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2020年11月１日、
リニューアルオープン！
豊生会 元町総合クリニック
この度「元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニッ

ク」は、苗穂通りクリニックのスタッフが新たに加わ
り、令和2年11月1日付けで、
「豊生会

元町総合クリ

ニック」として再出発をすることとなりました。

コロナウイルスのパンデミックを受け、クリニックと

してどのように変わっていくべきなのか？ 患者様・利

用者様の安全を最優先課題ととらえ、様々な検討を
重ねてまいりました。その結果、①通所リハビリテー

対処しにくかった疾 患に対しても漢方薬によるアプ
ローチにより、今までより更に幅広い医療ニーズに対応
する事ができる様になりました。

更に、火曜日と木曜日限定ではありますが、内科・皮

ションの他施設への移動、②透析患者の出入り口変

膚科共に夜7時まで夜間診療外来を開設し、働く世代

となり、クリニック内を「あんしんエリア」と「注意エリ

受診しやすい環境が整えられました。

更、③発熱患者専用の待合室・診察室新設という方針
ア」に分離することにより､患者様の安全に最大限の
配慮をしたクリニックとして生まれ変わりました。

や学生などの患者様(睡眠時無呼吸症、皮膚疾患等)が
訪問診療部門に関しましては、自宅や施設において

訪問診療・健康管理から看取り対応まで行っておりま
す。患者様本人・御家族様が満足していただく事を第一
目標に､スタッフ一同、研鑽・努力に励んでおります。

あんしんエリア
人工透析患者様
入口

元町総合クリニックでは外来・訪問診療・透析部門ス
タッフが一丸となって、地域の皆様のお役に立てるよう

生活に溶け込んだ医療を目指して参りますので今後と
もお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

発熱対応外来
スペース

クリーンエリア
正面玄関

更に年明けの第2期工事では、クリニックとは別の入

り口から出入りできる区切られた安全なスペース、
「ク
リーンエリア」を利用して、病気の方が原則いない空

間で、
「注射Bar」
「検査Bar」
「ワクチンステーション」
を設置し、利用者の皆様に「あんしん」
「安全」
「最速
対応」をお届けしていく予定です。

外来部門に関しましては､皮膚科・呼吸器内科・漢

方内科専門医が新たに加わりました。西洋医学では

豊生会 元町総合クリニック
1

CTやエコー、内視鏡検査な
どを実施しています。
各種健康診断も行っていま
すので、ぜひお問い合わせ
くださ。

☎011-783-5100

札幌市東区北25条
東20丁目7番1号

絶賛、改装中！ ひまわり健康倶楽部
ひまわり健康倶楽部が当別に開設して今年で15周

脳トレルーム等も現在、

当別町のみならず、道内でも数少ない2階建ての建物

作業を行っています。早

年！記念の年に心新たに生まれ変わろうとしています！
を使い2フロアで営業するデイサービスとして11月から
のリニューアルオープンに向けて、準備をしています。

先日、道内ではひま健（ひまわり健康倶楽部）を含

めて2か所しか導入されていない、最新のマシンが、納

入されました(^^)/しかし、全部揃ってはおらず、あと2
機種は10月中に納入されます。その他にも、調理室や

構想を練りながら改装

く、新しいマシンを沢山

の方に使って頂きたい
です！

その他、コロナウィル

ス感染対策についてもこれまでよりも対策を強化して
いこうと考え、最新の空気清浄機や、非接触で検温・消

毒が出来る機器の導入等を検討し進めている所です。
やはり、安全・安心という部分は、これまでもそうでし
たが今はより一層重要な要素となってくると考えていま

すので、機器のみならずデイでの活動も難しい所はあ
りますが、出来る限りソーシャルディスタンスを取る事

を心掛け、活動スペースを分散させる事で、感染リスク
を少しでも下げて利用者様に元気に楽しくご利用して
頂ける様に務めています！

ひまわり健康倶楽部

☎0133-25-2800

豊生会 苗穂駅前内科クリニック

石狩郡当別町春日町97-1

銭函デイトレセンター、オープン︕
令和2年9月1日に銭函地区として2つ目のデイサービ

スがオープン致しました。その名も「銭函デイトレセン
ター」AI技術を駆使してその方にあったプログラムを提

供する「ICTリハ」の導入。最新のトレーニングマシン、
認知能力維持向上に効果があり、ゲーム感覚で楽しみ

ながら行える頭の健康ゲーム等の最新機器の他にも、
開院から約40年にわたり、信頼と実績を積み重ね、

苗穂地区の地域医療に貢献している「いがらし医院」。
さて、この度令和2年8月1日をもちまして旧医院名いが

らし医院から豊生会苗穂駅前内科クリニックに変更致

持ち帰る事ができるパン作りや洗濯リハビリ等の日常
生活リハビリも行えます。

多種多様のプログラムを用意しておりますので、小樽

に来た際にはぜひお立ち寄りください。

しました。これを機に、あんしん在宅から移転した中央

訪問チームと共に、一般内科やリハビリを中心とし、中

央区の訪問診療の拠点として地域に密着した医療機関

を目指します。なにとぞ今後とも、皆様の御期待に添う
べく邁進するつもりでございますので引き続き格別のお
引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

豊生会 苗穂駅前 札幌市中央区北2条東8丁目90-21
内科クリニック ☎011-231-2016

銭函デイトレセンター

小樽市銭函1丁目32番41号

☎0134-64-7565
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ニルスの会 サロン活動再開︕
コロナ禍の中、伏古地域交流センターでのサロン活

動は中止としておりましたが、長期間にわたる自粛が

サンシャイン北栄サロン、時間短縮で再開
7月からコロナウィルス感染症予防対策の為、時間短縮

をしながら再開しています。現在は要予約制で（毎週月曜

「生活不活発病」につながってしまう事を懸念し、６月

日より受付開始）事前の体調確認を行っており、来所時

た。また、医療・介護などの情報を共有する「シニアわ

また12名までの人数制限も行い、参加者同士距離を開け

動も、入室前の検温・手指消毒、サロン活動中のマスク

中心に、閉じこもりがちで運動不足解消に繋がるよう実

らは、“ウィズコロナ”で、新たなサロン活動の在り方を

つつ、複数のタスクを同時に行

中旬より運動を中心としたサロンメニューを再開しまし
いわいカフェ」や「認知症オレンジカフェ」などの学習活

着用、予約制で密を避けながら開催しています。これか
模索しつつ、地域の皆さんが安心して利用できるサロン
を目指していきます。

には検温と手指消毒、
マスクの必着をお願いしています。
て座って頂いています。内容はテレビ体操とふまネットを

施しています。ふまネットは楽しみながらステップを踏み

うため脳トレの効果も。
インスト
ラクター役の職員もたまに間違
えてしまいます。これからの季

節は風邪やインフルエンザな

ども流行してくるため、引き続き

感染予防に努めながら、
フレイ

ルにならないよう元気高齢者

散歩の会（モエレ公園）の様子

オレンジカフェの様子

NPO法人 ニルスの会

☎011-789-8800

札幌市東区伏古６条４丁目1-8 ふらっとステーション伏古内

の場として活動していきます！

デイサービスセンター

サンシャイン

札幌市東区北26条東8丁目2-1

☎011-733-6700

ゆうゆう寄り添い倶楽部、再開︕

ＨＢＣラジオ「豊生会グループ 星の夢百聞」

夕張の山々も日ごとに色づき秋の訪れを感じるこの
頃です。今年2月から休止していた「ゆうゆう寄り添い倶
楽部」は、感染防止対策をとりながら8月から再開してい
ます。検温、手指消毒の他、座席はゆったりと配置し、モ
ニターを使用した別会場も設けています。半年ぶりの集
まりに、
「再開を楽しみにしていたの。」
という声も聞か
れ参加者のみなさまも笑顔がこぼれていました。
10月からは、
「夕張の医療・介護の現状と今後のゆく
え」
というテーマのもと全6回シリーズで開催します。ゆ
うゆう寄り添い倶楽部は毎月第4水曜日15時からです。
みなさまのご参加をお待ちしております！

昨年に引き続き、今年もHBCラジオにて、豊生会グ
ループの様々な事業所の利用者様の半生エピソードと
リクエスト曲を紹介する番組を放送することになりまし
た。パーソナリティは、元HBCアナウンサーの川原多恵
子さんが担当で、いつもやさしい声で、利用者様の半生
を語ってくれます。
皆様、土曜の朝は是非、HBCラジオを聴いてみてくだ
さい。温かな気持ちになりますよ。

豊生会グループ星の夢百聞

パーソナリティ

河原 多恵子さん(元HBCアナウンサー） 毎週土曜日朝7：30〜7：40
11/7 居宅ひまわり
ネットワーク

Tさん

12/5 老健夕張

Aさん

居宅パワフル
ひまわり

Nさん

12/12 ひだまり

Yさん

11/21 老健ひまわり
入所

Mさん

12/21 特養ひかりの

Tさん

Sさん

12/28 ライフプラン

Sさん

11/14

夕張市立診療所 ☎0123-52-4339
夕張市社光20番地
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11/28 新篠津
つむぎの家

※放送内容は変更になる場合があります。

地域高齢者の介護予防に貢献します！！
豊生会リハビリテーション部では、8月から介護予防

センター伏古本町と連携し地域の方々の介護予防に取
り組んでいます。今回は体力測定を行いました。新型コ
ロナウイルスの影響もあり、手指消毒や換気、密になら
ないように注意を払いながら行っています。測定の結

果、外に出る機会が少なく足の力が落ちている方が多

かったです。そこで、簡単な体操を用意
しましたので時間があるときに運動して
みてください。

インボディで筋肉量測定

『膝の曲げ伸ばし体操』
左右10回ずつ

テレビを見ながら
伸ばすようにして

ください。

歩行速度

東苗穂病院
大好評！

☎011-784-1121

測定中

5回立ち座りの様子

札幌市東区東苗穂３条１丁目2-18

青空の下でお買い物

東苗穂ナーシングケアセンターひだまりでは、買い物

に出る事が難しい入居者様等に気軽に買い物が出来る
機会を提供するために、移動販売を実施しています。皆

居者様にとって生活に色を
添える大切な機会でした。

しかし、今年のコロナ渦で入居者様を感染から守るた

さん楽しみにされており、月2回、一番広い食堂に品物

めに、楽しみにされている移動販売を休止せざるを得

なさんは待っておられます。買い物かごを持ち、スー

も生活に楽しみを持って貰うためにどうすれば良いかを

を並べて店開きするのを、1時間も前から首を長くしてみ

パーの中を歩き回るように品物を手に取り、自分の欲し
いものが買える事は、お一人で出掛けることが困難な入

ない状況でした。面会や外出も自粛して頂く中で少しで

感染予防の観点から検討し、外部の方を館内に入れな

いで、青空市のように館外で開催する。密を避けるため、
5人程度の小グループに分ける。入居者や業者も買い物

前後の手洗い消毒・マスクの着用を徹底する等の対策

を実施し再開としました。以前は、お店がオープンする
前から並んで待っている状態でまさに密の状態でした

が、今は前日にお渡しする買い物予約券の時間までお部

屋で待って頂けるようになりました。入居者さんの理解
と協力もあり、屋外で光や風を感じながら楽しんで買い
物をして頂けており、笑顔も増えています。

東苗穂ナーシングケアセンター ひだまり

0120-749-007

札幌市東区東苗穂
3条1丁目2番90号
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次世代型デイトレセンター
「エルパサ」がオープン！
エルパサには人間工学に基づくマシンのほかシュ
ミレーションゴルフやバーチャルリハビリ、eスポー
ツ、
リアルタイムで歩数はもちろん、活動量やバイタル
データを確認出来るウェアラブル端末など運動促進
プログラムやウオーターベットやドクターメドマー、
ス
タッフによるほぐし、手あんま等の身体を癒すプログ
ラム。インボディー測定器（体成分分析装置）
で部位別
での筋力量や体脂肪量、部位別水分量、栄養評価を
数値化し自身が健康維持に取り組むことが可能とな
り、これからの利用者世代を見据えた設備をライン
ナップしました。

AI技術を駆使し、
「人生現役１００年計画」に向け
て、自立の３原則といわれる「運動・栄養・社会参加」
のトータルリハビリができ、利用者さんの最適なリハ
ビリを提案していきます｡
一般的なデイサービスでも行っている｢塗り絵｣｢風
船バレー｣ではなく｢有酸素運動+筋力トレーニング+
認知トレーニング＋スポーツ｣など､ヘルスケアデー
タに基づいた効率的なリハビリの実現が可能となり
ます。

また、ICTリハという介護ソフトを使用することで、
いままでの経験則からの活動促進ではなく、個人の
ベストトレーニングが推奨できます。健康寿命延伸・
要介護度改善へ向けて、個々の特性にあったプログ
ラムがご提案でき、利用者さんが楽しみながらリハビ
リを行うことができます。今後の団塊の世代が利用す
るにはベストフィットの施設だといえます！
さらに、コロナウィルスの対策・感染予防対策とし
て、サーマルカメラやクリーンパーテーション、室内の
二酸化炭素濃度を測定し密室状態を回避するための
換気ソリューション等をしっかりと盛り込みました。
「安心・安全」な施設作りも目指しております。
体験ご利用も随時対応しておりますので、お問い合
わせください。
負けられない真剣勝負！？

おいしく
できるかな？

次世代型デイトレセンター
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エルパサ

札幌市東区東苗穂9条3丁目1-40

担当/柴田・大場

☎011-790-5536

手作りのアマビエ様、評判上々
回復期リハビリテーション病

患者様は寂しい思いをしながら、リハビリを頑張ってい

テーションを行っています。休日

い様願いを込めて、病棟入口に作品を飾ることにしまし

棟では、平日は1日3回のリハビリ
のリハビリは1〜2回と少なく、患

者様によっては1日中臥床し眠っ

てしまうこともあり、昼夜のリズムが崩れてしまうこと
が多くありました。そのため、病棟看護師・看護補助

者が主体となり、令和元年よりレクリエーションに取り
組んできました。壁紙作成や書初めなど季節が感じら
れる作品を患者・スタッフと共に作っています。今年度

る状況です。早く収束できるよう、また、病院で流行しな

た。アマビエ様を知らない患者様は多かったですが、カ

ラフルな色づかいやキャラクターのかわいらしさもあ
り、評判は上々です。

今後も少しでも楽しみながら入院生活を送っていた

だけるような工夫を病棟全体で取り組んでいきたいと
思います。

も同様に行い始めましたが、コロナの流行が始まり、4
月になっても収束が見えなかったことから、世間で話

題となったアマビエ様をモチーフにした作品を作って
みました。約3日で作品を完成させ、当初はデイルーム

に飾って楽しんでいただいていました。そのあともコ
ロナは収束されず、家族の面会もできない状況が続き

東苗穂病院

☎011-784-1121

ベトナム人技能実習生

Q ＆A

アマビエ様で病棟も明るい雰囲気に。

日本に来て楽しかったこと
苦労したところ

これからの目標

札幌市東区東苗穂３条１丁目2-18

4月から豊生会のグループホームすぎの子、すぎの
子家族で働いている4人のベトナム人技能実習生た
ち。半年がたち仕事にも慣れてきた彼女たちに、
日本
に来て楽しかったことや苦労したところ、またこれか
らの目標を聞いてみました。

カオ・フェン・チェン さん

ファン・ティーフェ・タイン さん

日本の好きな食べ物

日本の好きな食べ物

すし、天ぷら、焼肉、素麺など

着物を着たり焼肉をしたり利用者様との誕生会。
日本語のN3試験に合格すること。日本で働き続
けること。

寿司、牛丼

みんなが助けてくれて、親切です。
苦労したことはないです。
将来の試験が合格できますように。

チャン・ティ・
トウイ・ガー さん

グエン・
トウイ・クエン さん

日本の好きな食べ物

日本の好きな食べ物

天ぷら、牛丼、そば、漬物

日本に来て良かったです。
日本人はとても親切です。
ここで５年間働きたいです。
日本語が上手になり
たいです。
日本あちこち旅行したいです。

グループホーム

すぎの子

☎011-789-5177

札幌市東区東苗穂3条1丁目13-29

焼肉、寿司

日本人が助けてくれます。親切です。日本語が苦
手なので不便です。
介護の試験と日本語の試験に合格したいです。

グループホーム

すぎの子家族

☎011-788- 6365
札幌市東区伏古6条4丁目1-18
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医療法人社団

訪問
通所

豊生会 元町総合
クリニック

豊生会
病院

医療

東苗穂病院

社会福祉法人

医療
介護

ひまわり

介護老人保健施設

夕張

有限会 社

N IL S

NP O 法 人

ニルスの会

伏古レディースクリニック にじいろ歯科クリニック

おいらーく

丘珠明陽医院

豊生会 苗穂駅前
内科クリニック

企業主導型保育所

・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

札幌市病後児保育事業

・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
・リハビリサロン本町

サロン

・東雁来すこやか
こどもデイサービスセンター

夕張市立診療所

住まい

生活支援
介護予防

ふらっと
ステーション伏古

豊生会グループ

地域に根ざした
豊かな医療と福祉を創造する

訪問看護ステーション 東苗穂訪問看護
ステーション
なごみ

共用型デイサービス

さくらケア

特別養護老人ホーム

ひかりの

夢

ひかりのの家

すぎの子

グループホーム

すぎの子の家

すぎの子家族

うらら伏古

介護付有料老人ホーム

せんり

CoCo元町

住宅型有料老人ホーム

CoCo東雁来弐番館

CoCo 東苗穂

サポートハウス

CoCo元町弐番館

CoCo輝楽

パープルロード元町

サービス付き高齢者向け住宅

CoCo東雁来
東苗穂ナーシング
ケアセンターひだまり

朝・晩の気温も下がり、すっかり秋となりました。紅葉の綺麗な季節となりましたが、まだまだ札幌市内では新型コロナウィルス感染症が流行しており、気軽
に外出もできない状態です。感染者数も増加傾向にあります。これから冬になるとインフルエンザとの同時流行も考えられますのでまだまだ気が抜けませ
んが、豊生会では少しでも明るい情報を提供できるよう努めますので、今後ともよろしくお願いいたします。

えくぼ元町

豊生会
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エルパサ

生きがいサロン銭函 銭函デイトレセンター

てんやわんや夢

ケアステーション
なないろ

たんぽぽクリニック 東雁来すこやか
クリニック

豊生会グループ

パワフルひまわり ケアプラン銭函

居宅介護支援事業所・相談

ひまわり
ネットワーク

ゆかり

サテライトえくぼ ひかりの

なごみ

看護小規模多機能型居宅介護事業所

てんやわんや北31条

てんやわんや本町

つむぎの家

リ・ボン

フォルテシモ ライフプラン リハビリ・医療・介護
センター
総合相談センター
ひまわり

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

てんやわんや

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

えくぼ

サテライトえくぼ さくら
東雁来

小規模多機能型居宅介護事業所

えくぼ東雁来

編集後記

