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職員撮影：北竜町のひまわり

東雁来すこやか内科小児科クリニックの地鎮祭

アレルギー専門外来の待合スペース完成！!
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第3回目サロン〜体力測定〜

開設20周年

東雁来すこやか内科小児科クリニックの地鎮祭
東雁来すこやか内科小児科クリニックの地鎮祭が、6月6 日、晴天のもと執り行われました。同クリニッ
クでは、患者様の増加に伴い待合室や駐車場の確保が課題となっていたことから、このたび近隣地域に移
転することとなりました。移転後のクリニックは、内科・小児科のほか整形外科も開設し、地域の様々な
医療ニーズに応えていきたいと思っています。また、すこやかこどもデイサービスセンターも同一敷地内
に移転します。
こどもさんにとって、楽しく、優しいクリニックを目指します。６月に工事着工し、11月より開院する
予定です。
北海道コンサドーレ
ほっともっと
東雁来10条店●

移転先

札幌東雁来グラウンド●

●ココ東雁来
弐番館

雁穂

めぐ

東雁来すこやか
内科小児科クリニック

み通

現在位置

ザ・ビッグ
東雁来店●

ツルハドラッグ
東雁来店●
セリア東雁来店●
DCMホーマック
東雁来店●

アレルギー専門外来の待合スペース完成︕!
今年4月から、毎週金曜日午後に「アレルギー専門外来(小児・成人)」の診療を開始しました。原則予約制
で小児の食物アレルギー症状をメインに、新館1階の第5診察室で診療と治療を行っています。
小児患者さんの待ち時間を楽し
く安全に過ごしていただくため、
写真の通り「キッズスペース」を
新たに設置いたしました。新館女
子トイレには、オムツ替え台も新
設しましたので、受診の方に限ら
ず、お見舞いにいらしたご家族の
方も、お気軽にご利用ご活用頂け
れば幸いです。

アレルギー外来豆知識 〜ブリックテスト〜

原因と疑われる食物の成分を皮膚につ
けて専用の針で軽く刺激し、その後の皮
膚の反応をみる検査です。この検査の良
いところは、15-20分で即日判定ができ
るところ、食品の状態（例：生タラコ、
加熱タラコ、煎りクルミ、生クルミな
ど）によっても検査が出来る事です。こ
の検査で皮膚の反応が強く出た食物は、
原因である可能性が高く、食物アレル
ギー診断の助けになります。

医療法人社団 豊生会
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アレルゲンエキスを
皮膚にたらし、15分
後の状態を見て、陽
性か判断します。陽
性の場合赤く腫れる
反応がでます。

〒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

東雁来すこやか内科・小児科クリニック

夏

豊生会グループの
新入職の医師をご紹介します。

初めまして、今春より東雁来すこやか内科・小児
科クリニックで勤務させて頂いております、
長嶋俊介と申します。出身は神奈川ですが、地域
におけるプライマリ・ケアを目指し、北海道へ
来て早や10年が経ちました。今冬に新築移設さ
れるクリニックでも、地域にお住いの皆様の
お役に立てますよう、皆と力を合わせていきたい
内科・整形外科 と思います。その中で皆様にご協力賜わること
ながしま
しゅんすけ
も多いかと存じますが、何卒よろしくお願い
致します。
先生

長嶋 俊介

元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック

内科・消化器内科（内視鏡）
ししど

たかゆき

宍戸 隆之 先生

平成30年４月より元町ひまわり
消化器内科・腎透析クリニック
で勤務しています。
以前は病院勤務をしながら、消
化器外科、維持透析、生活習慣
病を含めた外来診療に関わってきました。これから
は違った環境、アプローチで患者さんに寄り添った
総合な診療をできる医師を目指していきたいと思
います。微力ながら当法人にまた地域医療に貢献し
ていきたいと思います。よろしくお願い致します。

第28回

元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック

内科・総合診療医
くわばら

たけひこ

桑原 武彦 先生
元町ひまわりクリニック消

化器内科・腎透析クリニッ

クに４月から勤務していま
す。

訪問診療をしております。自分の医療知識内

で、患者さん、ご家族、施設スタッフの希望

に寄り添っていければいいなと考えておりま
す。今後共よろしくお願い申し上げます。

全国介護老人保健施設大会～愛媛～

奨励賞受賞

この度、昨年の７月に「第28回 全国介護老人保健施設大会 愛媛」にて「短
時間はじめました」を発表させて頂きました。老健にて１日コースと半日コース
を実施している施設は少ないのではないか、と思い取り組みをまとめました。
初めは、利用者数が伸び悩んだ時期もありましたが、現在は定員となる曜日も
多くなり好評を頂いております。
愛媛での思い出を少し、紹介させて頂こうと思います。空港へ到着すると噂の
「蛇口からみかんジュース」がありました。また、親睦会では、松山発祥の地で
ある「野球拳」のイベントがありました。愛媛
出身のひまわりスタッフＹ氏が参加したところ
なんと優勝！本場物の野球拳に会場は大盛り上
がりでした。
今回、発表を通し上司の後ろ盾や周囲の協力
を得て、この賞をいただくことができました。
改めて支えられながら仕事をさせて頂けている
環境に感謝します。
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豊生会グループ

2018年

８
2

第31回

木

18：00〜20：00
開会

18:00

会場

東苗穂病院夏祭り

東苗穂病院と老健間駐車場および、ひまわり１階フロア

（札幌市東区東苗穂３条１丁目 2−18）

昨年の様子

18:10 〜 バルーンアートショー

「風船の魔法使いエリサのスペシャルショー！
！」

18:55 〜 子ども盆踊り
19:25〜
20:00

YOSAKOI ソーラン演舞
「屯田舞遊神」
閉会
手作り雑貨販売・子ども向け縁日も開催！

メニュー

現金販売

とさせて頂きます。※18：10 からの販売となります。食券の販売は致しません。

（各 100 円） 焼きそば・からあげ・手作りたい焼き・豚串・かき氷・ソフトクリーム・ジュース・ゼリー・
ビール（200 円）
・特製ホットドッグ・冷やしうどん・夕張メロン 等
※数量限定

お問合せ

東苗穂病院 TEL: 011-784-1121

第５回

東雁来サマーフェスティバル

第13回

おいらーくサマーフェスティバル

日時

7 月 28 日（土）11：30〜14：30

日時

8 月19 日（日）11：00〜14：00

特別養護老人ホームひかりの駐車場

会場 [ 札幌市東区北 25 条東 20 丁目 ]

11:30 開会
12:00 ひかりの保育園

11:00 開会

園児の出し物

パトカーにのって記念写真をとろう！

11:20 アカペラステージ

12:30 東警察署からのお知らせ

12:00 大道芸披露

12:45 ゆきだるまん他 着ぐるみショー
13:00 札幌市立札苗北中学校吹奏楽部演奏

12:30 ゲーム

13:45
14:00
14:15
14:30

よさこい演舞 ~ 北昴 ( きたすばる )~
「絆会」による三味線演奏
子供・大人盆踊り
閉会

手作り雑貨・新鮮野菜果物販売、フリーマーケッ
トも開催！カレーや豚串、
ビール等の出店メニュー
も数多くご用意しております。

お問合せ
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元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック駐車場

会場 [ 札幌市東区東雁来 12 条 4 丁目 1-15]

特別養護老人ホームひかりの

011-790-1400

12:50 子ども盆踊り
13:30 抽選会
14:00 閉会
屋台メニュー

ヨーヨー釣りや
輪投げもあるよ！

カルビ・焼き鳥・焼きそば・たこ焼き・から揚げ・
揚げ餅・ホットドック・りんご飴・ラム串・
わたあめ・アイス・ジュース・生ビール 等

お問合せ

有限会社 おいらーく

011-780-6500

住宅型有料老人ホーム
CoCo東雁来弐番館7周年イベント
7月7日、おいらーく住宅型有料老人ホームCoCo
東雁来弐番館の7周年お祭りイベントが行われまし
た。あいにくの大雨の直後、天気がどうなるか心配
でしたが、当日は何とか曇天。ホームと併設の小規
模多機能型居宅介護事業所えくぼ東雁来の利用者
様とご家族様で会場は満席！焼き鳥、フランクフル
ト、フライドポテト、枝豆、綿あめ、生ビール、考
流学舎からはメロンとたい焼き、あんみつ、みたら
し団子…とたくさんの食べ物に囲まれ、利用者様も
笑顔で召し上がる姿が印象的でした。
後半には抽選会も行われ、当選した方も景品を
もらってまた笑顔。帰りも「楽しかったー」とお
話しされていました。これからも10周年、20周年
とイベントを行ってまいりますので、ぜひ遊びに
いらしてください！！

ひかりのHPリニューアルのお知らせ
社会福祉法人を設立し7年目を迎えます。法人設
立 に 合 わ せ 開 設 し た ホ ー ム ペ ー ジ を 、今 年 度 リ
ニューアルいたしました。活動紹介を始め、『見え
る化』を意識して、ひかりのの特徴をご紹介してお
ります。「ショートステイの空き情報」や「ブロ
グ」も今まで通りアップしておりますので、是非一
度ご確認下さい。パンフレットや特養の入居申込み
書もダウンロード可能ですので、必要の際はご利用
下さい。

https://www.hikarino.or.jp/

NPO法人ニルスの会 大人の修学旅行報告
NPO法人ニルスの会では、5月6日（日）〜7日（月）に昨年に引き続き２回目の「大人の修学旅行」を
開催いたしました。会員皆様の相互親睦と体験視察を兼ねて実施しております。
今回は、道南松前町の桜を愛でに行きました。宿泊先は、乙部町の「バリアフリーホテルあすなろ」
です。このホテルは、知的障がい者就労支援事業所で、フロント・給仕・調理・利用者介護など、すべ
ての分野に知的障がいをお持ちの方が従事されています。ホテルは完全バリアフリーで、車いすに座っ
たままで温泉に入浴できます。障がい者が仕事をする姿を実際に見ていただき、誰もが助け合う、理解
し合う「共生型社会」について考えていただく機会となりました。
松前町はあいにくの雨となりましたが、参加者からは「雨に濡れた桜も一興」という声があり、散策
を楽しまれたご様子でした。
ご高齢になっても、車いすを利用しても、諦めていた旅行ができる。会員相互の親睦だけでなく、道
内を見て回れる、地域社会の変化が見れる、そのような企画を実現していきます。
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1 食 500 円（
デイ利用の方
限定）

1

第 回
第1回目の紹介は、味も美味しくボリュームも満点！との
ことで、「デイサービスセンターサンシャイン」の昼食を
取材してきました。
当日のメニューはきつねそばをメインに煮物と酢の物の
セットでした。そばのつゆはかつおだしがしっかりと効い
ていて、上にはたっぷりと味がしみ込んだ甘い小揚げが２
ん
ヨ子さ
岸田キ
つ乗っておりました。副菜の煮物は評判通りのボリュームで、具材ひ
とつひとつが大きく、しっかりと味が染みた美味しい煮物でした。
調理は岸田キヨ子さんという方がされています。勤めて6年になるベ
テランです！「皆さんに美味しいと喜んで食べていただけることがや
りがいになっています」とお話しされていました。朝は9時頃から厨房
に入り、お一人で料理の下ごしらえをされています。下ごしらえを丁
寧にすることで素材の柔らかさを引き出し、味をしっかりと染み込ま
せているようです。
また、同じメニューでも利用者様の苦手なものなどは抜いたりとその人によって小まめに調整している
とのこと。ちなみに人気のメニューはサックサクの天ぷらだそうです。岸田さんの料理は職員の昼食でも
あるそうで、利用者様だけでなく職員の1日の楽しみにもなっているようです。
岸田さん、サンシャインの美味しい昼食をこれからもよろしくお願いします！

デイサービスセンター

〒065-0026 札幌市東区北 26 条東 8 丁目 2-1

サンシャイン TEL: 011-733-6700

第1回豊生会グループ合同研修～in赤井川～
第1回豊生会グループ合同研修が、平成30年6月16日（土）17日（日）の2日間開催されました。場所
は、何と赤井川村にある、天然温泉付きコテージ「森のテラス」です。
医療法人社団豊生会と有限会社おいらーくと社会福祉法人豊生会の様々な事業所の職員21名が参加し、
事業所の垣根を超えての研さんと交流の機会となりました。
最初は、どこか緊張した場面も見られましたが、赤井川という美しい森に包まれた環境のせいか、自然
と打ち解けすぐに仲間となっていました。この研修で学んだ事を、それぞれの事業所で活かしたいとの声
が多く聞かれ実りのある研修となりました。
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介護老人保健施設ひまわり

開設20周年

ひまわりはこのたび平成30年5月1日をもちまして、開設20周年
を迎えました。
母体である東苗穂病院の開設からおよそ10年後、まだ介護保険
制度が始まる前の平成10年5月1日にひまわりの歩みがスタートし
てから、今日まで20年間、長い年月であったかのように思います
が、振り返ってみると、豊生会グループの事業規模拡大に伴い、地
域の皆様にはニーズに応える多様な医療・介護サービスの提供と質
の高いケアの両立を図るべく、また、度重なる制度改正への対応に
苦慮しつつも、安定した運営に向けて内外の基盤強化に奔走してき
た駆け足での20年間だったと感じています。
少子高齢化の進むなか、我々医療・介護事業者にとって
は、人材確保など喫緊の課題が山積する厳しい状況下では
ありますが、今後も豊生会グループが発展的に地域へ根差
していくためにも、その足元を支える一員として、しっか
りと老健機能の強化に努めていきたいと思います。
今後も質の高いリハビリテーションケアサービスの提供
に努め、地域の皆様と一緒に歩んでまいりたいと存じます
ので、引き続きひまわりの運営にご理解ご協力を賜ります
ようよろしくお願い申し上げます。
NPO法人ニルスの会 大人 300 円 /こども100 円

地域食堂

メニュー紹介

4月21日開催「端午の節句」

・黒米ごはん
・変わりしゅうまい
・キャベツの
ごま酢あえ
・かしわ餅

6月25日開催「七夕まつり」

・鮭のピカタ
・切干し大根の
辛味酢あえ

第3回目サロン～体力測定～
現在、夕張豊生会では月に一度のペースで、サロ
ンを開催しています。参加者の多くは、昨年12月に
開催したボランティア養成講座の参加者約30名の
方々でしたが、市内各老人クラブにも声をかけ、そ
の輪が広がっています。
第３回目となる今回は、夕張市立診療所のリハビ
リテーション科の職員による体力測定を行いまし
た。みなさん楽しそうに体を動かされていました。
これからも、各専門職の参加も企画しながら、サ
ロンメニューの充実を図り、安心・安全な夕張、み
なさんが集う夕張サロンを目指していきます。

・炊き込みごはん
・スクランブルエッグ
・かまぼこの卵あえ
・ヨーグルト
・笹団子

特定非営利活動法人

ニルスの会 事務局

地域食堂についての問い合わせはこちら

011-789-8800
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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

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

社会福祉法人

豊生会
病院

東苗穂病院

医療

有限会 社

N I 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

元町ひまわり消化器内科・
腎透析クリニック

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

ひかりの

特別養護老人ホーム

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61号／発行：平成30年7月

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
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全国的に6月〜７月にかけて長期間の豪雨でした。皆様は非常時の対策は行っていますか？国土交通省のホームページにも「非常持ち出し品はなるべく軽量でコンパクトと
し、両手が自由に使えるリュックサックなどにまとめて常備する。持病のある場合は常備薬をリストに追加することも重要。乳幼児がいる場合はミルクやオムツの準備も忘
れずに。」と書いてあります。異常な気象が増える現在、私もリュックサックを準備しなければと思いました。
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