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新年のご挨拶
医療法人青木会

理事長 青木悟

明けましておめでとうございます。謹んで新年のお慶びを申し上げます。

2018年は3つのキーワードを掲げております。「心のこもった笑顔」「地域とのつながり」「発展」で

す。これらを実践することにより、皆様に安心していただける医療・介護を提供できるものと期待して

おります。

これまでの5年間、私たちはリハビリテーションを強化してまいりました。その中でリハビリテーショ

ンが、認知症に対しても良い影響を及ぼすことを経験することができました。この経験を活かし、私た

ちは認知症への対応を強化してまいります。青木中央クリニック外来における認知症の早期発見、認知

症対応型デイサービスでのケア、グループホームでの生活の構築、そして地域とのつながりを密にする

ことであらゆる状態に対応できるような体制を整えます。従業員一丸となって地域の皆様のお役に立て

るよう尽力いたします。

2018年が皆様にとってより良い1年でありますようご祈念いたしますとともに、本年も変わらぬご支援、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

私たちは 地域のみなさまの 良質で安心・安全な 医療・介護への求めに 「技」と「心」で応え

全ての人が満足し納得できる 医療・介護を提供いたします。

新入職員（常勤）のご紹介

現在募集中

・・・調理師、看護師（病棟、在宅診療、訪問看護、施設

等）、介護職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社

会福祉士（連携室）、精神保健福祉士、介護支援専門員、

医療事務

※いづれも勤務地はさいたま市・川口市内。

ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください！

TEL 048-423-0631 担当・・・事務次長 中原

相馬 光代（准看護師）

森 まりも（介護職） 清水 健（ドライバー兼介護職）

青木中央クリニック

中馬 由美子（ケアマネージャー）

あおぞら元郷

越渡 穂乃果（介護職）リハビリの家 柳崎

関口 多恵子（事務職）リハビリの家 北浦和

今 号 の 内 容
・診療案内 ・・・ 青木中央クリニック 歯科 診療案内

・あおきスタッフ紹介 ・・・ リハビリの家 川口元郷より

・現語 ”知ってほしいこの言葉” ・・・ その８ 「薄底・厚底」

・うすき理学療法士のミニ健康教室 ・・・ 「股関節の筋を鍛えましょう！～第１弾～」

・お知らせ

大運動会
リハビリの家 西浦和では昨年、施設内での運動会を開催しまし

た。写真からも熱気が伝わってきそうなくらい、楽しみながらご参

加いただきました。

リハビリの家 西浦和

作り方

簡単！！鶏団子生姜スープ

①白菜、人参を一口サイズに切ります。

②鶏ひき肉と材料の★を混ぜ込みスプーンで一口大に

丸めます。

③鍋に人参、白菜、水を入れ沸騰したら鶏つみれを入れ

る。

※鶏つみれは崩れやすいので混ぜすぎに注意。

⑤鶏つみれに火が入り、野菜が柔らかくなれば完成。

材料2人分

鶏ひき肉 100ｇ

人参 50ｇ

白菜 50ｇ

★すりおろししょうが 小さじ1

★刻みゆず 少々

★塩少々★片栗粉小さじ1

●水600ｍｌ

●鶏ガラスープの素 小さじ2

●塩 少々 ●醤油 小さじ1

寒い日が続いていますね。

疲れていると免疫力が落ちてしまい風邪のウイルスをも

らいやすくなってしまいます。

生姜は身体を温めてくれます。スープ等を飲んで温かく

して風邪を予防しましょう。管理栄養士 坂入美歩

杉本 真弓（介護職）リハビリの家 川口元郷

菊池 雅子（介護職）リハビリの家 西浦和

沼 雄太（介護職）あおぞら中央

青木医院 栖原 充子（介護職）

クリスマス会
昨年末、青木会の各施設でクリスマス会を行いました。その中で

職員による華麗なマジックショーが開催されましたので、その一部

を御覧いただきましょう。

青木会 各施設

寄席鑑賞会

青木会 合同レクリエーショ

青木会合同で

第2回合同レクリ

エーションとし

て、埼玉芸術劇

場で行われまし

た寄席を鑑賞し

ました。昼食も

美味しく、参加

者の皆様にもご

満足いただけた

ようです。



毎日少しずつでも

続けることが大切です！今号では サービス付き高齢者住宅【 リハビリの家 川口元郷】
（埼玉県川口市元郷5－24－7）の職員をご紹介します！

【名前】 杉本真弓 【出身地】 埼玉県

【職種】 介護スタッフ

【仕事で気をつけている事】

いつも笑顔でいる事

【ひとこと】

これからも笑顔で頑張ります。よろしくお願い

いたします。

【名前】 山野和広 【出身地】 鹿児島県

【職種】 ケアマネジャー

【仕事で気をつけている事】

笑顔、言葉遣い

【ひとこと】

29年8月からお世話になっております。私の良い所は

笑顔くらいしかありませんが、よろしくお願いします。

『股関節内転筋』
～股関節内転筋筋力強化+歩行の安定～

【やり方】

① 椅子に腰掛け、背もたれによりかからない

ようにし、膝の間にボールや丸めたタオル

などをはさみます。

② 膝と膝を近づけるように力を入れます。

5秒間力を入れゆっくり力を抜きましょう。

この運動をゆっくりと10回行いましょう。

① ②

『股関節内旋筋』
～股関節内旋筋筋力強化+歩行の安定～

【やり方】

① 椅子に腰掛け、背もたれによりかからない

ようにし、片方の膝を伸ばし足首を90度に

します。

② 膝を伸ばした方の踵を着けたまま、つま先

を外側から内側に回転させます。

※足の付け根から回転するよう心がけます。

この運動をゆっくりと片足ずつ10回行いましょう。

リハビリの家 東浦和
理学療法士 臼杵 壮志

②①

”知ってほしいこの言葉”
その八

”薄底・厚底”
…ランニングシューズのアウトソールの

特徴を表す言葉

今回は理学療法士としての視点からの寄稿です。お正月に駅伝中継を熱心に観戦された方が多

数いらっしゃると思います。また昨年放送されたテレビドラマの影響で、選手の足元に注目され

た方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。ドラマでは裸足感覚で走る薄底の靴が取り上げ

られました。その一方で、昨年福岡国際マラソンで３位の日本人選手、ハーフマラソン日本記録

を残した選手は厚底の靴を着用していました。果たしてどちらが良いのでしょうか？

端的に言えば「選手によります」。人はそれぞれ姿勢、フォームが異なります。靴が変わるこ

とで、身体の地面に対する重心の位置、地面への力の伝え方が良くも悪くも変化します。結果と

して速く走ることができるかもしれないし、ケガをしてしまうかもしれません。極端な例ですが、

速く走ることができる人がスケート靴を履いても、速く動けるとは限りませんよね。良い結果を

出すには、その人本来に合った靴を選ぶか、その靴を生かすフォームを身につける努力が必要な

のです。万人に合う魔法の靴は存在しないのです。

普段の生活においても少しの足元の違いで、歩きやすさや安定感が大きく変わります。新年の

始まりに、自分に合った「靴」を探してみるのはいかがでしょうか。靴を変える際は目的意識を

持つことと、十分な試し履きを！ 事務次長 中原大輔

目的を持って靴を選びましょう！

歯科部長の宮澤です。病院内に併設されている歯科として口腔内の多岐にわたる症例に真摯に

取り組み地域貢献を目指しています。医科と連携を図ることで、全身状態と向き合った診療を行

うことができます。ぜひ青木中央クリニックで安心・安全な歯科治療を受けてみてください。ス

タッフ一同お待ちしております。

また青木元気健診などの取り組みを通し、健康に対する意識の向上、食生活を笑顔にできるよ

うサポートいたします。今後ともよろしくお願いいたします。

青木中央クリニック

歯科部長 宮澤 俊介

月 火 水 木 金 土 祝

9:00～ 宮澤 宮澤 木村 木村 宮澤 宮澤

13:00 河野 川谷内 川谷内 （宮澤） 川谷内 川谷内

15:00～ 宮澤 木村 木村 宮澤 宮澤 担当医

18:00 川谷内 川谷内 （宮澤） 川谷内 川谷内 ～17:20

午
前

午
後

川谷内

担当医


