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志木市で、在宅医療・介護サービスを支える
頼れる仲間をご紹介するコーナーです。

訪問リハビリテーションってなに？

どのような人が対象になるの？

主治医が必要と判断した要介護認定
者などのお宅に、体操や運動、マッサー
ジなどによって、日常生活に必要な基本
動作を行い、機能の維持、回復を図る「理
学療法士」や家事や手芸、工作など日常
生活における作業動作を通じて、心身の
機能や社会適応力の維持、回復を図る
「作業療法士」などのリハビリ専門職が
訪問し、リハビリテーションを提供しま
す。

・歩けなくなってしまったので、個別の
リハビリを受けたい。
・自宅の浴槽をまたげなくなった。一人
でお風呂に入れるようになりたい。
・身体介助の方法を教えてほしい。
・リハビリを受けたいが、寝たきりのた
めセンターに通うのは難しい。
・自宅の階段を昇り降りできるようにな
りたい。
・外出できるようになりたい。など

昨年の夏に腰痛が悪化し日常生活に支障が出てきた
方のリハビリテーションを担当させて頂いています。
現在、痛みは軽減しており、日常生活には問題なく過
ごされています。現在のリハビリでは長時間の外出に必
要な筋力や体力を付ける事を目標に介入しています。
以前は精神的にも不安定で、処方されたお薬の服用も
しっかりとできていないような状況でしたが、看護とリ
ハビリスタッフの両方で介入し、精神状態の安定と服薬
管理ができるようになり、今では週 1 回のリハビリのみ
利用されております。
訪問看護からのリハビリの最大の利点である「いつで
も看護師が伺える」といった支援をうまく活用して頂い
児玉康行さん（理学療法士）
ている方です。いつでも看護師が来てくれる、そんな安
きらめき訪問看護
心も影響しているのかもしれません。
リハビリステーション

認知症の方は現在約 550 万人を突破し、2025 年には 700 万人
2030 年には 750 万人となり、65 歳以上の実に 5 人に 1 人となり
ます。認知症の方が増えれば社会的コストも大きくなります。し
かし、認知症をおそれる必要はなく、長生きすれば誰もがなりま
す。大切なことは、早期に発見し、進行をできるだけ遅らせるこ
と。中には治る認知症、例えば慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、
甲状腺機能低下症などもありますので、とにかくあやしいと思っ
たら主治医や高齢者あんしん相談センターなどに相談してくだ
さい。また、認知症の予防としては生活習慣病の管理が必須です。
運動療法を積極的に行うように心がけましょう。
国や自治体の「公助」、本人と家族の「自助」だけでは限界が
あります。支える人、支えられる人の枠を超え、地域で知恵を出
し合う「共助」社会が求められます。地域で安心して暮らしてい
けるよう、みんなで支え合うことが大切です。

福島力さん（医師）
福島脳神経外科・
内科クリニック
（朝霞地区医師会
志木支部）

認知症カフェは、認知症の方やその家族を中心に、医療や介護の専門職、地域の方
など、どなたでも自由に気軽に参加することができます。くつろいだ雰囲気の中でお
互いに交流をしたり、情報交換などができる「つどいの場」として、別名「オレンジ
カフェ」とも呼ばれています。
志木市では、高齢者あんしん相談センターや市民ボランティア、医療機関などが中
心となって、お住まいの地域ごとにカフェを開設しています。

認知症ｶﾌｪつどい
館・幸町地区
もの忘れカフェ
きんもくせい

志木市のオリジナルキャ
ラクター志木さん一家

オレンジカフェ
むねおかﾌｧﾐﾘｰ

おれんじカフェ

認知症カフェ
かざぐるま

長谷川雄一さん
（作業療法士）
ＴＭＧ宗岡中央病院
（埼玉県作業療法士会）

オレンジカフェ
おやじのうどん旬
みんなの
オレンジカフェ

詳しくは裏面を見てね！

認知症カフェ
なごみ

認知症カフェ
ＮＡＯ

認知症カフェ
杜のカフェ

認知機能面の低下を防ぐ「習慣」は自宅でも行えます。
具体的には、①昔のことを思い出す「回想法」 ②日常
生活動作や趣味の活動をする「作業療法」 ③好きな歌
を聴いたり歌ったりする「音楽療法」 ④パズルやドリ
ルを使って行う「脳トレ」 ⑤体操やストレッチをする
「運動療法」などは、認知機能の維持や向上に効果的と
言われています。また、認知症の方に対する普段の接し
方としては、
「驚かせない」、
「急がせない」、
「自尊心を傷
つけない」、「生活リズムを整える」、「褒める」という姿
勢を持つことが大切です！ 本人の意思を尊重し、やりた
いことを“楽しくやれる”環境づくりとコミュニケーシ
ョンを心がけることで、認知症の発症や予防、高齢者の
生活レベルを保つことにつながります。

令和元年 9 月 1 日現在
開催日時
開催場所
奇数月（第 3 土曜日）
14 時～15 時 30 分
むねおか
ファミリー
『TMG 宗岡中央病院』
（上宗岡 5-14-50）
第 3 金曜日
14 時～15 時 30 分
喫茶室
きんもくせい
『志木すだち』
（中宗岡 1-18-23）
第 1 木曜日
13 時～14 時
おやじの
うどん旬
『おやじのうどん旬』
（中宗岡 4-18-40）
奇数月（第 4 木曜日）
13 時 30 分～15 時
かざぐるま
『ブロン』
（本町 2-10-50）
6･10･2 月（第 4 日曜日）
10 時～12 時
NAO
『健康倶楽部志木幸町』
（幸町 2-4-16）
6・9・12・3 月（第 1 金曜日）
14 時～15 時 30 分
つどい
『高齢者あんしん相談センター館・幸町』
（幸町 3-12-5）
奇数月（第 4 木曜日）
13 時 30 分～15 時 30 分
なごみ
『スペース・わ』
（館 2-7-3）
カフェ名

おれんじ
カフェ

杜のカフェ

オレンジ
カフェ
みんなの家

費用

紹介・お問い合わせ

100 円

ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾀｯﾌを中心に歌や体操など
をしています。病気の相談や質問
もできます。
☎048-472-9211（地域医療連携課）

100 円

手作りおやつと折り紙を使った季
節感あふれる創作が大好評です。
☎048-485-2113（せせらぎ）

100 円

地域のうどん屋さんの一室でお話
しませんか？
☎048-485-5020（あきがせ）

無料

カラオケやピアノ演奏会なども企
画しています。楽しいひと時をお
過ごし頂けます。
☎048-486-0003（ブロン）

100 円

年 3 回、日曜日の開催です。
☎048-485-2416（健康倶楽部志木
幸町）

無料

介護者や家族が中心のｶﾌｪです。お
茶を飲みながら、介護に関する疑
問や不安をお話しましょう。
☎048-485-5610（館・幸町）

100 円

訪問診療や認知症の薬などミニ講
座も開いています。
☎048-487-3771（スペース・わ）

不定期開催
100 円
『志木の里＆志木ナーシングホーム』
（柏町 1-6-74）
第 1 火曜日（10 月お休み）
13 時 30 分～15 時 30 分
100 円
『志木市第二福祉センター（和室）』
（柏町 3-5-1）
不定期開催
13 時 30 分～15 時 30 分
100 円
『グループホームみんなの家・志木柏町』
（柏町 3-9-19）

クリニックが併設しているので病
気や介護のことなど相談窓口も設
けています。
☎048-487-9970（志木ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ）
珈琲や抹茶、お菓子があります。
地域の方の協力による作品。季節
に応じた飾り付けもあります。
☎048-486-5199（柏の杜）
直近では、令和元年 11 月 16 日に
開催予定です。みんなで楽しんで
頂きたいと思います。
☎048-470-6662（志木柏町）

【志木市高齢者あんしん相談センター】介護や医療、生活に関するご相談を承ります！
●ブロン 本町地区【048-486-0003】
●柏の杜 柏町地区【048-486-5199】
●館・幸町 館・幸町地区【048-485-5610】
●せせらぎ 宗岡北地区（宗岡中学校区）【048-485-2113】
●あきがせ 宗岡南地区（宗岡第二中学校区）【048-485-5020】

