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正常圧水頭症外来
らくらく糖尿病教室

アレルギー専門外来
喀痰吸引等研修

「おいらーく星の夢百聞」ラジオ放送開始！
NPO法人ニルスの会

地域食堂の活動紹介

小児・成人

リハビリ・医療・介護総合相談センター

特別養護老人ホーム ひかりの開設5周年
豊生会グループサロン紹介
企業主導型保育 こじか保育園卒園式

平成30年度入社式 〜豊生会に 新しい仲間 が 加わりました〜

2018年 ４月より

毎月第3土曜

正常圧

診療開始！

外来
こんな症状ありませんか？

正常圧水頭症
の三徴候

正常圧水頭症とは？

頭の中の脳脊髄液の流れや吸収
が悪くなることによって、脳室に
脳脊髄液が過剰に溜ることで生じ
る病気です。

認知症と言ってもその原因は様々です。ア
ルツハイマー型認知症・レビー小体型認知
症・脳血管性認知症等が有名ですが、これら
の認知症には当てはまらない認知症もあり、
それが「正常圧水頭症」による認知症です。
症状は三徴候として①歩行障害・②認知機
能障害・③尿失禁で、適切な診断・治療がな
されないまま放置されている患者さんが少な
からずおられます。正常圧水頭症外来で正し
い診断をし、治療をすることで、症状の改善
が見込める場合があります。
＊なお治療は手術になりますので、当院から
近隣の脳神経外科あるいはご希望の脳神経外
科のある病院をご紹介いたします。

気軽にやってみよう！

正常圧水頭症（iNPH）の
症状チェックリスト

最近物忘れが
ひどくなった？

歩行障害 足が上がらず、すり足で小刻みに歩く
少し足が開き気味な歩き方になる
つまづきやすくなったり、
不意に転んでしまうことがある
歩くときに、第1歩が出ない
認知症

トイレが我慢
できない…？

1日中ぼーっとしている、
趣味などをしなくなった

急に歩きにくく
なった…？

呼びかけに対して反応が悪くなった

上記の三徴侯とチェックリストに多くあて
はまる方は正常圧水頭症（NPH）の可能性
があります。お気軽にご相談ください。

ご相談等は
こちらまで！
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医療法人社団 豊生会

もの忘れ

表情が乏しくなった
尿失禁

尿意切迫（尿意を我慢できない）
で失禁してしまう

〒007-0803 札幌市東区東苗穂 3 条 1 丁目 2-18

東苗穂病院 TEL: 011-784-1121

2018年 ４月13日より

毎週金曜日 14時～診療開始！ 食物アレルギーとは？
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皮

膚

アレルギー症状

かゆみ、紅斑、じんましん、むくみ、湿疹

呼吸器

のどのかゆみ、鼻汁、くしゃみ、せき、
ぜいぜい、呼吸困難

消化器

口の中のかゆみ、唇のはれ、はきけ、嘔吐、
腹痛、下痢

神

元気ない、ぐったり、意識消失

経

循環器

主に食べ物の中のタンパク質に反応してア
レルギー症状が起きてしまいます。
特定の食べ物を食べて、
蕁麻疹が出たり、
口
の中がかゆくなったりした事はありませんか？

食物アレルギーの症状
食物アレルギーがある方は、原因食物を摂
取した後に、皮膚、消化器、呼吸器などにア
レルギー症状がおきてしまいます。即時型食
物アレルギーの症状は、15-30分で出てくるこ
とが多いです。
アレルギーの症状の強さは、各々の臓器別
に評価されます。症状が強いとき、アナフィ
ラキシーといいます。

頻脈、不整脈、血圧低下
Ad

食物アレルギーの対応

re
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n
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重要なことは、正しい診断に基づく必要最小限の原因食
物の除去、早期の除去解除にむけて食物経口負荷試験によ
る確認、アナフィラキシーを起こした時の対応です。アナフィラキシーの時にはアドレナリン自己注射
薬( エピペン ）が有効です。当院は、エピペン の処方にも対応しています。
R

R

口腔アレルギー症候群
果物や野菜のアレルギーに多く、原因食物を
摂取してすぐに、口の中の痒みや腫れ、痛み
などの症状を起こします。野菜や果物のアレ
ルゲンは花粉のアレ
ルゲンと構造が似て
います。そのため、
口腔アレルギー症候
群に花粉症が関連す
る場合が多いです。

食物依存性運動誘発
アナフィラキシー
普段は症状がなく食べられても、運動すると
アレルギー症状が出てしま
うタイプの食物アレルギー
です。アレルゲン食品とし
ては、小麦やエビカニなど
の甲殻類が多いです。アス
ピリンなどの消炎鎮痛剤の
内服は症状を増強させてし
まうので注意が必要です。

最近ではダニ、スギの鼻炎の治療も自宅で行うことが可能になりました。
お子様も、大人の方も、アレルギー全般についてご相談を承ります。お気軽にご相談下さい（＾＾）

ご相談等は
こちらまで！

医療法人社団 豊生会

〒007-0803 札幌市東区東苗穂 3 条 1 丁目 2-18

東苗穂病院 TEL: 011-784-1121（総合外来まで）
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豊生会グループの総合相談窓口として、様々な不安や悩みの相談にお応えします。
平成 年
２月に開設
いたしました！
30

営業日

月〜金

9：00〜17：00

例えば… こんなことに困っていませんか？ 在宅リハビリテーションセンター
●家族を介護しているが疲れてきた。どうしたら良い？
●離れて暮らしている親を呼びたいが高齢者住宅は？
●雪かき、買い物ができなくなってきて将来が不安
●今の家で療養したいがどのような方法があるの？
●一人の生活が不安で…
●転んで骨折をして…退院したいけど
●外出して家に戻れなくなったらしい…など

お気軽にご相談ください！

在宅におけるリハビリの相談窓口として
「在宅リハビリテーションセン
ター」が開設されました。理学
療法士、作業療法士、言
語聴覚士が幅広い
ニーズに合わせ
て対応しており
ます。

加齢や病気等で、食べたり飲み込んだりする事が難しくなる、
「摂食・嚥下障害」のサインに早めに気付くことが大切です。
食事、飲み込みに関する事など気になる事は何でもご相談下さい。医師・歯科医師・歯科衛生士・管
理栄養士・言語聴覚士が、連携しながら必要なサポートをさせて頂きます。

飲み込みサポートセンター

報告！ 『リハビリ・医療・介護総合相談センター』開所セレモニー
平成30年2月1日開設いたしました「リハビリ・医療・介護総合相
談センター」の開所セレモニーを2月24日（土）に開催致しました。
当日は天候にも恵まれ、30名近い地域の皆様に参加していただき
ました。東区第２包括支援センター村山センター長の挨拶に始ま
り、東苗穂病院星野豊院長から『健康寿命を延ばそう』と題した講
話をいただいた後、当センター職員より役割や機能について説明さ
せていただきました。参加いただいた地域の皆様からもご質問・ご
意見をいただき活気に満ちたひと時なりました。
豊生会グループの総合相談窓口として、在宅リハビリテーション
センター・飲み込みサポートセンターと共に、地域の皆様の様々な
不安やお悩みの相談に直接お応えさせていただく場として、また東
区を中心とした医療福祉機関からのリハビリに関するお問い合わせ
に対応する場として、来ていた方が安心していただける、また立ち
寄っていただける、そして紹介していただけるセンターとなるよう
関係職員力を合わせて運営してまいります。
今後とも皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

リハビリ・医療・介護総合相談センター
〒007-0803
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札幌市東区東苗穂 3 条 1 丁目 2-22

0120-800-482

15 分程度

早くてわかりやすい！
参加しやすい講座です！

受講者

募集！

らく
らく
平成30年度4月より、糖尿病教室の講師を当院副
院長の星野拓磨氏、実施日時を毎週水曜の11時から
15分間の参加しやすい時間帯で開催いたします。
月ごとにテーマを変えてお話します。
どなたでもお気軽にご参加ください。
東苗穂病院

講師

糖尿病専門医

副院長

星野 拓磨

場所 東苗穂病院 1 階多目的室

副院長

（札幌市東区東苗穂 3 条 1 丁目 2-18）

日時 毎週水曜日 11：00 〜

４月の
テーマ

糖尿病って ５月の 糖尿病のこわさ
どんな病気？ テーマ 3 大合併症

★試食もご用意しております！
★参加費無料 予約不要
★全 12 回、スタンプを集めましょう！

介護職員によるたんの吸引等
実施のための研修

喀痰吸引等研修

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第４条
に定める「喀痰吸引等研修」を開校します。第一号
二号研修（不特定多数の者対象）を実施します。平
成30年度は実地研修のみ受講希望の方のプログラム
も計画しました。
確実な高齢化と重度化する高
齢者ケアとして、吸引等を介護
職が実践する事業所も増えつつ
あります。今後求められる技術
をあなたも習得しませんか!?
第1回

基本研修

6/5

実地研修
のみ

5/8

第２回

平成 30 年

10/3
平成 30 年

火

第1回

第２回

平成 30 年

第３回

8/21 10/30
平成 30 年

火

水
平成 30 年

火

火

東苗穂病院糖尿病教室（ 担当：三島・安齊）

詳しくは、
｢介護老人保健施設ひまわり｣または、
｢特別養老人ホームひかりの｣のＨＰをご覧ください。
http://www.houseikai.or.jp/

特別養護老人ホーム ひかりの開設5周年

「おいらーく星の夢百聞」ラジオ放送開始︕

平成30年5月1日に開設5周年を迎えます。開設時
には、特別養護老人ホーム・ショートステイ・デ
イサービスの3つの事業を柱として運営をして参り
ましたが、現在は更なる多様なニーズに応える
為、特養・ショートステイに加え、小規模多機能
型居宅介護事業・グループホーム・企業主導型保
育の5つの事業を運営しております。
豊生会グループとして、ひかりのの役割と責任
を全うできるよう日々努力して参りますので、今
後とも何卒変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い
申し上げます。

平成30年1月6日(土)から1年間、HBCラジオで毎
週土曜日AM7:35〜7:45タイトル『おいらーく 星
の夢百聞』が放送されています。
おいらーくの月間広報誌『星の夢百聞』に掲載
されている利用者さん・入居者さんの自分史を職
員が聞き取り、松田郁美さん直筆の似顔絵付で掲
載される人気コーナー＜人間万事塞翁が馬＞。こ
のエピソードを読み上げ、その方の好きな曲や思
い出の歌をフルコーラスで放送する、とても懐か
しさを感じる番組となっています。
アナウンサー宮地さんの情緒ある語り声。一度
聞いたらやみつきになること請け合いです♪

TEL:011-784-1121

TEL:011-781-8800（担当：堀）
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豊生会グループサロン紹介
豊生会グループでは、現在東区内で6つのサロンを

展開しております。医療法人社団豊生会関連では、

「考流学舎（こうりゅがくしゃ）」、「サンシャイン

北栄サロン」、「茶処はな」、社会福祉法人豊生会で

通りゃんせ
お達者クラブ

サンシャイン北栄サロン

札

樽

道・
札

幌

は「お達者クラブ」、有限会社おいらーくでは「通り

社会福祉法人

新

道

医療法人社団 豊生会

ゃんせ（とおりゃんせ）」、NPO法人ニルスの会では

東苗穂病院

「ふらっとステーション伏古」を運営しております。

ふらっとステーション
伏古

どのサロンも個性あふれるメニューを企画、実施

考流学舎

茶処はな

し、地域の居場所となっておりますので、お近くの方

札幌市東区
マップ

はぜひ一度お立ち寄りください。

お問合せ

医療法人社団 豊生会

TEL: 011-784-1121

NPO法人ニルスの会

地域食堂の活動紹介

NPO法人ニルスの会では、昨年8月から毎月1回、月末の土曜日に東雁来で「地域食堂」を開催しており
ます。「食」にこだわり、日本の伝統歴史文化を大切にし、次の世代を育み、伝習する地域の拠点として
様々な活動をしております。
年度末となる３月は、進級進学祝いと、小さな子ども達の交通事故防止のため東警察署のご協力のもと
交通安全書道を実施しました。豊生会サロン
「考流学舎」の方々が作ったオリジナルのかわ
いい巾着袋を子どもたちにプレゼント。笑顔で
お礼を言っていました。
これからも、年齢、性別、国籍、関係なく、
どなたでも気軽に集まることができる温かい居
場所となるように創ってまいります。ぜひ一度
お越しください。
地域食堂住所：札幌市東区東雁来12条4丁目1-18

お問合せ

NPO 法人ニルスの会

札幌市東区伏古6条4丁目1-8

TEL: 011-789-8800

企業主導型保育 こじか保育園卒園式
夕張豊生会では企業主導型保育事業として、昨年12月よ
り「こじか保育園」の運営を始めました。里山保育を謳
い、「四季折々の自然に体と心で大いに触れ合い、豊かな
感性と丈夫な身体を作ろう」という保育目標を持って、園
児とともに毎日お散歩や雪遊びなどをして楽しく過ごして
います。
３月24日（土）には、こじか保育園初の卒園式が行われ
ました。卒園児発表では、今まで練習してきた縄跳び、跳
び箱、独楽回し、竹馬を披露し、大きな拍手と歓声があが
りました。
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居宅介護支援事業所・相談

さくら

豊生会

訪問看護ステーション
なごみ

豊生会
病院

医療

東苗穂病院

社会福祉法人

ひかりの

特別養護老人ホーム

NI L S

NP O 法人

ニルスの会

にじいろ歯科クリニック

・ニルスファーム
・地域食堂きらりの
・考流学舎
・お達者クラブ
・サンシャイン
・茶処はな

いがらし医院

丘珠明陽医院

おいらーく

夕張市立診療所

住まい

ふらっとステーション

サロン

生活支援
介護予防

東雁来すこやかこども
デイサービスセンター

元町ひまわり消化器内科・
腎透析クリニック

有限会社

平成30年2号／発行：平成30年4月

東苗穂訪問看護
ステーション

訪問
通所

介護老人保健施設

夕張

医療・介護

札幌市
病後児
保育事業

●ポエム保育園
●ドレミ保育園
●こじか保育園
●ひかりの保育園
●保育所ドリーム

企業主導型保育所

たんぽぽクリニック 東雁来すこやか内科・
小児科クリニック

医療法人社団

医療法人社団 豊生会 広報誌／第60号

豊生会グループ

苗穂通りクリニック

ケアステーション
なないろ

通 所 サービスＡ

生きがいサロン銭函

てんやわんや夢

共用型デイサービス

はつらつ元気教室

えくぼ元町

ひまわり

すぎの子の家

すぎの子家族

すぎの子

ひかりのの家

夢

グループホーム

すぎの子の郷

介護付有料老人ホーム

うらら伏古

CoCo東雁来弐番館

CoCo 東苗穂

CoCo元町

住宅型有料老人ホーム

せんり

CoCo元町弐番館

サービス付き高齢者向け住宅

CoCo 東雁来

シーフロント輝楽

サポートハウス

東苗穂ナーシング
ケアセンターひだまり

パープルロード元町

日本中で桜の声が聞かれる時期となりましたが、北海道ではまだ先のようです。春は、新入学、新入職の季節であり、今日も真新しいスーツに身を包んだ数人の方がバス停
に並んでいました。私の新入職はもう何十年も前の昔の事ですが、不思議なもので何となく覚えており、同期入職者は今でも気さくに話のできる何か特別な感じがします。
新入職の方々は、これからいろいろな人と出会い、たくさんの経験を重ねていくと思いますが、人とのつながりを大切にして頑張ってください。

なごみ

看護小規模多機能型居宅介護事業所

さくらケア

てんやわんや本町

つむぎの家

リ・ボン

リハビリ医療介護
総合相談センター

パワフルひまわり ケアプラン銭函

センター
ひまわり

フォルテシモ ライフプラン

ひまわり
ネットワーク

ゆかり

ヘルパー
ステーション虹

訪問介護事業所

サポートユアライフ

サンシャイン

デイサービスセンター

きらら伏古

ひまわり健康倶楽部 パワフルひまわり

生きがいサロン東雁来 てんやわんや

サテライトえくぼ東雁来

サテライトえくぼ ひかりの

小規模多機能型居宅介護事業所

えくぼ

えくぼ東雁来
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編集後記

