
■矢木脳神経外科病院  
 〒537-0011 大阪市東成区東今里2-12-13 
 Tel.06-6978-2307  Fax.06-6978-2308 

    【脳ドックお申込み直通：Tel.06-6978-2337】 

■介護老人保健施設アロンティアクラブ  
 〒559-0014 大阪市住之江区北島2-7-32 
 Tel.06-6682-6620 Fax.06-6682-6630   
■矢木クリニック  
   〒559-0003 大阪市住之江区安立1-4-3 
 Tel.06-6675-6198  Fax.06-6675-0557 
■弘善会クリニック  
 〒544-0015  大阪市生野区巽南３−１６−２    
 Tel.06-6756-8687  Fax.06-6756-8617   

■グループホーム あろんてぃあ住吉  
 〒558‐0041 大阪市住吉区南住吉1-4-34  
 Tel.06-6697-8812 Fax.06-6697-8813   
■小規模多機能 あろんてぃあ住吉  
   〒558‐0041 大阪市住吉区南住吉1-4-34  
 Tel.06-6697-8811 Fax.06-6697-8813   

■デイサービスセンター ル・ロゼイ 
 〒558-0033  大阪市住吉区清水丘3-15-3 
 Tel.06-6672-1280  Fax.06-6672-4002 
■大阪市認可保育園 

   あろんてぃあきっず真法院町保育園 
 〒543-0041   大阪市天王寺区真法院町１番6号 

 Tel.06-6776-2243  Fax.06-6776-2263 
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■弘善会グループ 脳梗塞リハビリステーション 
 〒556-0016 大阪市浪速区元町1-2-17 

                              エスペラントビル 5階 

   Tel.06-6537-9075 Fax.06-6537-9076 

【お問合わせフリーダイヤル:Tel.0120-800-575】 

■老人ホーム紹介センター アロンティア 
 〒556-0016 大阪市浪速区元町1-2-17 

                              エスペラントビル 5階 

   Tel.06-6615-9781 Fax.06-6615-9798 

【お問合わせフリーダイヤル:Tel.0120-222-688】 

■グループ本部 
   〒559-0014 大阪市住之江区北島2-7-32 
   Tel.06-6682-6177   Fax.06-6682-6173    

 

■介護付有料老人ホーム あろんてぃあ・はうす住之江 
   〒559-0003大阪市住之江区安立1-4-4 
 Tel. 06-4701-9565 Fax.06-4701-9566    

■介護付有料老人ホーム こうぜんかい・はうす生野 
   〒544-0012 大阪市生野区巽西4-5-62 
 Tel.06-7650-6242  Fax.06-7652-0787 

■訪問看護ステーション アロンティア住之江 
   〒559-0003 大阪市住之江区安立2-7-2 宝楽トレジャー1F 
   Tel.06-6671-7435  Fax.06-6671-7436   

■ケアプランセンター アロンティア住之江  
   〒559-0003 大阪市住之江区安立2-7-2 宝楽トレジャー1F 
   Tel.06-6671-7435  Fax.06-6671-7436 

 

施設紹介 
弘善会グループ 脳梗塞リハビリステーション  所長［作業療法士］ 河村 公裕  

●今回は弘善会グループが運営する自費リハビリについて話を伺ってきました。 

「発症して10年。私でもよくなりますか？」 
 ご利用者様からこんな言葉を聞くことがあるそうです。「発症されてからの年数は関係

ありません。」そう話してくれたのは脳梗塞リハビリステーション所長でもありセラピストでも

ある河村公裕さんです。 

 麻痺をしている側の体を動かしたいというご利用者様の希望を聞いた時がリハビリの

スタート地点。ご利用者様の回復する能力をサポートし、発症から何年経っていてもご

利用様が“リハビリをしたい”と思った時がスタートと考えておられるそうです。 

 

―――外来や訪問など保険内でもリハビリを行うことができますが、自費リハビリとの違いはありますか？ 

 まず90分間、マンツーマンでセラピストが施術をするということが保険内診療と大きく違うところです。時間に余裕があるためご

利用者様と一緒にじっくりと身体に向き合いながらリハビリをすることができます。また回数も保険のように制限がないので月に何

度も施術を受けたい方、月の回数は少なくてもいいけれど、長くリハビリを続けたいなど個別のニーズに対応ができます。 

 

―――どのようなニーズのある方がここに来られていますか？ 

 介護保険を使って訪問リハビリを受けてはいるが、もっと長い時間マンツーマンでリハビリを受けたいという方もおられます。また慢

性期で医療としてリハビリを受けられないと言われた方もおられます。 

 リハビリに“これ以上必要ない”ということはありません。「リハビリをしなければ、今より悪くなってしまうのではないか」「このまま動か

なくなってしまったらどうしよう」そんなリハビリに対する様々な思いに耳を傾け一緒に取り組んでいます。 

 

―――最後に、この施設のリハビリに対する思いを聞かせてください。 

 時間をかけて個別対応できるシステムが当施設にはあります。麻痺側にも生活動作に参加する機会を作っていくことで、少し

ずつ脳が思い出してくれることがあります。そういう体験をこれからもご利用者様と共有できたらいいなと思っています。 

（文：塚本 真美） 
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新規事業として4月1日（木）スタート 

 4月1日（木）『老人ホーム紹介センター アロンティア』がスター

トしました。 『老人ホーム紹介センター アロンティア』は老人ホー

ム・高齢者住宅選びをお手伝いする紹介センターです。ご相談は

もちろん、施設見学の日程調整、同行、送迎なども無料でご利用

いただけけます。ホームページも公開しております。ぜひご覧ください。 

老人ホーム紹介センター アロンティア  

主任介護支援専門員研修修了 

 前年10月に受講を開始した全12回の主任介護支援専

門員研修を、この3月に修了することができました。 主任介

護支援専門員とは、他の介護支援専門員への適切な指

導・助言ができる役割が求められている、ケアマネージャーの

上級資格になります。資質の向上に努め、社会貢献を形と

して残していくことで5年後には胸を張って

更新研修に臨めるよう、これからも日々の

業務に励みたいと思います。（抜粋） 

ケアプランセンター アロンティア住之江 

『病院の実力 2021総合編』掲載 

 矢木脳神経外科病院が、2月27

日発売の読売新聞社『信頼できる病

院選びの決定版！病院の実力 

2021総合編』に掲載されました。 

 また、『信頼できる病院選びの決定

版！病院の実力 2021総合編』オン

ライン併載企画・病院広告（脳卒中

治療に実績のある病院）にも掲載さ

れています。併せてぜひ 

ご覧ください。 

矢木脳神経外科病院  

アンギオ（血管造影）装置リニューアル 

 矢木脳神経外科病院ではアンギオ（血管造影）装置をリニューアルし、オランダ・フィ

リップス社製の脳血管内治療用血管撮影装置Azurion7 B20/15を導入しました。

導入によって、クモ膜下出血や脳出血の原因である脳動脈瘤、脳動静脈奇形や血液

が詰まることにより起こる脳梗塞の診断だけでなく、即座にカテーテルを用いた治療を実

施することが可能です。  

 また、脳画像の表示・解析・処理を行う医用画像ソフトウエア(RAPID:米国製)も導

入し、急性期脳梗塞に対する血栓回収療法を的確な診断の下に安全かつ迅速に施

行することができます。  

脳神経外科統括部長 （脳血管内治療部 部長兼務）山田 圭一（医学博士） 

おやつにおはぎを手作り 

 手作りおやつにおはぎを作りました。一口

サイズで皆さん沢山召し上がられました。 

介護付有料老人ホーム  

あろんてぃあ・はうす住之江  

施設内が手作りの桜で満開 

 手作りの桜で満開になりました♪入居

者様皆さんで一つ一つ手作りした花びら

が大きな花を咲かせました。 

介護付有料老人ホーム  

こうぜんかい・はうす生野 

近隣の公園でお花見 

 久しぶりの外出で満開の桜を見るこ

とができて、良い笑顔で楽しんでらっ

しゃいました。  

グループホーム・小規模多機能 

あろんてぃあ住吉  

 ケアプランセンター  

 アロンティア住之江 

  所長 尾上  大祐 

弘善会クリニック（内科等・訪問診療） 

2月1日（月）に地下鉄南巽駅前に移転オープン 

 弘善会クリニックが2月1日（月）に地下鉄南巽駅前に移転し

ました。移転先は、以前の弘善会クリニックから徒歩で約15分ほど

です。 心機一転、今後も訪問診療・外来診療を更に発展させ地

域に根ざして頑張ってまいります。  

『大阪市社会福祉研究 第43号』に掲載 

 当施設リハビリテーション部職員(係長) 

理学療法士 渡辺 健太が参加している

「自立支援型ケアマネジメント検討会議」

実践報告が、『大阪市社会福祉研究  

NHK連続テレビ小説『おちょやん』 医事指導 

 矢木理事長が、地域社会に貢献すべく医療現場におい

て活動されてきた経験をもとに、NHK大阪放送局制作の

NHK連続テレビ小説『おちょやん』にて医事指導をさせてい

ただきました。 

・開催日時：2021年7月4日（日） 

・会場：大阪市中央公会堂  9:30～18:00 

※新型コロナウィルス感染症対策には充分に配慮し開催を

計画しておりますが、状況によっては開催のあり方を検討しお

知らせさせていただく予定です。 

施設内でお花見を開催 

 アロンティアクラブでは4月12日（月）、14日（水）に安全に配慮し屋上にて

お花見を開催しました。新型コロナウイルス感染症対策として、複数回に分けて

開催することで１回の参加人数を制限して行いました。 

 コロナ禍でも利用者様に喜んでいただこうと、当施設職員手作りの桜の木々で

皆様をお迎えし、とても楽しんでいただけました。 

矢木クリニック（小児科・総合診療科等・訪問診療） 

手作りのかわいい絆創膏シールを活用 

 矢木クリニック（小児科）では、お子様が少しでも予防

接種を怖がらずに頑張ってもらえるように、予防接種の時用

にアンパンマンやドラえもんなど・・・手作り絆創膏シールを活

用しています！お子様が喜んでくださるのはもちろん、保護

者の方にもお喜びいただいております。 

 矢木クリニック（小児科）では 

ネット予約も受け付けております。 

介護老人保健施設 アロンティアクラブ 

デイサービスセンター ル・ロゼイ 

短時間機能訓練を開始 

 デイサービスセンター ル・ロゼイ

では、4月から短時間機能訓練

を開始しました。医療法人弘善

会グループの経験豊富な理学療

法士、作業療法士による少人数

制で確かなメニューの機能訓練を

提供いたします！ 

 無料体験も随時募集しており

ますので、お気軽にお問い合わせ

ください。  

弘善会グループでは、こまめな換気、アルコール消毒はもとより 

職員のマスク着用の徹底、患者様・利用者様の社会的距離の

確保に取り組んでおります。  

季刊誌への掲載に同意いただけた患者様・利用者様のみ掲載

させていただいております。 

写真撮影時のみ距離を取りマスクを外させていただいております。  

矢木理事長 

第6回弘善会グループ学術大会 7月4日（日）開催予定 

第43号（2020

年12月発行）』に

掲載されました。  


