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医療法人 社団 光仁会
介護老人保健施設こぶしの里
こぶしの里クリニック
広報誌
こぶしの里は荒波を乗り越え、ひとまわり強くなって生まれ変わります。

～心を込めて ぬくもりある玄関へ大改造～

―

玄関とは、その建物の正面にある

1. 診察時間：月～金曜日は午前は9：00～13：00 午後は14：00～18：00
土曜日は午前9：00～13：00のみとなります。
2. 外来受付時間：午前8：30～12：30 午後13：30～17：30
3. 初診時には保険証、お薬手帳・紹介状等あれば、必ず持参して下さい。
4. 診察の順番は受付番号順となっていますが、救急時には前後する場合が
あります。
5. 再診で予約診察日に来院できない場合は、病院受付まで電話連絡を
お願い致します。

大切な場所です。
その大切な場所から大切な皆様を
新たな気持ちでお出迎えできるよう
この度、玄関を大改造しました。
デザイン設計者

●

こぶしの里理念

『光仁会は 地域の人々の
健康と幸せに貢献し、あわせて働く人達の
健康と幸せを追求します。』

●
編集後記
昨年の病棟閉鎖から、今年の一月には病院からクリニックへと体制が変わるなど
短期間で様々な出来事がありました。下を向く気持ちを堪え、職員一同がんばって
きました。職員の一人ひとりが、地域の皆様に貢献できるよう、微力ではあります
が、精一杯走っていきたいと思います。
広報誌も「転生」とし、新たな気持ちで情報を発信して行きますので、今後もご
指導を宜しくお願い致します。
こぶしの里 広報委員会 一同

光仁会

光仁会

こぶしの里基本方針

①身近なかかりつけ医療機関として
地域社会に貢献します。
②専門的な技能・知識を身につけるように
日々研鑽します。
③開かれた医療機関として、情報開示に
努めます。

④安全で確実な医療を実施します。

特集
■短時間通所リハビリ
テーション開催の
ご案内（Ｐ.2）
■こぶしの里訪問診療
開始のご案内（Ｐ.3）

こぶしの里認知症予防教室

お寺カフェ

ｉｎ

帝釈

お寺カフェ

ｉｎ

まちなか

今年度は相談室からも参加♪
介護が必要になっても
『自分らしい生活を守る』をシリーズ化し、
皆さんと一緒に勉強をしています。

絵手紙ギャラリー

渡邉久子様宅

≪お寺カフェ≫
認知症になっても、安心して暮らし続けるまちを目指し、認知症の人やその
ご家族、地域住民、専門職など、誰もが住み慣れた地域で気軽に集うことがで
きる場として、東城町の各地で『お寺カフェ』が開催されています。

居宅介護支援事業所からのお知らせ
絵手紙を通し、人との繋
がりを広げ多くの人を癒
し、励ましてくれる作品
を一筆に心を込めて描か
れています。
季節に合わせてこぶしの
里へも展示して下さり、
皆さんとても楽しみにさ
れています。

介護保険サービス（デイやヘルパーさんやレンタルなど）を
利用しておられる方へ
退院後スムーズな在宅生活が送れるよう、入院中から医療機関との連携を強化
していきます。
そのため、入院された時は担当ケアマネージャーの氏名等を入院先の医療機関
へ伝えていただきますようお願い致します。

こぶしの里

２階玄関

通所利用の児玉孝夫様が枯か
かった花を一生懸命育ててく
ださり、こんなに綺麗に咲き
ました。

老健施設リハビリ（歌の会）

作業風景

すべて職員が知恵を出し合って、コツコツと手作りしました。

小集団リハビリ（通所リハビリ）

こぶしの里ＤＩＹ
２階クリニック

現在、通所利用者様へのリハビリでは、ご本人の状
態に合わせ、様々な内容のものを提供しています。
今回はその中で、小集団リハビリを紹介します。
小集団リハビリでは、長期にわたり心身機能を維
持しておられる方で５～６人のグループを作り、個
別では難しい集団での体操や外出、小物作りなど行
っています。
集団で得られる、意欲向上や役割感、所属感や有
能感などの様々な要素を引き出し、心身の活性化が
図れるようグループごとの特性に合わせた内容を実
施しています。
そのため各グループで目標や内容が異なります。
利用者様各々が輝けるグループを目指しています

玄関に掲示板と意見箱を設置しています。
利用者様のお気づきの点や、ご意見・ご感想がございましたら
遠慮なくお聞かせ下さい。

畑の移設作業風景

診察室廊下奥に談話コーナーを設置しゆったり出来る空間
になっています。
診察室廊下奥に談話コーナーを設置し
ゆったりできる
食事も出来ます。
空間にしております。
ゆっくり、お過ごし下さい。

お食事もできます。
ゆっくり お過ごし下さい。

こぶしの里では、利用者様に農作
業を通して百姓時代を思い出して
もらったり、日常では発揮できな
い力を出してもらう場として畑を
東城駅裏に造っていました。今回
、事情により駅裏から施設裏へ畑
を移設することになり、職員一同
で夏野菜に間に合うように準備し
ているところです。

接遇研修
健口に食べられる、お口づくり！
いつまでも美味しく食べるためには、食べられるお口が大切。
そんなお口を保つ、体操等も含めたお話をします。
【講 師】管理栄養士
【人 数】何人でも
【申込先】こぶしの里栄養科

Ｌｅｔ’ｓ

4月24日（火） 26日（木）外部講師をお迎えして、基本的な職員マナー
を学ぶ研修会を開催いたしました。基本に立ち返り、忘れかけていた事を
思い出させていただき、大切な時間となりました。

薬膳料理体験昼食会

【時間】

４０分程度

腸活！！

腸は体内で最大の免疫器官と言われ、
免疫力の70％がここで作られると言
われています。この腸を元気にする
ちょっとしたポイントを紹介します。
【講 師】管理栄養士
【人 数】何人でも
【申込先】こぶしの里栄養科

【時間】

４０分程度

健康のバロメーター
高齢者に多い脱水症や尿路感染とおしっこのお話。
健康に過ごすためのヒントをお伝えします。
【講 師】管理栄養士
【人 数】何人でも
【申込先】こぶしの里栄養科
おいしかった～

【時間】

４０分程度

簡単クッキング
旬の食事を使って簡単にできる料理やおやつを
紹介します。

4月13日（金）に横山薬剤師による、薬膳体験昼食会を開催しました。
病院食とは違った料理で、皆さん興味深々です。体も心も元気になり参加者
全員大変満足しました。

【講 師】管理栄養士
【時間】 要相談
【人 数】何人でも
【備 考】食事代 ５００円程度
【申込先】こぶしの里栄養科
電話（０８４７７）２－５２５２

○地域包括ケア推進出前講座（こぶしの里）○

リーダー研修

庄原市内の医療機関や社会福祉法人などの医療や福祉のプロ(専門職)
が、小地域サロンやディホーム、老人クラブなどの地域の集まりに直
接出向きお話します。

認知症について
認知症の予防についての講座を行います。
予防のための運動の実施や、認知症の方への対応・介護について
お話します。
【講 師】作業療法士・理学療法士
【時間】要相談
【人 数】３０人まで
【申込先】こぶしの里 リハビリテーション科

地域包括ケア時代に必要なスキルとして複雑な課題
に対応できる総合的な人間関係構築力、思考力、実践
力を養い 院内・院外で連携し活躍できる人材育成を
図る。これを目的として原教育担当部長を講師とし、
11回のカリキュラムに取り組んでいます。

こぶしの里を引っ張っていくぞ～!!

こぶしの里に目標管理制度を導入して

腰痛・膝痛予防

平成27年10月に目標管理制度を導入して、早や、２年7ヶ月が経過しました。

腰痛予防・膝痛予防の体操、
筋力トレーニングを
してみましょう。

目標管理制度の目的
目的は２本の柱で成立っています。
① 組織の生産性を高める。
② 計画的・継続的･長期的に人材を育成する。

【講 師】理学療法士
【時間】６０～９０分
【人 数】２０人まで
【備 考】内容によってイス・マットが必要です。
【申込先】こぶしの里 リハビリテーション科

長寿社会を健やかに過ごすために
～ 健康長寿のための生活のポイント

組織は人なり
経営者にとっても職員にとっても、職場において最も大切なことは、職員自らの意思で主体的
に働くことができるようになることです。ですから、この制度は「人を活かす」という考え方を
根底にしているといっても過言ではありません。
そのためには、組織の理念達成とその過程における一人ひとりの職員の自己実現をサポートす
る仕組みが必要です。 それが、｢目標管理制度｣です。

～

日本は現在、世界一の高齢社会を迎えていると言われています。
人生100年時代を豊かに健康に過ごすためのポイントをお話します。
【講 師】看護師
【時 間】３０分程度
【人 数】何人でも
【申込先】こぶしの里クリニック 看護科

目標管理の流れ
こぶしの里理念に基づき、毎年度、経営方針設定⇒部署目標設定⇒個人目標設定（①部署目標
達成のための業務目標、②職員として自己実現に向けた成長目標）⇒中間評価⇒期末評価という
流れで行います。個人目標設定と評価の段階では、部署長が個人面接・或いはグループ面接で支
援します。部署目標の評価は、期末に部署長同士による面接法で行っています。この流れにより
、経営方針という大きな課題のもと、職員一人ひとりが経営計画に参加する形となります。
目標達成のための進捗管理
目標を設定しただけではことは進みません。そこで、毎月１回、部署目標の「進捗会議」を行
い、進捗の確認とディスカッションを行っています
こぶしの里に、今まで経験したことのない目標管理制度を導入しました。紆余曲折を経て今思
うことは、「目標」を設定しているからこそ、意図を持って様々な方法を練り直しながら主体的
に進めていくことができているように思います。石の上にも３年といいます。目標を設定するこ
とが当たり前になってきた感があります。その背景には、地域に貢献できるこぶしの里でありた
いという職員の思いがあることに間違いありません。
教育担当部長 原 ます子

こぶしの里 意見箱

特集２：こぶしの里訪問診療開始のご案内

こぶしの里は、ご利用者様のご意見をお聞かせいただきたいと１階の玄関・２階クリニッ
ク玄関・２階老健、デイケア玄関の３ヶ所にご意見箱を設置しております。
今年３月に利用者様からこぶしの里の利用についてご意見がありました。
投稿していただいたご意見や質問を紹介し回答させて頂きます。

｢訪問診療｣とは、通院が困難な患者様の
ご自宅へ医師が直接出向いて行き診療を行うことです。

疑問

詳しい内容をＱ＆Ａでご案内します。

こぶしの里支援である一部の人は別室で勉強されたり
春は桜 秋はもみじと 毎年同じ人が連れて行って
もらわれデーサービスに来ているのに その様な事は
差別にしか見られません 他で聞いたのは希望者の人を
連れて行かれると喜んでおられる人を見ますが
こぶしの里はどのようになっているのでしょう お聞きします
お願い致します。

Ｑ：「訪問診療」と「往診｣の違いは？
Ａ： どちらも医師が診療を行います。
「訪問診療」は○月○日○時にと約束して定期的に訪問をします。
「往診｣は急に状態が悪くなった場合に、求めに応じて診療に行くことを
言います。計画的に行くこと、突発的に行くことに違いがあります。

いつもこぶしの里をご利用いただきありがとうございます。
ご質問に対して回答いたします。
こぶしの里をご利用いただいている皆様は、一人一人ご利用の目的が違っています。
その方にあったサービス内容で通所リハビリテーションをご利用いただいています。
周りの方からご覧になるとえこひいきしたように思われるかも知れませんが、出来ること、
出来ないこと、その方の生活に必要なことなどはそれぞれ違っています。
小グループで過ごしていただいたり、外出をしていただいたりは参加されている方に取って
有益になるようにしています。
したがってご希望があれば、介護保険のサービスの範囲内で出来ることは行なっています。
ご希望や疑問などございましたら、是非、通所リハビリテーションの職員、または担当ケア
マネージャー等にお伝えいただければと思います。
今後、ご利用いただく際の説明を丁寧に行い不審に思われないよう配慮していきたいと思い
ます。
このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございました。
介護老人保健施設 こぶしの里 施設長

こぶしの里健康俳句

こぶしの里クリニック診察室前の壁に掲示しています。
どれも、優秀な作品です。
ご覧いただき、ぜひ皆様も参加してみて下さい。
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Ｑ：どのような人が訪問診療を利用できますか？
Ａ： 年齢、性別、病状を問わずに診療させていただきます。
・自宅での療養を希望される方
・通院が困難な方（寝たきり状態の方）
・自宅での療養管理が必要な方（退院後や緩和ケアなど）
Ｑ：どのようなことをしてもらえるのですか？
Ａ： 全身状態の診察、薬の処方、点滴、酸素などの管理、床ずれの処置や認
知症の方へのケアなどを行います。
Ｑ：夜間・休日・救急時はどうすればいいのですか？
Ａ： 訪問日以外に状態が悪くなった場合は、あらかじめ連絡先をご案内しま
すので、お電話内容により医師が判断して対応させていただきます。
まずは、お電話にて様子をお知らせ下さい。

Ｑ：訪問診療を頼みたいときや、わからない事の質問などは、どうすればいい
ですか？
Ａ： まずは、窓口・お電話でお問い合わせ下さい。

こぶしの里クリニック

電話 08477-2-5255

特集１：短時間通所リハビリテーション開催のご案内

新入職員紹介
氏
名：横山 康生
所属部署：通所リハビリ
自己紹介：４月16日から勤務しています。出身地は東城町です・主に通所者及
び透析を受けられる方の送迎を担当しています
宜しくお願いいたします。

「短時間通所リハビリテーションとは、１時間以上２時間未満の
時間でサービスを提供する介護保険のリハビリサービスです。
５月より始めました。」

《

サービス概要

氏
名：横山 さやか
所属部署：医事課
自己紹介：この春より医事課に勤務しています、横山です。まだまだ医療の知
識も浅く、みなさまのお顔も覚えられていない未熟者ですが、一日でも早く安心
して頼っていただけるよう頑張りますので、宜しくお願いいたします。受付にい
ますので、気軽にお声かけください。

》

対象者：要介護認定を受けられている要介護１～５の方
氏
名：黒野坪 慎
所属部署：リハビリテーション科
自己紹介：今年新卒で入社しました黒野坪です。

提供日：火曜日・金曜日

好きなサッカーチームは「サンフレ」 野球は「カープ」です。
出身は庄原 中学は庄原中 高校は格致高校
誕生日 １１月26日
これまで大学で勉強してきた事を生かしつつ、これからも新しい事を学びながら
仕事を頑張っていこうと思います。宜しくお願いいたします。

提供時間：午後２時～午後６時までとなっています。
長時間は体力的に難しい、もっとリハビリしたいと言う方に適した短時間でリハビ
リに特化したサービスです。送迎もあります。

氏
名：福本 雄也
所属部署：老健１階
自己紹介：この４月よりお世話になることになりました福本雄也と申します。
よく下の名前を「雅也(マサヤ)」と間違われますが「雄也(ユウヤ)」ですので
覚えてやって下さい。余談ですが梶川病院であった入社式の時も「雅也」とな
っていましたが、訂正する勇気がなく１日そのままで通しました。
小心者かつ融通のきかないところもあり、皆様にはご迷惑をおかけすると思い
ますが、御指導御鞭撻よろしくお願いします。

個別にリハビリをする他に、必要
な自主訓練の指導や自宅での生活
をスムーズに行えるように日常動
作の練習や指導も行っています。

４月２５日をもちまして浅井医師がこ
ぶしの里を退職されました。
優しい口調と丁寧な診察で、「話をよく
聞いて下さる優しい先生じゃなあ」とお
っしゃる患者さまがたくさんいらっしゃ
いました。
約1年間という短い間でしたが、大変お
世話になり、ありがとうございました。
先生の益々のご活躍を祈念致しますとと
もに心よりお礼を申し上げます。

■「利用してみたい」と思ったらまずはこぶしの里クリニックへ相談を
利用に際しては、「利用するサービスによっては重複して利用できない」など制
約もあるため、まずは担当のケアマネジャーにご相談下さい。

短時間通所リハビリテーションに関するお問い合わせは

こぶしの里クリニック

電話08477-2-5255

こぶしの里に、ご寄付を頂きました。厚くお礼申し上げます。
福祉・医療の充実に充てさせていただきます。
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