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医療法人社団為王会（いおう会）グループ広報誌

2019年　4月

　為王会では研修委員会が新入職員研修を行っ
ています。
　今回は、法人内の各事業所について、座学で知
識の習得をし、グループワークにも取り組みました。

新しく20人の仲間が加わりました。
どうぞよろしくお願いします。
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2019年の為王会ニューフェイスの紹介2019年の為王会ニューフェイスの紹介
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要介護認定を受けるには？特集特集
生活する上で何か困る事が出てきたら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。生活する上で何か困る事が出てきたら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。

サービス利用の流れ

❶相談する 市役所の高齢対策課や地域包括支援センターで相談の目的を伝えます。

地域包括支援センターすえひろ（TEL0287-47-7005）

❷要介護認定の申請
申請に必要なもの

申請の窓口はお住まいの市町役所の窓口です。
申請は本人のほか、家族が行う事もできます。

市町役所の窓口で交付されます。

４０～６４歳の方は健康保険証が必要です。

申 請 書
介護保険証

❸要介護認定（調査～判定）
申請をすると、訪問調査（お住まいの市町の担当者が自宅など
に訪問し、心身の状態の聞き取り)が行われます。その後、主治
医の意見書なども参考に公平な審査・判定が行われます。

④認定（申請からおおむね３０日）④認定（申請からおおむね３０日）
介護や支援が必要な度合いによって「要介護度」（要支援１・

２または要介護１～５）が決まり、認定結果通知と介護保険

の保険証が届きます。要介護度によって利用できるサービス

が異なります。

非該当となっても介護予防事業が利用できます。

※為王会では・・・

「からだ塾」がありますのでお問い合わせください。

ＴＥＬ０２８７－４０－３０２２

非該当非該当

介護サービスを利用するには、ケアマネジャーが作成したケアプランが必要になります。

ケアプランとは？
本人・家族・ケアマネジャーなどが相談し合って作成する「どんな」介護サービスを「どれくらい」利用

するかを決めた計画書のことです。

ケアマネジャーはどこにいるの？
矢板市内にいくつもの事業所があり、そこに在籍しています。為王会にも経験豊富なケアマネジャー

が複数在籍し、日々支援業務を行っています。介護についてのご相談の際は、下記までお気軽にご連

絡ください。

「矢板市在宅介護支援センターアゼリア」TEL０２８７－４４－２１０８

為王会（尾形クリニック）が行っている介護サービスは・・・➡

❺介護サービスを利用する
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日常生活の手助けをしてもらう日常生活の手助けをしてもらう
訪問介護（ホームヘルプサービス）

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援
助を受けます。

矢板市在宅介護支援センターアゼリア

（TEL０２８７－４４－２１０８）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
１・２
要支援
１・２

看護師などに訪問してもらう看護師などに訪問してもらう
訪問看護

看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当や点滴の管理
をしてもらいます。
具体的な処置の内容は、身体状況や介護度、主治医の指示
内容で変わります。

訪問看護ステーションやいた
（TEL０２８７－４３－２２３０）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
１・２
要支援
１・２

自宅でリハビリをする自宅でリハビリをする
訪問リハビリテーション

リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

尾形クリニック訪問リハビリ
（TEL０２８７－４０－３０２２）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
１・２
要支援
１・２

施設に通って食事や入浴などのサービスを受ける施設に通って食事や入浴などのサービスを受ける

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓
練が日帰りで受けられます。

デイサービス元気倶楽部
（TEL０２８７－４0－０００７）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
１・２
要支援
１・２

施設に通ってリハビリをする施設に通ってリハビリをする

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練を受けられます。

介護老人保健施設アゼリアホーム
（TEL０２８７－４４－３０３３）
通所リハビリテーション生活（いきいき）館
（TEL０２８７－４７－５５７０）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
１・２
要支援
１・２

福祉用具を借りる福祉用具を借りる

特殊寝台（介護用ベッド）、車イス、歩行器、手すりなど必要に応じてレンタルする事が出来ます。

介護度によってはレンタル出来ない福祉用具もあります。

エポック（TEL０２８７－４４－２０５３）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
１・２
要支援
１・２

❶自宅を訪問してもらう

❷施設に通う

通所介護（デイサービス） 通所リハビリテーション（デイケア）

介護やリハビリが中心の施設介護やリハビリが中心の施設
介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方
が対象の施設。

介護老人保健施設アゼリアホーム
　　　　　　　　（TEL０２８７－４４－３０３３）
介護老人保健施設かさね
　　　　　　　　（TEL０２８７－４４－２０１１）

要介護
１～５
要介護
１～５

認知症の方向けのサービス認知症の方向けのサービス
認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場（住居）
で、食事・入浴などの介護や支援を受けられます。

グループホームあかり
（TEL０２８７－４４－２１１５）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
　２
要支援
　２

介護保険が一部または全てにおいて対象にならないタイプの施設介護保険が一部または全てにおいて対象にならないタイプの施設
有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅）

介護サービスについては、外部の介護保険サービス事業所と提携して提供します。

ケアコートかさね
（TEL０２８７－４４－１７７７）

要介護
１～５
要介護
１～５

要支援
１・２
要支援
１・２

❸施設に入居する

介護保険の認定を
受けていなくても
入居できます。

❹環境を整える

福祉用具貸与

要支援１の方は
利用できません。
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尾形クリニック 矢板市末広町45‐3
☎0287‐43‐2230

仕事研究事例発表会とは、為王会の各事業所(部門)が、普段の仕事を研究事
例として取り上げ、発表する会のことです。
「共に学び、共に成長しよう！」をスローガンとしています。
第13回になる今回は5つの部門で発表がありました。

為王会では、6月18日にアゼリアホームで
　　　　　　　仕事研究事例発表会を行いました。

この発表会を取り仕切る研修委員会が
発表内容・発表の仕方・スライドの完成度を評価・協議し合います。
そして、最も優秀な発表に理事長賞が贈られます。
今回はアゼリアホームの通所リハビリテーションに理事長賞が贈られました。

理事長賞　概要　
アゼリアホームの通所リハビリを利用している方の※ADLやQOLを向上させることを
目的に、多職種でリハビリに取り組みました。利用者様やご家族様の悩み・要望を聞き
出し、それを看護師・介護士のみではなく管理栄養士や理学療法士、薬剤師など多職
種で情報共有しました。それによって、多くの要望に沿ったリハビリを実施することが
でき、意欲の向上に繋げることができました。　  ※ADL=日常生活動作　QOL=生活の質

理事長賞

尾形クリニック 透析センター
臨床工学技士　高橋　史弥

再穿刺減少を目指して
～超音波診断装置導入と穿刺業務の変化～

訪問看護ステーションやいた
看護師　笹沼　純子

腹膜透析対象者を支援して
～笑顔がある在宅生活を目指して～

アゼリアホーム
通所リハビリテーション
介護士　伊藤　和子

通所リハビリにおける多職種連携について

ケアセンター矢板
矢板市在宅介護支援センターアゼリア

ヘルパー　高塩　奈津子

福祉有償運送車両の必要性について

ケアプラザ矢板
介護老人保健施設かさね
理学療法士　薗部　麦

在宅生活を送る方の趣味活動獲得について



キラキラ利用者さん

アゼリアホーム 矢板市末広町45‐3
☎0287‐44‐3033
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  　アゼリアホームに入所して３ヶ月が
たとうとしています。足・腰の痛みはあ
るものの「出来る事は自分でやる」と
施設生活を送っています。９４歳という
御高齢でも目や耳に不自由を感じず、
他の利用者様と共に歌を唄ったり、余
暇時間で「まちがいさがし」を行ったり
と１日１日を有意義に楽しく過ごされ
ています。長生きの秘訣を伺うと「良

く食べ、良く寝る」「おしゃべりをする」ことだそうです。「おしゃべりを
すると、誰とでも友達になれるんだ」と笑顔で話され、利用者や職
員に元気を分け与えてくださいます。

5/12　軽トラ市　こちらは歌手の八棟竜生さん↑5/12　軽トラ市　こちらは歌手の八棟竜生さん↑

髙山　キミさん 
大正１４年１月３０日生まれ　９４歳

たかやま　   きみ

定予事行 ９月 運動会　１０月 アゼリア祭り　 １１月 文化祭・遠足

5/24　すみれ幼稚園の触れ合い5/24　すみれ幼稚園の触れ合い

6/6
なかがわ水遊園へ遠足

6/6
なかがわ水遊園へ遠足

7/8
豊田小学校

合唱とよさこいソーラン

7/8
豊田小学校

合唱とよさこいソーラン

まちなか散歩は楽しいですね！！

 

まちなか散歩は楽しいですね！！

 



小堀　キヌイさん 
大正１５年６月１０日生まれ　９3歳

キラキラ利用者さんキラキラ利用者さん

-6-

5/8
長峰公園、満開のつつじの前で

5/8
長峰公園、満開のつつじの前で

6/14
健康運動指導士の
先生と一緒に

6/14
健康運動指導士の
先生と一緒に

6/7
シャボン玉で遊んだよ

6/7
シャボン玉で遊んだよ

5/15
だいや川公園へ遠足

5/15
だいや川公園へ遠足

6/11
道の駅きつれがわへ外出

6/11
道の駅きつれがわへ外出

こぼり　　　　きぬい

デイサービス 元気倶楽部グループホーム あかり

5/２2
 喜連川ポピー畑

5/２2
 喜連川ポピー畑

6/27・28
烏が森公園の紫陽花観賞

6/27・28
烏が森公園の紫陽花観賞

6/29
ヴァイオリンの演奏会

6/29
ヴァイオリンの演奏会

小野﨑　イツさん 
昭和９年３月３０日生まれ　８５歳

おのざき　　　　いつ

6/19
大正琴の演奏会

6/19
大正琴の演奏会

      　「笑顔」という言葉がとても似合
う小堀様。いつもにこやかに会話を
されています。
　矢板市成田生まれ。６人兄弟の２
番目で、結婚されてからは農業のお
手伝いなどをされ、以前は家庭菜園
や近所へお茶飲みなどに行く事が
楽しみだったそうです。

　元気倶楽部では、体操など元気よく行われ、いつも職員
を気にかけてくださります。とてもユーモアがあり、場を明
るく・穏やかな気持ちにさせてくれる「笑い顔」が素敵な小
堀様です。

 　矢板市佐久山生まれ。下伊佐
野で糀店を営む商家に嫁ぎ、商
売をしながら娘達を育て上げら
れました。商売を娘に任せてから
は、孫の面倒をみてこられたそう
です。
　平成３０年７月に「あかり」に入
居されています。日課の体操に意

欲的に参加され、午後は大好きなぬり絵に楽しそうに取り
組まれています。また、お花も大好きで、廊下や各部屋に
飾ってある四季折々の花を立ち止まってニコニコ眺めて
いるお姿がほほえましい小野崎様です。

定予事行
おやつ作り
おやつバイキング
元気喫茶が
毎月あります

9月
10月
11月

ケアセンター祭り、敬老会
遠足
文化祭、焼きさんま

定予事行

ケアセンター矢板 矢板市扇町2‐8‐34
☎0287‐44‐2108

9月
10月
11月

ケアセンター祭り・敬老会・外出レク

遠足
文化祭・運動会・リンゴ狩り



ケアプラザ矢板 矢板市中2011‐4
☎0287‐44‐2011
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定予事行

5/22　琴の演奏会5/22　琴の演奏会

9月  敬老会・ぴっころ保育園来所　10月 運動会　11月 遠足・りんご狩り

キラキラ利用者さん

飯塚　晟さん 
昭和4年5月10日生まれ　90歳

いいつか　あきら

　飯塚様は毎日、元気良く
リハビリに取り組まれてい
ます。
 2月までは庭木の手入れを
したり、自宅で不自由なく暮
らしていましたが、背骨を骨
折して入院しました。退院後

は老健かさねに入所し、自宅復帰を目指して頑張ってい
ます。リハビリに前向きに取り組まれた結果、今は杖で歩
けるようになり、入所から1ヶ月半で自宅に帰ることも決
まりました。
　自宅に帰ったら「出かけたり、庭仕事を再開したい」と
話す飯塚様は、パワー溢れるキラキラ利用者さんです！

6/19　コースター作り6/19　コースター作り

6/29　
フラダンスのボランティア

6/29　
フラダンスのボランティア

6/28 7/24　リンクハートの訪問販売6/28 7/24　リンクハートの訪問販売

6/2　野点6/2　野点 6/14 カラオケ6/14 カラオケ

7/25　水耕植物作り7/25　水耕植物作り7/18
歌声コンサートへ外出

7/18
歌声コンサートへ外出

7/12　かまよしへ外食7/12　かまよしへ外食

生き活き農園



　「しびれ（痺れ）について」

　暦の上では夏が過ぎ秋となりましたが、
まだまだ残暑が厳しい毎日です。油断せ
ず、水分補給、睡眠、バランスの良い食事
など、普段以上に気を配り体調を崩さな
いようにしましょう。

♦広報委員♦
薄井貴夫

軽部未起

小林将弥

橋本奈美子

　Ｎｏ．10

　近年、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病に罹る
方が増え続ける一方で、医療の進歩により平均寿命が
90歳に迫っています。私たち管理栄養士は患者様が
健康で長生きするため、それと病気の重症化を防ぐた
めに、食生活や生活習慣をお聞きし、改善に向けて患
者様自身が続けられることを一緒に探しています。
　また、活動量が減ることによって食が細くなってい
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•珈琲を楽しむ会
・医療講話
・ロコモ体操　
・コグニサイズ等
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矢板市末広町11-6
              介護ショップエポック内 

オープン

☎0287-44-2053
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る方には、体を動かす楽しさや食べる事の楽しさを改
めて知ってもらうために、多職種共同で企画・提案し
ています。
　「食べることは生きる
こと」という言葉がある
ように、しっかり食べて
元気な毎日を送れる支
援をしていきます。

編集後記

現場のお仕事紹介  ＮＯ．9 私たち「為王会グループ」では、日々、様々な専門職のスタッフが働いています。
どんな人たちがどんな仕事をしているのか自己紹介します。

私たち「為王会グループ」では、日々、様々な専門職のスタッフが働いています。
どんな人たちがどんな仕事をしているのか自己紹介します。シリーズ

為王会 会長（医師）　尾形　直三郎
おがた　　  なおさぶろう

【８．９．１０月の行事予定】

毎週 水・木・金曜日
9：00～12：00(年末年始・祝日除く)

　今回は、日頃患者さんが訴える様々な「しびれ」
について考えてみます。これは患者さんが感じる異
常感覚で、一般的には痛みの軽いものと考えられま
すが、精神的なものと捉えられ放置されている場合
もあります。
　神経障害（ニューロパチー）が原因になるものと
機能的なものがあります。いずれにしても患者さん
にとっては極めて不愉快です。中には生命に関わる
重大な病気の一症状である場合もあります。
　これらを診察する上で「問診」を大切にしています。
具体的には、座った後のビリビリ、虫が這うようなム
ズムズ、砂利石の上を歩いているような感じ、触っ
ていても感覚がはっきりしない、夜中や明け方にか
けてしびれる、どの場所から始まってどのように進
展したかなどを詳しく聞きます。これでどこの神経
が障害されているかが分かります。
　神経が障害されるしびれには、末梢神経障害や
脊髄・大脳などの感覚神経障害、運動神経が障害
されるパーキンソン病、自律神経障害（交感神経と
副交感神経とがあり、自分の意志では制御できない)
などがあります。
　神経が障害されないしびれには、末梢循環障害
(動脈硬化性血管閉塞症など)、甲状腺機能低下、糖
尿病、鉄欠乏性貧血、ビタミンＢ欠乏症、電解質異常
、過換気、皮膚疾患、脱水、心因性などがあります。

　次は上肢のしびれと下肢のしびれについてです。
上肢のしびれ→手関節部の神経が圧迫されて痛み
やしびれを訴えます。これらの症状は毎日夜明けか
ら朝方にみられます（手根管症候群）。過換気症候
群では、不安になると過呼吸になり、ＣＯ²の血中濃
度が低下して血管が収縮します。そのため血流低
下と神経過敏が起こりしびれを生じます。
　下肢(脚・足)のしびれ→腰椎椎間板ヘルニアや
腰部脊柱管狭窄等による脊髄神経障害で、腰痛や
下肢の痛み、間欠性跛行(しばらく歩くと足に痛み
やしびれが生じ、少し休むと歩けるようになる)を
伴います。
　頸椎後縦靱帯骨化症(頸部痛、頸や肩のこり、手足
のしびれ、運動障害が代表的症状)でもみられます。
糖尿病の約半数は何らかの末梢神経障害を発症し、
ジンジン、ビリビリ、針を刺すような痛みなどの多彩
な症状を訴えます。パーキンソン病は、運動障害を
きたす神経変性疾患で、しびれは上肢より下肢に
多いです。レストレスレッグス症候群は、下肢静止不
能症候群(むずむず脚症候群)と言われ、脚のむず
むず・そわそわ感、虫が這うような感じなどの感覚
異常が現れ、じっとして居られません。
　このように、「しびれ」は多様な病態で出現し
ます。症状をもう一度整理して医療機関を受診
してください。

管理栄養士管理栄養士 増子 恵子増子 恵子
ますこ　  けいこ


