
■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 
デイサービスセンター ル・ロゼイ     施設長  髙良 正嗣 

コロナ禍で運営打撃を受けたル・ロゼイ。 機能訓練強化を加えて更なる進化を遂げる。 

―――コロナ禍で、デイサービスの運営は全国的に打撃を受けていると思いますが、ル・ロゼイではど

うされていますか？ 

 今回の“コロナ”は21年間の運営の中で1番の試練です。大規模デイサービス並みの利用者様を

密にしないでサービスを続けることは正直大変だと思いました。うちはこの地域でも珍しく年末年始以外は年中無休で運営して

ます。「これをストップするわけにはいかない。」正直、頭を抱えました。利用者様には自粛を呼びかけ、利用人数を制限しながら

運営するにはどうすればいいのか。 

 運営を続けていけなければ一番困るのは利用者様です。課題はまだまだ山積みですが、職員一丸となって感染対策を徹底

し、明るく楽しいサービスを提供したいと言うのが今の率直な思いです。 

―――この“コロナ禍”を乗り切ろうと試行錯誤されている中で、何か気づいたことはありますか。 

 私ごとですが、開設当初からロゼイで勤めており、その後法人内の事業所をいくつかまわり10年ぶりに戻ってきました。「現在の

多様なデイサービス形態やコロナ禍で必要とされるサービスは？」という思いで居宅事業所を訪問させていただいた時に、住吉

区でのル・ロゼイの認知度が高く、また運営状況にまで関心を寄せてくださっていることに正直驚きました。「もっと頑張っていかな

ければ」という思いがさらに強くなりました。 

―――今回の“コロナ”がきっかけで新しく始めたことはありますか。 

 今まで行っていた企画・外出行事や集団活動ができない中で、改めて個々の利用者様のアセスメントをとることにしました。そ

こで見えてきたことは、コロナ禍における閉じこもりがちな生活の中での利用者様の心身の機能低下でした。その気づきや居宅

事業所の方々の声よりリニューアルしたのが、個別機能訓練の強化です。法人母体が医療法人であることもあり、昨今デイサー

ビスにも求められる機能訓練にも法人内の理学・作業療法士の協力を得られました。居宅事業所の方々に「さらに機能訓練

に強いデイサービスになっていきます。」とお伝えできるのは嬉しいことです。 

―――最後に、一番伝えたいことをお聞かせください。 

 密を避けて楽しく参加できるレクリエーションや専門性の高い機能訓練でより良く元気であり続けることができるル・ロゼイとし

て、利用者様の在宅生活の維持をお手伝いしていきたいと思っています。 

（インタビュアー：塚本 真美） 
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弘善会クリニック（内科等・訪問診療） 

研修医の先生が訪問診療の研修に来られました。 

 弘善会クリニックでは、大阪警察病院から研修医の先生が訪問診療や

外来診療の研修に来られました。研修最終日、感想をお聞きしたら「訪

問診療は楽しかったです。いい勉強になりました。」との感想を頂きました。           

病院に戻ってもコロナ感染に気をつけていただき頑張って下さい！研修お

疲れ様でした。ありがとうございました。 

看護部 訪問看護について  

 地域包括ケア病棟は3月から訪問看護を開始しています。

当院に入院されていた患者様のお宅へ訪問しています。 

 生活の様式は十人十色で病院で看護するときよりも、よりそ

の方の生活スタイルが分かり、その方の生活にあったサポートが

できることにやりがいを感じます。入院中は、生活環境が整えら

れており、食事で栄養バランスを整え、ADLを介助する人がす

ぐそばにいます。しかし自宅に帰ると、入院時にはなかった問題

がでてくることもあります。 

 本人と家族が望んでいることは何か、不安に思っていることは

何かを読み取って解決できるよう、かかりつけ医、ケアマネと連

携して支えていきたいと思います。また、病棟から訪問看護を

行っているため、訪問看護での気づきを病棟看護に活かせると

いう利点があると思います。 

矢木脳神経外科病院  

オンラインセミナー配信（医学の友社）  

 矢木脳神経外科病院 山田 圭一医師（脳神経外科統括

部長  脳血管内治療部 部長兼務 ［医学博士］）が、有

限会社 医学の友社ホームページにてオンラインセミナー（有

料）を配信。下記QRコードより無料ダイジェスト版動画を視聴

いただけますので、ぜひご覧ください。  

・無料ダイジェスト版「初めて脳神経外科に携わる看護師さん

へ ダイジェスト版」  

紫陽花を皆さんで栽培 

 梅雨の時期には皆さんで紫陽

花を育てました。花がある生活

は豊かな気持ちになれますね！ 

麻痺側の足指に対する施術の一例をご紹介 

 普段、短下肢装具を使用されていますが、最終

的に裸足での歩行獲得も視野に入れているため、

足関節や足指の随意運動にチャレンジしている所

です。ようやく、足関節や足指の随意運動が出現

してきており、ここからが勝負です！ 

グループホーム・小規模多機能 あろんてぃあ住吉  

父の日をお祝いしました。 

 父の日にはプレゼントと餃子でお祝いしました。なんと餃

子は、職員が見守り安全に配慮し、女性利用者の方々

が男性利用者のために腕をふるって作ってくださいました！ 

弘善会グループ 脳梗塞リハビリステーション 

看護部 マスキングテープを用いた貼り絵で院内を飾り付け  
 そのため病棟での退院支

援の質を上げその方の個別

性を大切にし、安心して自

宅で生活できるようサポート

していきたいと思います。  

地域包括ケア病棟  

主任 藤本 遥梨  

 当センターは老人ホーム・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。 

老人ホーム紹介センターアロンティア  

『健康寿命延伸プログラムの教科書』を発行  

 大阪市住之江区安立・敷津浦地域包括支援センタ―と共同で

発足した「安立・敷津浦健康応援プロジェクトチーム」にて『健康寿

命延伸プログラムの教科書』を発行しました。  

 この教科書は「介護保険証をまだ持っていない方」「介護保険証

を持っていてこれから介護保険サービスの利用を検討している方」を

対象にしており、読者がご自身でも健康寿命の延伸のためにはどん

なプランが良いのか考えられるように、様々なプログラム等を掲載して

います。     リハビリテーション部（係長）理学療法士 渡辺 健太  

ロータリークラブ  オンライン講演会開催  

 5月29日（土）矢木理事長が会長をされている大阪帝塚山ロータリーク

ラブがホストとなり、 コロナ禍における活動としてオンラインで『ロータリー希望

の扉プロジェクトー第１の扉ーオンライン講演会「アバターとコロナ後の社

会」』が開催されました。  

 会場のスイスホテル南海大阪では万全の感染対策が施され、矢木理事

長のご挨拶により始まった講演会ではCNNの「世界を変える8人の天才」に

も選出されておられる大阪大学基礎工学研究科 知能ロボット学者 石黒

浩教授による「アバターとコロナ後の社会」の講演が行われました。  

 ロボットの活用が人間の進化のひとつであり、ロボットをコミュニケーションの

手段に活用することでコロナなどの感染症の初期接触、自閉症へのアプロー

チなどに展望が見出せること、また地域活性化に向けて大阪万博への意気

込みなど80分に渡り語っていただけたことで、参加者はロボットを活用した持

続可能な社会への意識を新たにすることができた会となりました。  

 標記大会は2021年７月４日（日）大阪市中央

公会堂にて皆様の多大なご支援、ご協力のもと無事終

了いたしました。新型コロナウィルス感染症対策に充分

な配慮を行い、盛況のうちに終えることができましたことを

この場をもちまして厚く御礼申し上げます。  

在宅復帰に向けた取り組み  

 介護老人保健施設 アロンティアクラブ入所中 脳梗塞 

要介護５の方の在宅復帰について検討しました。住まい

が7段の外階段がある公営住宅で、階段昇降機という福

祉用具の活用をご家族様にご提案できるかどうか、アロン

ティアクラブのリハビリ職員と居宅ケアマネージャーの協働で

検討した様子です。  

ケアプランセンター  

アロンティア住之江  

所長 尾上 大祐  

ケアプランセンター アロンティア住之江 

矢木クリニック（小児科・総合診療科等・訪問診療） 

《予防接種日》 

毎週火曜日9:00〜10:30 

第2.3.4.5週金曜日9:00〜10:30 

感染予防の為、お時間を決めさせて

いただいております。ご了承ください。 

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。 

是非ご利用ください。▶ 

介護老人保健施設 アロンティアクラブ 

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 

予防接種や健診がんばったよ！※撮影は保護者の方に許可を得ております。  


