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今号
の
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ケアプランセンターさつき通り　より

介護のことで何かお困りごとはありませんか？

Q. 退院後の在宅生活が不安で・・・

主人は糖尿病の治療はしていましたが、食事も食べたり食べなかったり、あまり気に
せずに生活していました。数日前、ひどい汗をかき体調不良を訴えたので、救急車を
呼んで病院に行きました。血糖コントロールが必要と言われて入院。その後、血糖が
安定したので退院できることになりました。これから先、病気のことを考えると夫婦
だけでは不安…

A. →　訪問看護を利用できます。

訪問リハビリテーション

「健康づくり」をモットーとする５人の療法士がご自宅に訪問し、心身機能の維持・

向上や、日常生活がスムーズに出来るように必要なリハビリテーションを行っており

ます。また、ご家族様への介助指導や生活環境改善の提案も行っております。皆様の

生活がより快適に過ごせるよう、真心こめた支援をさせて頂いております。

訪問看護

当院の訪問看護は、当院医師からの指示を直接受け訪問しております。そのため、

療養時のご相談があるときや体調変化時にも、迅速に医師と連携し、スムーズに対

応しております。また、当院には入院設備がありますので、体調不良時にご自宅で

の療養が困難となった場合には、入院療養へも切り替えることができます。

ご利用者様からは、看護師が訪問することで安心して在宅生活が送れる、訪問を楽

しみにしているとのお声を聞かせていただくこともあり、これからも地域の皆様に

頼りにしてもらえるように寄り添った看護を提供していきたいと考えております。

「サービスを受けたいけどどこに言えばいいの・・・？」医療法人 医敬会 安藤外科・整形外科医
院では医院併設の特性を活かし、各専門分野において、ご利用者様・ご家族様のご要望に応じた
適切な介護サービスを追求し、在宅生活をトータルでサポートいたします。

母には食道静脈瘤の持病があります。無理はできないのですが、トイレには一人で行
くことができます。食事とトイレ以外はほとんど横になっています。今の体力や歩行
能力を維持して欲しいので、リハビリがいいと思うのですが。
屋外に出ることは面倒、人との交流は苦手なので通うことが難しいのですが…

Q. 家で生活を続けるためのリハビリをやりたいんだけど。

A. →　訪問リハビリを利用できます。



介護保険で利用できるサービス

こんな時に利用できます。

訪問介護

訪問介護員（ホームヘルパー）がご利用者様の居宅に訪問して、入浴・排せつ、

食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除、買い物代行等の生活援助を行っております。

医師や看護師、療法士との連携を図りながら、ご利用者様が安楽に生活でき、笑

顔が増えるように真心のこもった介護を心掛けております。

洗濯物を干す際に、庭でつまずいて転んでしまった。救急車で病院に行きました。
胸椎圧迫骨折で、先生に入院せずに自宅での保存的治療をしましょうと言われました。
1人暮らしのため、今の状態では食事の準備や掃除、洗濯もできない。
自分の身の回りのことができるようになりたい。
でも、どうしていいかわからない…

Q. 骨折して、自宅で治療をすることになった。
　 一人暮らしなのでこれからどうしよう・・・？

A. →　訪問介護を利用できます。

A. →　通所リハビリを利用できます。

利用目的や体力に応じた対応ができるように 1日利用、半日利用（3

～ 4時間）、短時間利用（1時間 30分）といった 3パターンの利用時

間を設定しております。ご利用者様のニーズに合わせた利用時間を選

択して頂き、昼食やおやつ、入浴、それにさまざまなレクリエーショ

ンをまじえ、楽しく快適な生活の中で、心身機能の維持・向上を図っ

てまいります。また、医師とリハビリ専門の療法士が選定した痛みを

和らげる最新の電気治療機器や、筋力低下を予防するための各種運動

機器も導入しております。

通所リハビリテーション



介護や支援のサービスの相談役　ケアマネジャー

　ケアマネジャーは、介護や支援を必要とする人のサポートをする仕事です。具体的には、ご利用者様や

そのご家族様が、安心して生活を送れるように、心身の状況や生活環境を踏まえ、どのようなサービスが

必要なのかを把握してご利用者様・ご家族様の意向に合わせケアプランをたて、ご利用者様が適切なサー

ビスを受けられるように事業者や自治体に連絡や調整を行う重要な役割を担っております。

ケアプランとは

　ケアプランとは、ご利用者様の状況や要望にもとづいて「これからどのような生活を送りたいか」など

の目標を設定し、その目標にむけて利用するサービスの種類や頻度を決めた利用計画書のことです。

　要介護認定を受けて、介護保険サービスを利用する際にはケアプランの作成が必要です。なお、ケアプ

ランはご利用者様の状況に合わせて随時見直しができます。

ケアプラン作成の詳しい流れ

最適なケアプラン
作成のために
ケアマネに

伝えてほしいこと

＊ご本人の希望、ご家族の思い
＊日常生活での困りごと
＊医師からの指示やアドバイス

※ケアプランの作成にはご利用者様負担はありません。

※介護認定で非該当になった方でも利用できるサービスがあります。

モニタリングサービスの開始担当者会議ケアプラン作成アセスメント

抱えている問題
点や解決すべき
課題を分析しま
す。

ご利用者様の希
望や心身の状態
をよく考慮して
適切なケアプラ
ン原案を作成し
ます。

ご利用者様・ご
家族様・関係者
でケアプラン原
案を検討しま
す。

ご利用者様の同
意が得られれ
ば、各事業所
との契約をし、
サービスを開始
します。

定期的にケアマ
ネジャーが訪問
し、サービスに
不都合がないか
確認します。

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

介護を必要とする人の相談窓口

ケアマネジャーの役割は？

色々と使ってみたい介護サービスですが、
サービスを開始するまでを簡単にご説明します。



ケアプランセンターさつき通り

住み慣れた地域で、その方らしい暮らしができるように－。

介護が必要な状態になってもご自宅での生活を続けていくことが出来るよう、
様々なご相談に応じながら、ご利用者様の思いに寄り添い「自分らしく毎日を
暮らしていく」ことを実現できるケアプランを目指しています。
お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

（直通） TEL 0725-22-7014  FAX 0725-22-7015

現在、3名のケアマネジャーが忠岡町、岸和田市、泉大津市、和泉市にお住まいの皆様の
ケアプランの作成や介護相談を行っています。

　安藤外科・整形外科医院のグループ内では、医療サービスと介護の各サービスが

情報共有され、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士などの多職種

連携により、皆様の在宅生活をトータルでサポートしております。

管理者　上甲　美保子
主任ケアマネジャー

チーフ　野田　千春
主任ケアマネジャー

北村　磨祐弥
ケアマネジャー

◎ケアマネ歴：14年目　　◎医敬会へ入職して：5年
皆様との出会いの中で様々なことを学ばせて頂きました。
「医療と介護の懸け橋に」をモットーに、ご利用者様に寄り添いその方が
これからの人生をどのように過ごしていきたいかを傾聴し、地域で安心
して生活が送れるように一緒に考えていきたいと思っております。

◎ケアマネ歴：14年目　　◎医敬会へ入職して：3年
ご利用者様が今まで築かれてきた人生のお話をお聴きし、勉強になるこ
とばかりです。これからも、皆様が笑顔で住み慣れたご自宅や地域で暮
らせるようにお手伝いさせて頂きます。
些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

◎ケアマネ歴：5年目　　◎医敬会へ入職して：2年
映画鑑賞やお友達とのお喋りが大好きです。
毎日、子供 4人と猫 2匹と賑やかに過ごしています。ご利用者様のお困
りごとなどを伺い、望む生活に繋げていけるように、元気よく笑顔でサ
ポートさせていただきます。よろしくお願いいたします。



　　マスク熱中症に注意！
健康コラム

新型コロナウイルス感染防止の３つの基本として、①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや
「3密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が政府から発表されました。
このような「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下の通りです。

参考図：環境省　熱中症予防情報サイト　夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2020

　最近の私の活動についてお話させていただきます。

地域の皆様に対して当院で診察を行なう医療活動から少し軸足を移し、

様々な地域の医療活動に取り組んでおります。

　・行政との活動

　　　学校保険や社会福祉、保健所と連携した活動など、

　　　安全・安心な地域医療体制の支援

　・医師会・保険医協会での活動

　　　同業者への指導や、看護師の教育など

　・産業医としての活動

　　　商工会などと連携し、労働者の相談、安全管理や環境改善

　特に行政との活動においては、住民の皆様の切実な要望などを直接伺い、

皆様のご意見を行政に反映できるよう取り組んでおります。

活動の軸足が移ったことで地域の皆様のお顔を拝見する機会は減りましたが、

視野を広げて大きな目で地域の医療活動に取り組んでおります。

安藤理事長より

１．暑さを避けましょう
２．適宜マスクをはずしましょう（人と十分な距離 2メートル以上を確保しておく）
３．こまめに水分補給をしましょう
４．日頃から健康管理をしましょう
５．暑さに備えた体作りをしましょう

特に気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意です。マスクを着用している時は、負荷のかかる作業
や運動を避け、屋外で人と十分な距離 (2 メートル以上 ) を確保できる場合にはマスクをはずすなどをし
て熱中症には十分に注意しましょう。



スタッフ
紹介

①「暑い！！」
②「謎男」
理由…私生活が見えない。
何を考えているかわからな
いと言われるから。

金谷　美和
医療事務部

テーマ：①「夏といえば！！？」
　　　　②「自分にキャッチフレーズをつけるとしたら」と「そのキャッチフレーズの理由」

Hot な 8人をご紹介！！

松山　楓
医療事務部

大杉　明子
看護部病棟
看護補助

大西　麻衣

佐々木　愛里
医療事務部

長滝谷　真由美

増田　征貴
リハビリテーション部
理学療法士

川崎　真由
通所リハビリテーション
介護福祉士

リハビリテーション部
リハビリアシスタント

看護部病棟
看護補助

①「花火」
②「アニマル好き」
理由…子供の頃から
動物が好きだから。

①「ビール」
②「Sleep  well」
理由…寝ることが
大好きだから。

①「夏フェス」
②「風邪に嫌われる人間」
理由…風邪をひくことがなく、
前勤務先でも欠勤したことが
ありません。体力にはとても
自信があります。

①「祭り！！！」
②「パンおばけ」
理由…パンに目がないく
らい大好きです。

①「夏フェス！！」
②「音楽バカ」
理由…常に音楽を聴いて
います。特にジャンルは
無いです。

①「バーべキュー！！！」
②「成長を止めない、雪だるま」
理由…良い悪いなど様々な
経験を糧に、自分自身を
どんどん大きく成長させ
たい。

①「ホラー」
②「人見知りな犬」
理由…しっぽをふってま
すが、なつくとよく笑う。すが、なつくとよく笑う。

「成長を止めない、雪だるま」

何を考えているかわからな

理由…風邪をひくことがなく、
前勤務先でも欠勤したことが
ありません。体力にはとても

増田　征貴理学療法士 大西　麻衣リハビリアシスタント

川崎　真由介護福祉士 長滝谷　真由美看護補助

大杉　明子看護補助 金谷　美和

佐々木　愛里 松山　楓



http://ando-geka.jp/

医療法人 医敬会　基本理念
地域医療を通じ

信頼される医療と介護の懸け橋となり
社会への貢献に努めます。

編集・発行：医療法人医敬会 安藤外科 ・ 整形外科医院 広報委員会
〒 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東 1 丁目 39 番 29 号 
TEL 0725-22-5515（代表）

■電車でお越しの方　南海本線　忠岡駅東側出口　徒歩 5分
　　　　　　　　　　南海本線　なんば駅より 20分
■お車でお越しの方　忠岡町役場 (シビックセンター )南隣
　　　　　　　　　　敷地内駐車場有り (23台・無料 )
■バスでお越しの方　シビックセンター前下車　徒歩 1分

診療担当医のお知らせ

2020 年 8月 (13日・14日・15日 ) の
お盆期間中の診療については、

通常通り診療しております。
（休診日：土曜日午後・日曜日・祝日）

お 盆 期 間 中 の について診 療
健康診断 ・健康相談について

一般健診・特定健診・企業健診・
各種健康相談 などの
ご予約を承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。


