地域包括支援センター
での支援
電話

二一六六
二八四 ―

﹃長野市地域包括支援センターコス
モス﹄は︑市からの委託により平成
年１月から開所しました︒
川中島・更北地区の皆さんの介護のこ
となどで困った時の相談の窓口になっ
ています︒たとえば︑転んでしまった
り︑年齢とともに足腰が弱ってしまっ

知っておきたい
有料老人ホーム来春

月

日からコスモス長野にて新しく

介護老人保健施設コスモス長野で

月オープン目指
名の定員でオープン

このたび医療法人コスモスの兄弟会
は︑通所リハビリセンターを今まで

デイサービスが

介護は︑医師や看護師による医療や看護

社の株式会社コスモスプラネットで︑
行ってきましたが︑介護予防の利用者

し工事着工へ

とそもそも発想も方法論も違うといわれて

篠ノ井地区に有料老人ホームをオープ
の利用者を中心とした︑デイサービス

います︒医療と看護の対象者は患者です︒

この有料老人ホームは地域密着型の

が増えてくるなかで︑新たに介護予防

静が必要なのですが︑介護は安静にしてい

センターをオープンさせることになり

私たち老人保健施設は︑生活という普遍

き︑篠ノ井地区唯一の有料老人ホーム

おります︒長野市からの許可をいただ
かな身体状況の確認を行いながら︑在

デイサービスセンターでは︑きめ細

有料老人ホームで︑定員

的なときの中で豊かな常識と生活感を持ち

となります︒利用者は篠ノ井地区︑信

てはいけないのです︒

あわせ共にあるべきだと思います︒

月

日から︑グループホーム

お気軽にお寄せください︒

名と

︵編集室︶

本広報紙についてのご意見等がありましたら

﹁コスモスだより﹂第１号をお届けします︒

ご利用者ご家族の皆様︑関係機関の皆様に

代表するコスモスが咲き始めました︒

に入ってようやく暑さはおさまり︑秋の花を

記録的猛暑が続いた今年の夏でした︒９月

編集後記

介護を目指します︒

満足感を得︑自信を回復できるような

らの役割を持っていただき︑達成感や︑

リハビリを行いながら︑ご利用者に自

間で︑料理や掃除︑畑仕事などの生活

年寄りの方と共に︑小さな馴染みの空

少ない枠ですが︑グループホームのお

も行うことになりました︒定員

コスモス長野では認知症デイサービス

また

を指導していきます︒

宅での生活に重点をおいた知識や運動

万ほどで利用できるようになっ

ルタワーがあ
り︑ここの談
話室からは美
しい北信の
山々が眺めら
れます︒また︑
施設の北東側
のすぐ近くに
市が計画して
いる素晴らし
い公園ができ
る予定です︒

―

だくと分かりますが︑真ん中にシンボ

施設の外観は完成予想図をご覧いた

ております︒

万〜

料も有料老人ホームとしては廉価な

ヶ月の利用

更地区︑大岡地区の方に限定されます

ＮＨＫ の﹁クローズアップ現代﹂に
おいて︑去る６月 日当施設について
全国放映されました︒

トピックス

れてみてください︒

です︒生活の中に取り入

然におなかが膨らむはず

れば︑吸ったときには自

中させます︒５秒くらいかけて息を吐きき

がら息を吐いて力を入れることに意識を集

群︶をキュッと締め︑おなかをへこませな

にはおなかをへこませる︒肛門︵骨盤底筋

を吸うときはおなかを膨らませ︑吐くとき

まずは腹式呼吸を意識してみましょう︒息

生活の中で体を動かすことが大切ですが︑

は自分で守る﹂という姿勢を保つことです︒

えなければいけないことの一つ﹁自分の体

か？超高齢社会を迎えるにあたって︑今考

体が健康であるために何かしています

が︑入所一時金も無く︑

ました︒

名となって

ンさせることになりました︒

識

しかし介護は生活者が対象です︒患者は安

知

いきいきとした生活を保つためには
今からできることを！

29

1

てどうしようか︑と思っている人たち
のお話を聞いて安心して暮らしていた
だくためのお手伝いをします︒
又︑脳卒中など大病をした後︑病院
から自宅へ帰って︑介護保険を使い始
める時にケアマネージャーの紹介をし
ます︒その他︑一般の人を対象に介護
教室を行っています︒内容はいろいろ
で認知症についての話や運動指導士に
よる運動︑音楽療法士による音楽療法︑
栄養士の話︑補聴器の話などを行って
います︒有線や回覧でもお知らせして
いますのでお気軽にお越しください︒
﹁介護保険て何？﹂﹁自分は今︑健康だ

の

―愛と思いやりの心で

介護老人保健施設コスモス長野医師

けど知っておきたい﹂と思う方も結構

4

健

3

酒井

千春

先生

天野 純 先生
医療法人コスモス協力医師
信州大学医学部教授
介護老人保健施設コスモスさいなみ施設長

清水

医療法人コスモス理事

理事長

清水

節子

先生

清水 剛 先生
医療法人コスモス理事
クリニックコスモス長野医師
クリニックコスモス長野院長

ですのでお電話ください︒私共がご自

15

有料老人ホーム完成予想図

1

介護老人保健施設コスモス長野施設長

矢島 忠 先生
介護老人保健施設コスモス長野医師

宅へ伺うことも出来ます︒相談にかか

介
当医療法人コスモスは、平成七年に設立以来今年で十二年目になります。
この間行政官庁並びに地域の皆様のご理解とご協力により多くの皆様にご利用を頂い
ており心から感謝申し上げます。
世界に類を見ない高齢化社会に突入した今日、私共の施設の社会的使命はますます重
要性を帯びております。
当施設の基本理念を申し上げます。
一 愛と誠をもって社会に奉仕する
二 やさしさと思いやりの心で人に接する
三 福祉・保健・医療を通して社会に貢献する
この理念を職員に徹底し、職員もそれを自覚して日夜ご利用者様にご満足いただける
ように努めております。
現在当グループは十四事業所（九施設）を開設しておりますが、来年度は更に篠ノ井
地域に有料老人ホームをオープンする予定であります。
ご利用者様、ご家族の皆様どうか今後もコスモスグループにご支援を賜りますようお
願いします。

35

10

医療法人コスモス理事長

る費用はありません︒秘密厳守︑中立

1

先生
健
清水

公正な立場で皆さんのお手伝いをさせ

30

10

山口 昭 先生
介護老人保健施設コスモス長野医師
介護老人保健施設コスモスさいなみ医師

医療法人コスモスの医師紹介

16

23

ていただいています︒

護
27

19
さて、医療は治療から予防へと行政指導され、介護も介護予防へと重点がシフトして
いますが、一般開業医の先生方は生活習慣病、メタボリックシンドロームの予防と訪問
診療に力を入れることになるでしょう。また療養病床を有する一般病院も療養病床を
万床から 万床に減らすという政府の方針に従って平成 年までに介護療養型病棟はす
べて老人保健施設や有料老人ホーム、特別養護老人ホームなどの介護施設に転換しなく
てはならなくなりました。
療養型病床がなくなり行き場がなくなると世間では風評が流れ、不安感が募っていま
すが、誤解もあります。療養型病床はなくなるのではなく介護施設に転換するだけでそ
のまま入所は可能なので行き場がなくなる理ではありません。
ただし転換された施設はいままでより医療度の高い入所者が増えることは間違いあり
ません。したがって介護施設においても医療度の高い方を受け入れることができる体制
を政府は考えていかないと十分な介護ができなくなり、その時は高齢者とその家族に不
安と不満が生じるので、あらかじめ制度の改善をしておかなければならないと考えます。
15

http://cosmosnet.or.jp
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026-285-2654
TEL

１

平成 19 年 9 月 9 日
医療法人コスモス
発行

長野市小島田町 380 番地

だより

〒381-2212

クリニック

コスモス長野別館

コスモス長野 3 階

コスモス長野 2 階

コスモス長野

山岸洋子

小沼洋子

山崎政子

中沢克子

堀内克子

山田こづえ

施設には沢山の職員が
チームで働いています。
今回は各フロアの代表
を紹介します。

副施設長

看護師長

お気軽に
声を掛けてください
!!

コスモスさいなみ

コスモス長野

ソーラン節

ボランティア活動

風林火山

長野市小島田町３８０

獅子舞

施 設

夏

の

祭 り

コスモスさいなみ

アニマルセラピー

長野市小島田町４４９

綿あめおいしいよ

車椅子ダンス

今年も各施設趣向を凝らした
夏祭りが行われました !

スイカ割り

射的

下伊那郡松川町
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