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東濃デイ
東濃デイ脳
デイ脳リハビリセンター
管理責任者

水野ひとみ
水野ひとみ

東濃デイ脳リハビリセンター管理責任者水野ひとみです。
昨年４月より医療法人ブレイン土岐内科クリニック脳リハビリセンターから、株式会社ザイタック『東濃デイ
脳リハビリセンター』の仲間入りをし、早くも１年が経ちました。それまでスタッフは私服で業務を遂行してま
いりましたが、この４月からは東館、西館と同じユニフォームを身にまとい、心機一転、日々の業務を邁進
いたしております。
先日、私は株式会社ザイタックの主催する勉強会にて、『学習療法とその効果』という題材でお話をさせ
ていただく機会をいただきました。学習療法のことをもっと多くの方に知っていただきたい、学習療法を行う
と、どんな効果があるのかを知っていただきたい。という気持ちが強くこれはチャンス！だと思いました。と
言いますのも、当脳リハビリセンターのお客様８４名中、認知機能向上又は維持されていらっしゃる方は６
６名、実に８１・４％にも上り、この事実を多くの方々にお伝えしたかったからです。私たちは確かなものを提
供させていただいていることを確信し、喜び更には、励みとなりました。
学習療法のポイントは、その方その方に合った教材を用いること、簡単な計算、音読を毎日の生活の中
に取り入れること、継続することが大切です。今現在も多くのお客様が楽しく『学習療法』を行い、認知機
能やコミュニケーション機能、身辺自立機能などに携わる大脳の前頭前野機能の維持・改善に尽力され
てみえます。
東濃デイ脳リハビリセンターはお客様の笑顔に支えられ、これからも『貢献・感謝・信頼』されるデイサービ
スを目指し精進してまいります。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
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効果」 ザイタック勉強会
ザイタック勉強会
くもん学習療法センター空閑氏と東濃デイ脳リハビリセンター水野さんを講師に、「人間の脳の不思議」「脳の活性化のコツ」など
を学び、参加者の方と実際に学習に取り組みました。また、日常生活のすべてにおいて、見守り・介助が必要であった方が、学習
療法により、時計を見て時間を正確に把握される、孫の塾の時間に早くいくようせかす。など生活の中で変化が見られた実際の
症例を紹介して頂きました。
「認知症について
認知症について」
について」 土岐市教育委員会
花の木大学全体学習において、長谷川理事長が講演されました。何を食べたか忘れてしまうのは「物忘れ」であり、食べた事
そのものを忘れてしまうのが「認知症」である。原因には色々あり、アポタンパクEフェノタイプという遺伝子により起こるものもある。
また、認知症はどこまで在宅介護が可能か。その人の状態における、社会資源・社会サービスについてもお話されました。
「認知症治療薬について
認知症治療薬について」
について」 愛知学院大学薬学部 臨床薬剤学講座
臨床薬剤学研究室において、長谷川理事長が勉強会を行いました。新たなアルツハイマー型認知症治療薬３品目が発売され
た。今まで国内に、認知症治療薬は一種類しかなかったため、選択肢が広がる事になる。軽度～中等度のアルツハイマー型認
知症の進行抑制に効能をきたすもの、中等度～高度のアルツハイマー型認知症の進行抑制に効果のあるもの。そして中には、
パッチ剤(貼付剤)が開発され、服薬してもらう事が難しい患者さんのご家族や介護者の負担軽減につながりそうである。
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医療法人ブレイングループ
株式会社ザイタック 担当 小森 / 倉田
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理事長 長谷川嘉哉

地域の方

H23.6.8（水）
14：00～15：45

下呂市
金山保健センター

金山町勉強会
「認知症の理解と地域医療とのかかわり」

理事長 長谷川嘉哉

一般の方

H23.6.26（日）
10：00～11：30

名古屋市
ウィンクあいち １０階
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出版記念講演会
「専門医が教える、ちょっと得するお金の話」

株式会社ザイタック
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岐阜県土岐市肥田浅野笠神町2-11-1
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東濃訪問看護ステーション

☎ 0572-54-0355

東濃デイサービスセンター松坂

☎ 0572-20-1199

東濃介護支援センター

☎ 0572-54-1171

東濃デイリハビリセンター

☎ 0572-54-1196

ナーシングデイ

☎ 0572-54-0355

東濃デイサービスセンター元町

☎ 0572-53-1010

東濃デイ脳リハビリセンター

☎ 0572-53-1101

東濃デイサービスセンター滝呂

☎ 0572-43-6696

東濃デイサービスセンター東館・西館

☎ 0572-54-1103
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東濃介護支援センター 主任ケアマネ
榎本しをみさんに、介護保険制度の使い方を教え
て頂きました。
介護保険制度は、市区町村が保険者となって運
営しています。40歳以上の皆さんは、加入者(被保
険者)となって保険料を納め、介護が必要となった
時には、費用の一部を払ってサービスを利用でき
る仕組みです。サービスの利用を希望する人は、
市の介護保険担当窓口に、本人や家族が申請す
るか、居宅介護支援事業者などに申請を代行して
もらうことが必要です。

長谷川嘉哉理事長 第２作目 ５月１８日発売
１８日発売！
日発売！

長年、医師として介護生活に直面し、お金にまつわる問題で苦しむご家族を
見てきました。
そこで、目の前の患者様に知識や知恵を提供していきたいと、ファイナンシャル
プランナーの資格をとりました。はっきりいって、介護は心持だけで済む問題で
はなく、「お金」の問題がついてまわります。
この一冊が、皆様の「転ばぬ先の杖」になれば幸いです。
お問い合わせ先
著者 ： 長谷川嘉哉
出版社 ： 学研教育出版
価格 ： ８１９円（税込）
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理事長 長谷川嘉哉

人はなぜ介護が必要になるのでしょうか？
今回は、介護が必要になる状態を疾患別に説明します。
介護が必要になる状態には、脳血管障害など急に必要となるケースと、認知症や癌などのように徐々に必
要になるケースに分けられます。
まず、急に必要になるケースとしては、循環器系の疾患です。循環器系の疾患は心疾患と脳血管障害に
分けられます。循環器疾患の特徴は、いずれも突然起こるということです。特に心疾患の場合、さっきまで元
気であったのに心筋梗塞で突然亡くなってしまうという事はあり得ることです。もちろん、救命されれば、身体
的な後遺症を残す事は少ないようです。
一方、脳出血や脳梗塞などの脳血管障害の場合、片麻痺といった後遺症を残す事が特徴です。この場合、
急性期治療を基幹病院で受けたあと、発症から6ヶ月までは慢性期病院でのリハビリが可能です。一般的に、
一人でトイレや入浴が可能であるかがポイントとなります。これらが自立していれば、自宅での療養が可能であ
ります。しかし自立していない場合は、介護者の有無により入所等も検討する必要がでてきます。
徐々に介護が必要になる場合には、認知症が代表的です。認知症の場合は、物忘れが中心である中核
症状に限定されていれば、介護サービスを受ける事で在宅での生活が可能です、しかし、幻覚・妄想・徘徊と
いった周辺症状が出現し、薬でのコントロールができない場合は、在宅での生活が困難となります。その場合、
在宅だけでなく介護施設でも対応が困難なケースがあり、時に精神科病院での対応が必要になる場合があ
ります。
癌の場合は、多くは血管病変に比べゆっくりとした経過をたどりますが、全く健康であったのに突然癌が発見
され1-2ヶ月という短期間で亡くなるケースもあります。この場合、病院に受診してすぐに入院となり、退院す
る事も少なく、介護が必要となる期間は短期間です。
しかし、通常の癌の場合は、基幹病院での治療が不可能となった場合は、疼痛を軽減する緩和ケアが中
心となります。この場合、入院より在宅での生活が長くなり、訪問診療、訪問看護、療養型通所介護といった
サービスを利用することで在宅介護をサポートします。患者さんの年齢等により対応は異なりますが、自然の
経過に任せることが、苦痛の軽減に繋がります。

介護が必要になる状態には、疾患による特徴があります。
特徴を理解した上での介護プラン作成が重要です。

