや　 せ 　お たかし

かわ　ぐち ほ　　の　　か

出身地：

血液型：
愛知県西尾市

A型

看護師　

尾﨑　萌
学ぶ姿勢と笑顔を忘れずに
一生懸命頑張っていきま
す。

出身地：

血液型：
愛知県西尾市

A型

理学療法士　

川口 帆乃果

出身地：

血液型：
愛知県西尾市

A型

理学療法士

久保　和紀
知らないことから逃げず
に調べたり、聞いて早め
に解決する。

出身地：

血液型：
愛知県半田市

A型

理学療法士　

濱本　侑里
笑顔でがんばって行きた
いです。 旅行が好きで
す。

出身地：

血液型：
沖縄県糸満市

A型

ケアワーカー

大城　博斗
気遣いのできる、利用者
に信頼される職員になれ
たらと思います。

愛生館のチームの一員と
して責任を持って仕事に
勤めていきます。

出身地：

血液型：
愛知県高浜市

A型

戸倉　百翔

出身地：

血液型：
愛知県安城市

O型

介護福祉士

八瀬尾　孝
笑顔を絶やすことなく利
用者の方に寄り添ったケ
アを行う。

まだまだ未熟な所も多いで
すが、 笑顔と真心をもって
働きます。

出身地：

血液型：
愛知県西尾市

AB型

作業療法士

中根　梨沙

出身地：

血液型：
沖縄県

B型

作業療法士

久貝　舞香

出身地：

血液型：
愛知県知立市

A型

作業療法士

岡田　真知
自分の全力を出して、 患者
さんの治療に励みます。

一日でも早く仕事に慣れ、
皆様のお役に立てるように
頑張ります。

一生懸命がんばります！

出身地：

血液型：
沖縄県

O型

ケアワーカー

恩納　明香

出身地：

血液型：
長野県

A型

作業療法士　

松澤　彰治
１日の業務に慣れ、一人
前の作業療法士になるた
め、がんばります。

ここで色々な事について学
んでいきたいです。

何事にも一生懸命頑張り
ますのでよろしくお願いし
ます。

出身地：

血液型：
愛知県知立市

AB型

看護助手

石川　結奈
仕事を早く覚えて、 迷惑
をかけず頑張っていきたい
です。

笑顔の素敵な優しい看護
助手を目指します！

出身地：

血液型：
愛知県蒲郡市

A型

看護助手

梅原　百英

出身地：

血液型：
愛知県西尾市

AB型

看護助手

新𡈽　貴子

出身地：

血液型：
愛知県碧南市

A型

看護助手

濱野　風音
温かい看護で患者様を支
えたいです。 よろしくお願
いします。

元気なあいさつ ・ 笑顔で
働きたいです。 よろしくお
願いします。

出身地：

血液型：
長野県

O型

ソーシャルワーカー

中原　早紀
笑顔を忘れずに全力で頑
張ります。 よろしくお願い
致します。

信頼される管理栄養士に
なれるように頑張ります。

出身地：

血液型：
愛知県西春日井群豊山町

B型

ソーシャルワーカー

渡邊 麻亜美

出身地：

血液型：
岐阜県

O型

管理栄養士

伊左次 夏央

出身地：

血液型：
沖縄県

A型

ケアワーカー

津嘉山 優香
与えられた仕事を一生懸
命行い、 笑顔と感謝の
心を忘れない。

介護福祉士

愛生館は、小林記念病院や老人保健施設、老人
ホーム、各種介護福祉施設を運営する法人グ
ループの総称で、ここではグループ全体のト
ピックスを掲載しています。

職種紹介

【介護福祉士】

【管理栄養士】

【作業療法士】

【理学療法士】

【ケアワーカー・看護助手】

【ソーシャルワーカー】

栄養に関する専門的知識を用い
て、病態に合わせた献立作成を
行います。また、調理にも携わ
り、安全に食事を提供できるよ
う衛生管理を行います。

専門的知識と技術をもって認知
症や寝たきりのお年寄り、障害
があるために日常生活を営むこ
とに支障がある人たちに対し、
身体的、精神的自立を助けるた
めに入浴、食事、排泄等の介助
を行います。国家資格です。

脳卒中や骨折などにより身体機
能の障害、日常生活上の問題に
対して、さまざまな作業、日常
生活動作の練習、家事活動（調
理・掃除）の練習などを通して
生活の再構築を目指します。ま
た、必要に応じて各部門と協力
し患者さん宅を訪問し、手すり
の設置や福祉用具の選定など住
宅環境調整をおこない円滑に在
宅生活が送れるようお手伝いを
します。国家資格です。

脳卒中や高齢者の慢性疾患、整
形疾患などの病気や傷害によっ
て生じる機能や生活動作におけ
るさまざまな問題に対し、日
常生活でおこなう基本的な動
作（寝返り、起き上がり、立ち
上がりなど）や「歩く」、「階段
を上る、降りる」などの動作の
訓練を患者さんの状態に合わせ
て、個別に実施します。国家資
格です。

認知症や寝たきりのお年寄り、
障害があるために日常生活を営
むことに支障がある人たちに対
し、身体的、精神的自立を助け
るために入浴、食事、排泄等の
介護を行います。

加齢、病気、ケガ、などによっ
て起こる様々な問題に対し、社
会福祉の立場から相談に応じ、
患者さん・ご家族が自ら問題を
解決できるように一緒に考え、
より良い解決方法を見つける援
助を行います。「同義語：社会
福祉士」
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●小林記念病院
●健康管理センター
●透析センター

安城市

碧南市

●老人保健施設ひまわり　（入所・デイケア）
●特別養護老人ホームひまわり
●碧南市養護老人ホーム
●小規模多機能ホームひまわり
●特別養護老人ホームひまわり・安城（仮称）
●小規模多機能ホームひまわり・福釜
●小林記念病院デイケアセンター
●しんかわヘルパーステーション
●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
●デイサービスひまわり
●ケアプランセンターひまわり
●ヘルパーステーションひまわり
●はとぽっぽ保育所

　地域の皆様は「小林記念病院」や「ひまわり」
を知られていますが、「愛生館」って言われる
とピンと来ない方も多いかと思います。愛生館
は、医療・介護・福祉事業などを行っているグ
ループ全体の総称で下記のような施設で事業展
開しています。

愛生館は
医療・介護・福祉の
総合的な事業展開を

しています！

医療

介護

ひまわり村

特別養護老人ホームひまわり

小規模多機能ホームひまわり

老人保健施設ひまわり

碧南市養護老人ホーム

小林記念病院

在宅介護センター

ひまわり村

小規模多機能ホーム
ひまわり・福釜

特別養護老人ホームひまわり・安城

急性期・回復期・療養期の患者さん
を広く受け入れる < ケアミックス
型の病院 > です。病気の治療など
の他に病気の予防を促進する各種健
康診断なども行える健康管理セン
ターを併設しています。

鷲塚地区にある介護施設（老
健・特養・養護・小規模多
機能ホーム）をまとめて『ひ
まわり村』と呼んでいます。
地域での生活を支えるため
に、施設間で連携して介護
サービスを提供しています。

居宅介護 ( ケアマネジャー )・訪問看
護ステーション・訪問リハビリ・ヘル
パーステーションが集まり、連携を取
りながら、住み慣れたご家庭で長く
暮らせるように支援しています。

利用者が可能な限り自立し
た日常生活を送ることがで
きるよう、利用者の選択に
応じて、「通い」を中心とし
て、短期間の「宿泊」を組
み合わせ、家庭的な環境と
地域住民との交流の下で、
日常生活上の支援を行って
います。

　安城市に新規開設予定の特別養
護老人ホームです。地域の皆さん
に必要とされ、愛される介護サー
ビスを目指します。「入居者の方が
安心して生活できる環境作り」「介
護職員の働きやすい職場づくり」
の両方を目指して、様々な最新設
備の導入にもチャレンジします。

平成30年 

開設予定！ 

春 （仮称）

地域包括ケアシステムを
考える

愛生館ってどんな会社か、みなさんご存知で
すか？ここでは愛生館が運営している施設を
マップでわかりやすくご紹介します。

☎（0566）41-6626愛生館本部総務課 午前９時～午後５時（土・日・祝日除く）お問い合わせ

愛生館 だより

愛生館って何？

委員会だよりコラム

愛生館コバヤシヘルスケアシステム 
第７回

学術大会 
開催します 

テーマ

開催日：６月２４日（土）
　　　　13時～17時30分

特別養護老人ホームひまわり
地域交流センター「響」 

研究発表、シンポジウム、
特別講演を予定しています。 

－過去・現在・2040年－
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骨粗鬆症
治療
・

地域連携の
取り組み

中日新聞に
掲載されました！

　平成 29年 2月 7日中日新聞で当院の骨粗症治療・地域
連携の取り組みが取り上げられました。
　当院の取り組みは平成 28年 10月骨粗鬆症学会でOLS
奨励賞を受賞しました。患者さんが骨粗鬆症治療が継続で
きるよう、かかりつけ医との連携をすすめています。ご協
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『ひまわり村を探索しよう！スタンプラリー』

お抹茶会　　　　　体力測定

お琴の演奏会　　　バルーンアート

　イベントでは昨年の良さを残しつつ、『ひまわり村
を探索しよう！スタンプラリー』をはじめ、琴演奏
を聴きながらのお抹茶会、前回お子様に好評だった
バルーンアート、ご自身の体力を知る体力測定など
盛りだくさんのイベントでした。初の試みとなるス
タンプラリーでは地域の皆様が笑顔でひまわり村内
を探索してくださる姿が印象的でした。
　出店ではみたらし団子、たこ焼き、豚汁、昨年大
好評ですぐに売り切れてしまった目玉商品のカツサ
ンドなどが並び、お祭りに華を添えてくれました。

カツサンド　　 みたらし団子

豚汁　　 たこ焼き　　 飲み物

　お祭りと連動し地域の方と考える“ら
しくいきる会”によるシンポジウムと石
飛幸三先生による『平穏死』を受け入れ
る～最期まで自分らしく～の勉強会は大
変感慨深い内容でありその人らしさが人
生において如何に大切なことかを改めて
考えられる良い機会となりました。

第２回

イベント

模擬店

　昨年に引き続き、第２回のさくら祭りを４月２日
（日）にひまわり村※で開催しました！
　地域の皆様に『感謝の気持ちを伝えたい』をコンセ
プトに据え、華やかな桜を背景に皆様との良い交流が
図れたお祭りとなりました。

　地域の仲間とともに、自分らしくあるために、希望を形にし、物語を創る。人々の物語を支えていくことを
大切にし、夢を語り合い、形にしたいとの思いで「らしく・いきる会」は結成されました。シンポジウムでは
1 人の女性の人生を振り返り、「朗読」という趣味を生きがいに再び輝きを取り戻す物語と、ご本人による朗
読の実演を通して「自分らしくいきる」ことの素晴らしさを強く感じられる内容となりました。

　「ひまわり村さくら祭り」当日、「ひまわり村認知症
カフェ」を開催しました。130名の方々が来訪され、“物
忘れテスト”“コグニサイズ”“手作りデコパージュ”
に参加頂き、美味しい飲み物も楽しんで頂きました。
　今後は、相談コーナーや介護実体験等を話せる場を
設け、気軽に認知症についての話し合いが行えるよう
な認知症カフェを開催していきたいと思います。毎月
第3日曜日の13時から15時まで開催しております。
皆さんのご来訪お待ちしております。

らしく・いきる会 シンポジウム

ひまわり村認知症カフェ開催

ひまわり村

特別養護老人ホームひまわり

小規模多機能ホームひまわり

老人保健施設ひまわり

碧南市養護老人ホーム

二年目のさくら祭り

様々なイベントや模擬店も

特別養護老人ホーム芦花ホーム

常勤医 石飛 幸三 氏

石飛幸三先生
講演会

　メディアでもご高名な「平穏死」の著者、石飛幸三先生をお
迎えして講演会を開催しました。「平穏死を受け入れる」～最
後まで自分らしく～をテーマに、老衰期の看取りのあり方につ
いて、石飛先生の想いや実体験をもとにユーモアたっぷりでお
話しいただき、　220 名が集まった満員の会場は笑顔と感動に
包まれました。

☎（0566）41-0865特別養護老人ホーム
ひまわり

お問い合わせ 担当：小林洋平☎（0566）41-0007老人保健施設
ひまわり

お問い合わせ 担当：牧野、坂田、竹ノ内、丹羽

ひまわり村だより ひまわり村とは・・・

せいじ

愛生館が碧南市鷲塚地区で展開している高齢者福祉拠点です。ひまわ
り村には「老人保健施設ひまわり」「特別養護老人ホームひまわり」「小
規模多機能ホームひまわり」「碧南市養護老人ホーム」があります。
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防止対策
自宅でできる

　高齢者が要介護状態になる原因の約１割が、転
倒であると言われています。視力、聴覚、触覚や
関節の可動範囲、バランス感覚、薬の副作用によ
るふらつきなどさまざまな要因が組み合わさっ
て、転倒しやすくなるといわれています。
　また、骨が弱くなりがちな高齢者は、転倒すれ
ば骨折する確率も高くなります。歩けないことが
きっかけで筋力低下となり、運動能力や気力の低
下を招き、寝たきりになってしまうことも…。

転倒が原因で寝たきりに
なってしまうことも

自宅で転倒しやすい場所

玄関

浴室

居間

玄関の上り框につまづき転倒

カーペットや物につまづき転倒

濡れた床で滑って転倒

□ 整理整頓を心掛ける

□ スリッパを履かない

□ 日頃のこまめな運動
            ・筋力向上

□ 転倒防止靴下を
             利用する

□ 自宅のバリアフリー化

転倒防止対策
転倒防止グッズを利用しながら、筋力トレーニングや
関節可動域トレーニングなどを含めた適度な運動、

転倒しない環境づくりが大切です。

となるまえに…

愛生館では、 訪問リハビリを実施してい

ます。 要支援・要介護認定を受けている

方で、 訪問リハビリを受けてみたいな…

と思われた方は、 担当のケアマネジャーに

ご相談ください。

☎（0566）41-5522しんかわ訪問看護
ステーション

各施設・事業所との連携で、ご利
用者とご家族の安心を支えている
在宅介護センターからの情報です。

お問い合わせ
午前９時～午後５時 
担当：小林、岩田

在宅介護センターだより

碧南市在住の方なら受けられます！

今年も特定健診・がん検診が始まります。
実施期間は平成 29年 6月～１１月です (予約制）
ご予約は健康管理センター窓口へ直接お越しください。 9月以降は、大変混み合います。

早目の予約・受診をおすすめします。

混み合うまえに！

10：00～17：00（木・日・祝は除く）

碧南市健康診査の ご案内

特定健診

がん検診

医師診察・身体測定・血液検査
尿検査・血圧測定・心電図・眼底検査

碧南市在住の方なら受けられます！
40歳以上の国民健康保険または後期高齢者連合加入者の方

無料

受診券（碧南市より届いた茶封筒）
当院の診察券（お持ちの方）、健康手帳（お持ちの方）

検査内容

対  象  者

料　　金

持  ち  物

対 象 者

70歳以上の方
生活保護世帯・市民税非課税世帯の方

費用免除

当院の診察券（お持ちの方）、健康手帳（お持ちの方） 持 ち 物

当センターでは
指定のがん検診を
すべて受ける事が
できます。

　健康診断の内容は、会社・加入健康保険組合などに
より異なります。また通常の健康診断には、がん検診
が含まれていない項目があります。碧南市健康診査の

がん検診では、通常料金より格安で受けることが
できますので、ぜひこの機会に受けてみませんか？　

病気を早期発見し、また生活習慣を

見直すきっかけとして、ご自身や家族が

いつまでも健康な生活を送れるように

毎年、健康診断・がん検診を

受けることをおススメします。

☎（0566）41-6548健康管理センターお問い合わせ
（月・火・水・金・土）
※日・木・祝日は除く
午前９時～午後５時  

健康管理センターだより
小林記念病院 各種健康診断、人間ドック

など病気の予防を目的とし
た施設である健康管理セン
ターの情報です。

項目 対象年齢 通常価格（税込） 碧南市健康診査での料金

胃 40歳以上 10,800 円 2,000 円

大腸 40歳以上 1,080 円 500 円

肺 40歳以上 1,620 円 300 円(喀痰＋400円）

前立腺 50歳以上 1,944 円 1,000 円

乳腺 40歳以上 4,320 円 1,400 円

子宮頸がん 20歳以上 3,240 円 1,000 円

8,800円お得！

1,320円お得！

2,920円お得！

580円お得！

944円お得！

2,240円お得！
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食事が進まなくなったら
言語聴覚士におまかせ！！

その１

　食事の際に、むせたり、飲み込みにくいことを感じることはありません
か？また、ご家族で食事に悩まれている方はいませんか？
　最近、飲み込みにくさの悩みについて相談を受ける事が増えてきていま
す。「飲み込む」機能が低下する原因としては、脳梗塞や脳出血、加齢など様々
あります。飲み込みは目に見えない部分なので、しっかりと検査をするこ
とが大切です。実際によくある事例を紹介します。

よ  く  あ  る  事  例

食事時間が長くなったわ…

お肉がずっと口に残る…

お茶でよく
　　　むせるのよね…

検査で分かること

食事は健康の源です！
　食事が進まないことによって栄養が不足し、日常生活に支
障をきたす事があります。食事のメニューを変えずに食事の
「形」を変える、食べやすい「姿勢」を見つける事で、口から
食べて栄養を補う事が出来ます。

この検査では食べ物の通り方や喉の様子を見ることができます。この検査を通して、
飲み込みにくさを改善できるように、より良い食事の形や、食べる時の姿勢、食べ方を提案しています。

嚥下造影検査では
食べ物の通り方が
分かります

嚥下内視鏡検査では
喉の様子が
観察できます

喉の奥って
こんな風に
なってるのね

その悩
み

解決し
ましょう

飲み込みにくさの改善方法を具体的に

紹介していきます。

まずは「飲み込みにくさ」を感じたら医師、

言語聴覚士までご相談ください。

次回は…

そうなんですね…
当院では医師・放射線科・栄
養管理科・リハビリの協力の
元、嚥下造影検査・嚥下内視
鏡検査という飲み込みの検査
を行なっています！

えん　げ

食べ物がどんな
ふうに通るかよく
分かるわね！

☎（0566）41-0004小林記念病院リハビリ部お問い合わせ 担当：外倉、石川　

かんたかんたかんたかんた

リハビリだより
愛生館で働くリハビリスタッフによるちょ
こっとためになるリハビリテーションの情
報をお届けしています。
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おいしくて
安全なお食事を。

運動と食で
骨を強くしよう！
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の大きさや種類を工夫して提供しています。
　飲み込みやすさを追及すると、料理の味や見た目
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飲み込みにくさを改善できるように、より良い食事の形や、食べる時の姿勢、食べ方を提案しています。

嚥下造影検査では
食べ物の通り方が
分かります

嚥下内視鏡検査では
喉の様子が
観察できます

喉の奥って
こんな風に
なってるのね

その悩
み
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ましょう
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紹介していきます。

まずは「飲み込みにくさ」を感じたら医師、

言語聴覚士までご相談ください。

次回は…
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当院では医師・放射線科・栄
養管理科・リハビリの協力の
元、嚥下造影検査・嚥下内視
鏡検査という飲み込みの検査
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●碧南市養護老人ホーム　
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老健ひまわり
多機能ひまわり

碧南市養護老人ホーム

はとぽっぽ保育所

小林記念病院
健康管理センター
透析センター

しんかわ訪問看護
ステーション

しんかわヘルパー
ステーション

しんかわ介護
サービスセンター

特養ひまわり

ひまわり・安城（仮称）
特別養護老人ホーム

多機能ひまわり・福釜

和
泉
Ｉ
Ｃ

6期生（日）（祝）コース　 6月～10月
7期生（火）（金）コース　10月～12月
8期生（日）（祝）コース　11月～  3月　通学22日間

問合せ先：特別養護老人ホームひまわり
初任者研修担当　曽我/深谷　TEL(0566)41-0886

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 山　本（惇） 循環器 加　　納 循環器 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
禁煙外来

11:00〜12:00

総合 
呼吸器 肥 田 野 消化器 肥 田 野 消化器 今　　泉 総合 

呼吸器

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

16 地域連携外科 老年

25 月　　山 糖尿病

外　科 25 渡　　邊 総合
外科

26 小　　田 総合外科

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

眼　科 22 吉　田（直） 吉　田（直） 吉　田（直） 吉　田（直） 吉　田（直）（2・4）

リハビリテーション科 35 宇　　治 山　本（楯） 久　　米 渡　　邊 小　　田 今　　泉

午　後

内科 12 ＜松　木＞ 糖尿病 月　　山 糖尿病 ＜中村/ 松木＞ 糖尿病

泌尿器科 12 ＜石　川（清）＞

外　科

26 （小田 / 渡邊） （小田 / 渡邊） （小田 / 渡邊） （小田 / 渡邊） （小田 / 渡邊）
超音波室 ＜小田＞（1・3） 乳腺

外来

＜久米/今泉/
　小田＞

褥瘡ケア
外来

整形外科

16 ＜若　　尾＞
23 ＜整形専門医＞

25 ＜骨粗鬆症外来＞
（予約のみ）

〔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。

　愛生館では、碧南・高浜の事業所の中で唯一
定期的に初任者研修（旧ヘルパー2級）講座を
開講しています。受講理由はみなさん様々です
が、経験豊かな講師による丁寧な指導で楽しく
介護について学べます。

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。

初任者研修開講のご案内

〈　　　　　〉


