日 本 理 学 療 法 士 協 会﹁ 笑 顔 を あ き ら め な い ﹂

写真コンテスト
﹁佳作﹂受賞
以前の記事でご紹介した写真ですが︑とても感動した等の多くの良い反響を頂
いたため︑日本理学療法士協会が主催する﹁笑顔をあきらめない﹂写真コンテス

お孫様の結婚式に
出席したい
御年 歳︒小児科医として一筋 歳
まで勤務していました︒お孫様は小児

ラシクアーレ ×
脳梗塞リハビリセンター

脱水予防に必要な事など医学的要素を

ぜ脳梗塞が多くなるのか﹂をテーマに

ラシクアーレ看護師の椎葉が﹁夏にな

に勉強会を開催しています︒今回は︑

センターにてケアマネジャー様を対象

毎月︑同グループの脳梗塞リハビリ

ｍｌの小さいペットボ

水分補給してもらうために

②血圧低下↓脳への血流を滞らせる

にくくなる↓末梢血管で詰まる

①血栓ができやすくなる↓血液が流れ

汗をかく↓脱水↓血液の水分量不足

脳梗塞が夏に多くなる理由

﹁
夏 になぜ脳梗塞 が
多く なるのか﹂

科医として働いている姿を見て﹁おじ
いちゃんのようになりたい﹂と医師を
志し︑小児科医としての道へ進まれて
います︒ 本人様はもともと寡黙な方で
すが︑﹁今度︑孫の結婚式があるから
参加したい﹂と初めてご自身の希望を
おっしゃる場面がありました︒その日
から結婚式に参加できるよう本人様と
含めてお話させていただきました︒
訪問時に
本お渡ししております︒
口で

回︑この量を飲めたら

介護保険事業所番号：4360190591
熊本市東区健軍1-37-6.2F
TEL：096-288-4271／FAX：本部共通

トルを
時間に

良いと毎回説明し︑蓋をあけ

～
もその場で飲用していただきます︒
そうすることで︑ご利用者が自ら水
分補給を行えるよう︑視覚的・心理
的効果を促しております︒

このサイズなら
飲めそう

蓋があいているから
飲まなきゃ

勉強会を随時開催してお
ります！
ケアマネジャー様︑セラピスト向けに勉強
会を開催しております︒毎月 回ずつ開催し
ており︑どれも皆様よりご好評いただいてお

セラピスト向け

ります︒参加のお申し込みは左記までよろし
くお願いいたします︒
ケアマネジャー様向け

サテライト
訪問看護ステーション ラシクアーレ

リハビリに取り組みました︒

結婚式当日︑体力面が心配されてい
ましたが︑式が始まると心配をよそに
終始お孫様の晴れ姿を眺めておられま
した︒ 式の最後に設けてあるお見送り
の時間には︑お孫様も涙を流し本人様
へ駆け寄り︑プレゼントを渡す場面が
ありました︒本人様は感情表現が苦手
な方ですのでうつむきかげんでした
が︑﹁ありがとう︒孫のきれいな姿が
みることができて本当に嬉しかった﹂
と︑照れ隠しの表情をされており︑そ
れが逆に本人様らしいと感じていま

周年記念として︑

熊本県民テレビ他︑九
州各地の放送局より同
時にテレビ取材をお受
けし︑その様子は 月

○日に﹁てれびた﹂に
て放送されますので是

スをお届けしてまいりたいと思っております

ました︒これを機に多くの皆様に弊社サービ

支払い方法について︑分割払いが可能となり

た︑これまでご要望の多かったプラン料金の

年を迎え︑人気の初回体験が無料となり︑ま

脳梗塞リハビリセンター自体も 月で 周

多数のご要望にお応えし︑
プラン利用がしやすく
なりました

非ご覧ください！

汗をかいていなくても気づかない内に脱水症状を引き起こしている場合があります。

96

す︒そんな姿を撮った一枚です︒

訪問看護ステーション です。

周年記念のテレビ放送
もございます！

石井リハビリクリニック

ので︑まずはお悩みなどをお気軽にお問い合
わせください︒

食事場面での上肢機能
車椅子移動から実用的
一本杖歩行になった一例
歩行障害に対する
アプローチ

熊本市中央区琴平2-6-44.3F
TEL：096-288-2778／FAX：096-288-2343

2

10月11日 木 11月14日 木 12月19日 木

9月末日まで‼

脳梗塞リハビリセンター

1
4 トークにて申込み
3 追加

2019年

2019年

2019年

2 QRコード
＋
ホーム (右上)

通常15,000円の体験料金が今だけ無料

LINEから

セラピスト・看護師が在籍する訪問看護・リハビリに特化した

90

受賞したことをご報告

トに応募させていただきました︒結果は︑多くの応募作品の中から﹁佳作﹂を受

利用頂いており︑続々とお喜びの声
を頂いております︒様々なお客様の
お声は にも掲載しておりますので
是非ご覧ください︒

1

・氏名
・所属
・資格
・経験年数
山田 花子

実施中

1

脳梗塞リハビリセンター

・QRコード または LINE検索「脳梗塞」と検索
・友達登録後、トーク画面から申込み

LINE＠

無料 体験

熊本市中央区大江4-2-1 イオン熊本中央店2F
TEL：096-327-9810／FAX：096-327-9809

大江：イオン熊本中央店2F(元大江ダイエー)

250

1

3
プロが教える認知症と
運動の関係性について
支援において障壁と
なりやすい
高次脳機能障害について

11月 20

「気になる !
脳梗塞リハビリセンターについて」
～今までの実績報告・
利用シュミレーション～

10 月16

アルコール→利尿効果→水分排出
エアコンが効いた部屋→乾燥状態

3

12月18日

水
2019年

日水
2019年

2019年

日水

お急ぎ下さ
い

お電話にて
TEL：０９６-３２７-９８１０
お問合せ下さい

10

水分が身体全体に浸透するには、15~20分程度かかります。
汗をかいていなくても早め早めに、そしてこまめに水分補給を行いましょう!!

念!
記
年
1周

1

1

Q 水分補給は、 汗をかいた時に飲めばいいのか？
▲▶テレビの取材を受けられるご利
用者様。
5

詳細はコチラ
http://www.senstyler.com/noureha/kumamoto.html

賞し︑ご本人様をはじめご家族様も喜んでいただきました︒

保険外サービス です。
受けられる脳梗塞に特化した

日頃よりご愛顧いただきありがと
うございます︒この度︑脳梗塞リハ
ビリセンターイオン熊本中央店は

月 日で 周年を迎えました︒熊本

8

県内のみならず︑県外よりも多数ご

27

9

8月27日で
を迎えました!!
イオン熊本中央店
2時間マンツーマンでのリハビリが

カメラで
読み込む!!
1

HP

検索
脳梗塞 リハビリ

孫の花嫁姿が見たくて

脳梗塞リハビリセンターイオン熊本中央店は

free paper vol.22

SENSTYLE MAGAZINE
free paper vol.22

SENSTYLE MAGAZINE

熊本城マラソン
熊本城マラソンに挑戦‼
step up

昨年より、ホコルご利用者の方で「熊本城マラソンに出てみたい」との声がありました。そ
こで今回2020年2月16日(日)に開催される熊本城マラソンの復興チャレンジファンラン(約3㎞)に

挑戦することになりました！ホコル健軍ではこれを全力でサポートする為に、理学療法士を中
心として身体機能の改善や体力向上、メンタルサポートを行っていくことになりました。

の完走を目指して

②歩き方の改善

半身の機能障害や感覚障害によりアンバラン
スな歩容になります︒
個別リハビリにより筋緊
張の緩和︑
立位による重心の捉え方など︑
様々な
視点でアプローチし︑
体に負担のない歩き方を
指導！

ケアマネジャーとの連携で
サポート体制を強化！

実際にケアマネ

ジャーと共同で目

標設定︒
多職種によ

る立場の視点を活

かし︑
意見交換しな

がら一人のご利用

者に対してアプ

ローチを行います︒

ご利用者の意気込み

出現し︑
歩行の妨げになっています︒

が動かせなくなっています︒
歩行の際に痛みが

脳卒中の後遺症で肩関節が拘縮し︑
満足に肩

に進む為︑
一つの区切りとして熊本城マラソン

事に復帰するまでに至りました︒
次のステージ

けるようになり︑
デイサービスに通いながら仕

の状態でした︒
それからリハビリに専念し︑
歩

私は数年前に脳梗塞を発症し︑
最初は車椅子

体力の向上を図っています︒
現在では自宅での積極的な

日々のケアが必要になるため︑
ホームエクササ

に挑戦することにしました︒
一人では難しい挑

③肩の痛みを軽減

散歩を実施し１㎞の歩行が可能に！

イズを提案しました︒
簡単なストレッチや筋力

りと頑張っていきます︒

遂げることができると信じて︑
本番までしっか

戦でも︑
周りの方々に支えてもらうことで成し

ホーム
エクササイズ
の指導中…

訓練をご自宅で行ってもらっています！

基礎体力向上で屋外での長時間
歩行を可能に

③肩の痛みを軽減

②歩き方の改善

①基礎体力向上

い︒
﹂
その夢を実現する為︑
まずは目標設定を行いました︒

もやりたいことを諦めたくない︑歩いてでも完走した

障のない歩行動作は可能となっています︒﹁病気になって

となってしまいました︒
現在は杖を使用し日常生活に支

高松さんは脳梗塞を発症し︑﹁走る﹂
という動作が困難

!

ルームランナーやエアロバイク等の機器を用いて基礎

‼

3
km

開
催！

サマーマルシェ
来場者約

初となる サ
月 日に KIDS AREA
｢ マーマ

制作した花火や海をテーマに様々な生き物を作

制作物を︑ラポァレの子ども達は日々の活動で

チャレッジの子ども達は絵の具を使った合同

り展示しました︒日頃の成果を多くの方々に見

とは︑夏祭りイベントの一環として︑子ども

ていただき︑一つの達成感を感じる事ができま

ルシェ を
｣ 開催致しました︒サマーマルシェ

達が季節の行事に触れ・体験する事で文化を

KIDS

学び︑家族との交流を深める事を目的として

頂く事でコミュニティ形成を広げ︑
の取り組みを少しでも多くの方に知っ
AREA

ていただく機会を作れたらと思い企画しました︒
初開催となったサマーマルシェでは︑豪華

景品が当たる抽選会やかき氷・ピザ︑射的や

ヨーヨー釣り︑出店に協力して頂いたソウル

キッチンのタコライスやラニゲートのスムー

ジー等︑様々なブースがあり︑園の関係者だ

けでなく︑地域の方も多く足を運んでいただ

制作を
頑張りました‼

した︒

3

き︑来場者約 名の大盛況となりました︒

した‼

ま
ありがとうござい

、

てるよう尽力してまいります︒

思っております︒来年も地域の皆様のお役に立

非常に有意義な時間となりスタッフ一同心から

の子ども達の笑顔や家族との関わりに癒され︑

て頂いた皆様には誠に感謝申し上げます︒沢山

頂きました関係各所の皆様や猛暑の中︑来場し

おかげ様で大変な賑わいとなり︑御協力して

たくさんのご来場

8
います︒また︑地域住民の方々にも参加して

300名‼
300

ホ

18カ月

24カ月
（2年後）

30カ月

早期的・長期的に 筋力 がUP

弊社の総合事業では、
より専門的で高強度の
トレーニングを受けて頂けるように、
プロのトレーナーが担当させていただきます。

お気軽にお問い合わせください‼
ウォークラン健軍店 ( 熊本 )

〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍1-37-6
月～金（祝日含む）午前：9：30～11：30/午後：14：00～16：00

096-234-8088

TEL:
ウォークランイオン乙金店 ( 福岡 )

〒816-0902 福岡県大野城市乙金3-23-1
月～金（祝日含む）午前：9：30～11：30/午後：14：00～16：00

092-586-6636

●要支援1・2●事業対象者
●要支援1・2●事業対象者

全国のモデル事業 を目指します！

（1年後）

総合事業 ︵単独型︶

12カ月

歩行リハビリセンターHOKORUのご利用者100名に対する
3年間に渡る研究結果より

TEL:

チ

敬 老 の日
Health ﬁtness club walkrun

100%

６カ月

日の敬老の日︒
キッズエ

総合事業 ( 単独型 )

要支援2

初月

月

要支援1

110%

90%

リアの子ども達がホコル健軍に訪

問して︑
利用者の方々にお花をプ

レゼントをしました︒
子ども達は

初めてお会いする利用者の方々に

緊張しながらもばっちりお花を渡

していました！突然のサプライズ

UP!!!!

120%

を利用者の方々も喜んでいただけ

ました︒

高齢者のトレーニングは
﹁継続﹂
が重要です

!!

トレーニングで筋力が格段にUP

130%

16

を 介護保険内 で実現!

今話題の
140%

9

