


　新年明けましておめでとうございます。まだまだ緊張が続
いている中での新たな年の幕開けではありますが、皆様方
には穏やかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は変動の一念であったように思われます。ロシアの
理不尽なウクライナへの軍事侵攻・急激な円安・安倍元首
相の暗殺・北朝鮮からの度重なるミサイル発射、地震警報
以外のJアラートは初めてで経験のない不安が募りました。
阿部元首相は前年にデイトレセンター「L-Pasa」(おいらーく)
に視察に立ち寄られ利用者さんも交え予定の時間をオー
バーし歓談されていきました。「健康で楽しく人生を送るた
めには安心と美味しい物が食べられる“食”が大事です」と
気さくにお話しされていたのが印象的でした。心からのご
冥福をお祈りします。何十年振りとの円安にも驚きましたが
法人グループ内にミャンマーやベトナムから約25人の技能
実習生がいらしており、この円安は大変影響が大きいので
すが、皆さんの各部署で本当によく頑張ってくれております。
　コロナの世界的なパンデミックも3年が経過し現時点で
既に第8波に突入しているとも言われ、またインフルエン
ザとの同時流行が懸念されています。当初の不安と恐怖心
が先行した緊張感は若干薄らいできていますが、感染力
は一段と増してきたようで感染拡大防止も重要ですが、保
健所の対応もある程度の蔓延は想定した上でいかに重症
化しないよう早目の診断と対処に視点が移ってきたように
思われます。そのためには改めて現流行株に効果の高い
ワクチンと感染初期から使える有効な内服薬の開発が一
層重要になってくると思います。今のオミクロン株も高齢
者や有病者の重症化率は依然高く医療とともに介護、在宅
療養を担う我々にとっては緊張した毎日が依然続くものと
思われます。

　一方、超高齢化のピークに達する2025年が間近となっ
てきております。人生100年時代を迎え安心してご自宅で・
地域で暮らし続けることをしっかりと支えていくことが我々
の役割です。そのためには、医療と介護の横の連携、また
「住宅」と「病院・施設」の縦の連携も今まで以上にしっかり
と結びつけていくことが必要となってきます。豊生会では
昨年当別で地域包括支援センター、丘珠・栄町で介護予防
センターの運営を受託、隣接の白石区ではリハビリ型デイ
「きょうも元気」がスタートしました。また手狭になってきて
いる病院の全面改修を3年後を目途に、これに先立って老
健「ひまわり」の新築移転をすることが決定しました。早け
れば夏前から老健の工事が始まる予定です。当別では以
前から協力依頼のあった新クリニックが今春に、また夕張
では新築移転の工事が5月末に完成、9月には介護医療院
とともに新地でスタートとなります。
　医療ではそれぞれの医療機関の機能分担をはっきりさ
せ、かかりつけ医制度やオンライン診療の導入、そして在
宅療養を軸に介護もリハビリや栄養面など多職種連携で
支えていく「地域包括ケア」の時代に入ってきています。
我々の法人(グループ)では、これらのことをしっかり実行し
ていくことが地域の信頼を増し、法人としての“強み”にな
っていくと思いますし、現在進んでいる計画もこの流れに
沿ったものでなくてはなりません。
　病院改革でTVドラマ化された長野県相澤病院の相澤
孝夫院長は講演で、このような変化の時代こそ“皆で共有
する”「ミッション(目標)」・「パッション(情熱)」そして「アクシ
ョン(行動)」が要であると話しております。働き甲斐があり
地域に信頼され、ともに安心・幸せになれる職場を目指し
て今年も一年宜しくお願い致します。
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あけましておめでとうざいます。昨年は、続く新型コロナ
ウィルスの脅威にひたすら耐えてきたうえに、さらにウク
ライナ問題が追い打ちをかけ、これから人間社会はどう
変化していくのか、将来の見通しに暗雲が垂れ込みまし
た。しかし、最後にスポーツで明るい話題があって、日本
人は底力を持っているという希望が与えられました。これ
から、新しいアイディアが生まれてくることでしょう。当院
の役割は変わらず地域の皆さんの健康の維持増進です。
今年も宜しくお願いします。
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　新年おめでとうございます。今年は当施設開設後四
半世紀を迎えます。新しい時代に向け、職員一丸となり
介護予防から日常生活の支援、医療・介護サービスの
アクセスポイントとして気軽に利用・相談頂ける施設を
目指して行く所存です。皆様の御多幸を祈念しますとと
もに、引き続きの御利用のほど、宜しくお願い申し上げ
ます。
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 新年あけましておめでとうございます。昨年は、年を通じ
て、発熱外来で陽性者がいなかった日は、ほんの僅かでし
た。ワクチンや発熱外来をきっかけに定期通院される新規
の患者様も増え、休む暇も無く、あっという間の1年でした。
スタッフ数名・医師1名の小さなクリニックですが、地域の
健康増進のため今後も精進して参りますので今年もどうか
よろしくお願い申し上げます。
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　新年おめでとうございます。
　夕張に来て４度目のお正月を迎えました。今年は9月に
診療所の移転が計画されています。老健40床が介護医療
院19床になります。形は変わっても「生き方に寄り添う医
療・福祉」を一層進展させていきたいと思います。本年も
ご支援宜しくお願いします。

前沢 政次
夕張豊生会事業部長

　新年明けましておめでとうございます。昨年のコロナの
クラスター発生では多くの援助をいただき深く感謝を申し
上げます。今年は老健夕張が介護医療院へと移行する変革
の年です。今まで以上に高度な医療ケアが求められます。
職員が一丸となって取り組めるよう環境整備が求められま
す。ご指導を宜しくお願い申し上げます。
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　昨年度から、東豊病院に加えて、北海道医療センター婦人
科と医療連携を取ることにより、外来診療の充実、子宮筋腫、
卵巣腫瘍、子宮脱、婦人科癌の低侵襲手術の紹介と手術後
のフォローアップも行っています（昨年度実績で５０例程
度）。今年度は、現在コロナの流行で中止している、美容関連
の施術も再開したいと考えています。今年４月から、公的負担
による子宮頸がんワクチンのシルガードという九価ワクチン
の定期接種化も予定されているので、対象年齢のお子様が
いる保護者の方がいましたら、接種の検討をお願いします。
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　新年明けましておめでとうございます。2022年5月、浦野先
生を7月に木村先生をお迎えし、訪問診療医の層が厚くなっ
ております。これからもコロナに負けず地域の患者様からの
期待に応えられるクリニックに発展できるよう努力を重ねて
参りますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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　明けましておめでとうございます。当クリニックは、
移転し5年目となりました。本年春より内科常勤医師、
整形外科常勤医師を迎えます。気持ちも新たに、地域
の皆様に愛され、信頼されるクリニックを目指します。
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　新年明けましておめでとうございます。今年も在宅医
療専門のクリニックとして皆さんの療養のお手伝いをさ
せていただきます。自宅や施設で生活を続けたいけれ
ども通院が大変な場合や自宅で最後まで頑張りたい場
合などに訪問診療が役に立ちます。気楽に声をおかけ
下さい。
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影響で歯科訪問診療の動きが制限されてしまいました。そ
の中でも、STや管理栄養士との連携や研修の時間を多くと
ることが出来ました。その経験を活かし、今年は夕張や多
職種の職員と共に、「口から守れる健康」をサポートすべく
邁進してゆく所存です。本年もよろしくお願いいたします。
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　明けましておめでとうございます。特別養護老人ホー
ムひかりのです。
　未だ、コロナウイルスに翻弄される日々が続いていま
すね。日々の感染対策に気をつけながら、引き続き、入
居者皆様が毎日お元気に過ごせるよう、ご支援させて
いただきます。
　今年はうさぎ年です。「うさぎの登り坂」のような年に
なる事を願って、職員一同業務に励みたいと思います。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。

【うさぎの登り坂】
得意分野で実力
を発揮する事の例
え。また、条件に恵
まれて物事が調子
よく進む事の例え。

　令和４年１０月２２日(土)からの３回シリーズで、地域よ
りあいぷらざみなえーるを会場に「東区くらしのサポータ
ー養成講座」～きっかけ入門編～を開催しました。くらしの
サポーターとは日常生活のちょっとした困り事の解決を手
助けしてくれる方をさし、今回は札苗地区で活動する介護
予防の自主活動グループのみなさんに参加していただき
ました。「助け合いゲーム」での支え合いの体験のほか、生
活支援体制整備事業が出来た背景や高齢化が進む中で

の地域の諸問題、健康と介護予防ついて等の内容で生活
支援コーディネーターの他、地区を担当する関係機関から
講義していただきました。
　ゲームを通じてですが助け合いを体験し、困ったときの
「手伝うよ」のひとことは本当に心強いといった声や、知り
合いだから逆に頼みにくいこともあるといった声も上がっ
ていました。今回の講座は「支え合い」へのはじめの一歩
を踏み出すための内容となっていましたので、この学びを
さらに深めていく機会を今後設
けたいと考えています。

 明けましておめでとうございます。おいらーく担当の高橋
です。昨年、おいらーくは、法人格の変更、また、度々ご案内
させていただきましたが、デイサービス事業所のリニュー
アルをおこないました。今回ご紹介する銭函事業所は最後
のリニューアルです。
　昨年3月、銭函デイトレセンター増築によりおさんぽカ
フェが取り壊しとなってしまいましたが、11月12日(土)に

待ちに待った新生「おさんぽカ
フェ」がリニューアルオープンし
ました。2019年から始まったこ
のカフェは、イベントやボラン
ティアさんの提案で始まった子
供将棋教室など、地域のコミュ
ニティスペースとして定着しています。またコーヒーも今ま
でと変わらず。ご注文いただいてから丁寧にドリップしボ
ランティアさんの笑顔とともにお出ししています。新しく
なった店内は白を基調とした優しい雰囲気で、テーブル
席、カウンター席ともにゆったりとしたスペースとなってお
り、いつまででも過ごしていただける居心地の良さが自慢
です。国道5号線小樽方面の右側に、「介護のおいらーく」
の看板が目印ですのでお近くへお越しの際は是非お立ち
寄りください。(住所：小樽市銭函1丁目32-5)

011-784-7511東区第2層生活支援コーディネーター
（元町、伏古本町、札苗）髙橋悦子
東区第2層生活支援コーディネーター
（元町、伏古本町、札苗）髙橋悦子

札幌市東区東苗穂3条1丁目2-22
リハビリ・医療・介護総合相談センター内

たかはし    えつこ

　あけましておめでとうございます。昨年4月から、当別町
より、地域包括支援センター業務を受託してから８か月が
経過しました。高齢者の総合相談の窓口として、医療・介護
のこと、経済的なことや生活の中での困りごと（買い物・除
雪・通院手段）など様々な相談を受け保健師・社会福祉
士・主任ケアマネ（三職種）とチームで支援・奮闘の毎日で
す。特に、特変時の救急搬送先、退院後の医療・生活支援
など、医療・介護の連携が不可欠で豊生会で培ってきた経

験が生かされてい
ます。今後、より一層
スキルアップを図
り、地域の方に信頼
されるセンターを目
指して職員一同頑
張っていきたいと思
います。

　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HBCラジオ
で放送しています。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、「星の夢百聞」を聴いてみてくださいね。

豊生会グループ 星の夢百聞
毎週土曜日朝7：30～7：40パーソナリティ 河原  多恵子さん

(元HBCアナウンサー）

※放送内容は変更になる場合があります。

介護付有料
老人ホームせんり  Aさん

1/7

1/14

1/21

すぎの子 Sさん

Aさんひだまり

ひまわり
健康クラブ Tさん1/28

グループホーム
夢

2/4

2/11

老健夕張
通リハ

2/18

小規模多機能
ひかりの

2/25

Tさん

Sさん

Oさん

Tさん

☎0133-25-5152石狩郡当別町西町32番地2

当別町  地域包括支援センター当別町  地域包括支援センター

すぎの子家族

011-790-5311株式会社 おいらーく 札幌市東区東苗穂9条3丁目1-40

特別養護老人ホーム ひかりの
☎011-790-1400札幌市東区東雁来12条

4丁目1番15号

　10月23日（日）に法人内事業所が集まり、3年延期とな
っていたDT(ダイバージョナルセラピー)発表会を開催しま
した。今回は初のZOOM開催という事もあり不安もあり
ましたが発表も順調に進み無事大会を終える事が出来ま
した。発表もそれぞれの事業所がコロナ禍でも工夫しなが
ら楽しんでおり、とても参考になりました。まだまだこの状
況は続きそうですが、コロナ渦においても日々利用者様・
入居者様の楽しみとQOL向上に向けて取り組んでいきた
いと思います。

医療法人社団豊生会 介護事業部
☎011-781-8800札幌市東区東苗穂3条

1丁目2-18

老人保健施設ひまわり通所リハビリとデイサービスセンター
きらら伏古の２事業所が同点受賞となりました。
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札幌市東区東苗穂３条１丁目2-18

　あけましておめでとうございます。年末年始はお酒を
飲む方を飲む機会が多く、太ってしまった経験のある方は
多いのではないでしょうか。アルコール自体のエネル
ギーは飲むとすぐに消費され始めますが、醸造酒（ビール
やワイン、日本酒など）やカクテルに含まれる糖質は、体
に蓄えることができるエネルギーです。さらにお酒は食欲
が増進してしまう働きがあるため、一緒に食べるおつま
みが太る原因になってしまいます。

①飲み過ぎたり食べ過ぎたりせずに、適量を守れば、ス
トレス解消やリラックス効果で1日の疲れを癒してくれ
ます。自分のペースでゆっくりお酒を味わい、楽しく飲
みましょう。

　「いのちの基調について」というテーマのもと6月に再
開した「ゆうゆう寄り添い倶楽部」は、12月に参加者のみ
なさんへささやかなクリスマスプレゼントを贈り、全6回を
無事終了しました。前沢所長の著書である「大人になる前
に知る老いと死」の内容に沿って、夕張で多く診てきた病
気の話、予防の仕方、栄養・休養・運動による健康づくり、
認知症や最期の過ごし方まで、毎回盛りだくさんの内容で
した。みなさんからのリクエストで前沢所長が歌を披露す
ることもありました。リハビリスタッフのコーナーでは、ロコ
モチェックからロコモ防止のための運動や食生活を学び
ました。ぜひ習慣化していきたいですね。

☎0123-52-4339
夕張市社光20番地

夕張市立診療所夕張市立診療所

　病院に行くことが難しい、付き添い
の人手がいない等、様々な状況によ
り受診が難しいかたはいませんか？
　外来受診が困難な患者様のもとに

011-780-1103伏古レディースクリニック
札幌市東区伏古8条3丁目6番20号

婦人科医と看護師がお伺いいたします。ベットに寝たま
まで検査や癌検診を行うことができます。パッドの臭い
が気になるかたや、出血、外陰部のトラブル等、婦人科に
関するご心配があればお気軽にお問い合わせください。

　11月1日、在宅医療研修会を東苗穂病院で開催しまし
た。さっぽろあんしん在宅医療ネットワークの所長であ
り、また東苗穂病院副院長、星野拓磨医師を講師として
「あんしんに地域で過ごすために～豊生会の訪問診療
あんしん在宅ネットワークの現状とこれから」をテーマに
して、会場を2カ所、またZOOMからと、グループ内から
約100名が参加する大規模な研修会を行いました。職員
がみな同じ目標に向かい地域の皆様のお役に立てるよ
うスキルアップを目指していくため、今後も感染対策を
講じながら研修を行っていきたいと思います。

あんしん在宅医療ネットワーク
0120-077-630札幌市東区北25条

東20丁目7-1

お酒で太るメカニズム

お酒を飲む

●主なお酒のエネルギー

●主なおつまみのエネルギー

肝臓でアルコールを分解する

アルコール分解が優先され、糖代謝が低下してしまう

満腹中枢が刺激されにくくなる

ついつい食べ過ぎてしまう

カロリーオーバー

太る

「酒は百薬の長」であるために

②週に2回は休刊日を設けましょう。寝つきが悪いからな
どと、飲酒を習慣化せず、依存のないように適量を心が
けましょう。
③脂質は糖質やタンパク質よりも燃焼しにくい栄養素で
す。脂肪の多いおつまみよりも野菜などを低カロリーの
おつまみを選びましょう。もちろん飲んだ後のラーメンや
お茶漬けは体脂肪になりやすいので、気を付けましょう。

　介護されるときに迷惑をかけないようにと、アンダーヘ
アを脱毛することを介護脱毛といいます。アンダーヘアが
ないと汚れが停滞しにくく、匂いやトラブルの回避がしや
すくなるという利点があります。一般にはVIO脱毛と呼ば
れ、Vはビキニライン、Iは陰部の両側、Oは肛門周囲の
ゾーンを脱毛します。光による脱毛で痛みも最小限に抑え
られます。最近は老後を考えた更年期前後の女性のかた
に人気です。また、思春期の子どもの脱毛も行っておりま

す。ご興味があるかたはお気軽にご連絡ください。

アルコールは1ｇ＝7Kcalと
高カロリーなので、
飲みすぎには注意しましょう！ 

ビール　      中ジョッキ 

日本酒　　1合180ml 

焼酎　　   １合180ｍｌ 

ウイスキー      シングル 

梅酒　　　　  100ｍｌ 

グラスワイン　 100ｍｌ 

200

200

250

70

160

75

エネルギー（kcal)

ぎょうざ

鶏の唐揚げ

ウインナー

柿ピー

刺身盛

焼き鳥

ししゃも

冷奴

枝豆

もずく酢 

5個

4個

3本

1Ｐ（80ｇ）

（3種3切ずつ）

塩2本

3匹

1/3丁

1人前

360

330

260

190

170

150

110

60

60

20

エネルギー（kcal)

！
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札幌市東区東苗穂３条１丁目2-18

　あけましておめでとうございます。年末年始はお酒を
飲む方を飲む機会が多く、太ってしまった経験のある方は
多いのではないでしょうか。アルコール自体のエネル
ギーは飲むとすぐに消費され始めますが、醸造酒（ビール
やワイン、日本酒など）やカクテルに含まれる糖質は、体
に蓄えることができるエネルギーです。さらにお酒は食欲
が増進してしまう働きがあるため、一緒に食べるおつま
みが太る原因になってしまいます。

①飲み過ぎたり食べ過ぎたりせずに、適量を守れば、ス
トレス解消やリラックス効果で1日の疲れを癒してくれ
ます。自分のペースでゆっくりお酒を味わい、楽しく飲
みましょう。

　「いのちの基調について」というテーマのもと6月に再
開した「ゆうゆう寄り添い倶楽部」は、12月に参加者のみ
なさんへささやかなクリスマスプレゼントを贈り、全6回を
無事終了しました。前沢所長の著書である「大人になる前
に知る老いと死」の内容に沿って、夕張で多く診てきた病
気の話、予防の仕方、栄養・休養・運動による健康づくり、
認知症や最期の過ごし方まで、毎回盛りだくさんの内容で
した。みなさんからのリクエストで前沢所長が歌を披露す
ることもありました。リハビリスタッフのコーナーでは、ロコ
モチェックからロコモ防止のための運動や食生活を学び
ました。ぜひ習慣化していきたいですね。

☎0123-52-4339
夕張市社光20番地

夕張市立診療所夕張市立診療所

　病院に行くことが難しい、付き添い
の人手がいない等、様々な状況によ
り受診が難しいかたはいませんか？
　外来受診が困難な患者様のもとに

011-780-1103伏古レディースクリニック
札幌市東区伏古8条3丁目6番20号

婦人科医と看護師がお伺いいたします。ベットに寝たま
まで検査や癌検診を行うことができます。パッドの臭い
が気になるかたや、出血、外陰部のトラブル等、婦人科に
関するご心配があればお気軽にお問い合わせください。

　11月1日、在宅医療研修会を東苗穂病院で開催しまし
た。さっぽろあんしん在宅医療ネットワークの所長であ
り、また東苗穂病院副院長、星野拓磨医師を講師として
「あんしんに地域で過ごすために～豊生会の訪問診療
あんしん在宅ネットワークの現状とこれから」をテーマに
して、会場を2カ所、またZOOMからと、グループ内から
約100名が参加する大規模な研修会を行いました。職員
がみな同じ目標に向かい地域の皆様のお役に立てるよ
うスキルアップを目指していくため、今後も感染対策を
講じながら研修を行っていきたいと思います。

あんしん在宅医療ネットワーク
0120-077-630札幌市東区北25条

東20丁目7-1

お酒で太るメカニズム

お酒を飲む

●主なお酒のエネルギー

●主なおつまみのエネルギー

肝臓でアルコールを分解する

アルコール分解が優先され、糖代謝が低下してしまう

満腹中枢が刺激されにくくなる

ついつい食べ過ぎてしまう

カロリーオーバー

太る

「酒は百薬の長」であるために

②週に2回は休刊日を設けましょう。寝つきが悪いからな
どと、飲酒を習慣化せず、依存のないように適量を心が
けましょう。
③脂質は糖質やタンパク質よりも燃焼しにくい栄養素で
す。脂肪の多いおつまみよりも野菜などを低カロリーの
おつまみを選びましょう。もちろん飲んだ後のラーメンや
お茶漬けは体脂肪になりやすいので、気を付けましょう。

　介護されるときに迷惑をかけないようにと、アンダーヘ
アを脱毛することを介護脱毛といいます。アンダーヘアが
ないと汚れが停滞しにくく、匂いやトラブルの回避がしや
すくなるという利点があります。一般にはVIO脱毛と呼ば
れ、Vはビキニライン、Iは陰部の両側、Oは肛門周囲の
ゾーンを脱毛します。光による脱毛で痛みも最小限に抑え
られます。最近は老後を考えた更年期前後の女性のかた
に人気です。また、思春期の子どもの脱毛も行っておりま

す。ご興味があるかたはお気軽にご連絡ください。

アルコールは1ｇ＝7Kcalと
高カロリーなので、
飲みすぎには注意しましょう！ 

ビール　      中ジョッキ 

日本酒　　1合180ml 

焼酎　　   １合180ｍｌ 

ウイスキー      シングル 

梅酒　　　　  100ｍｌ 

グラスワイン　 100ｍｌ 
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エネルギー（kcal)

ぎょうざ

鶏の唐揚げ

ウインナー

柿ピー

刺身盛

焼き鳥

ししゃも

冷奴

枝豆

もずく酢 

5個

4個

3本

1Ｐ（80ｇ）

（3種3切ずつ）

塩2本

3匹

1/3丁

1人前

360

330

260

190

170

150

110

60

60

20

エネルギー（kcal)

！




