
利用者さんのギャラリー利用者さんのギャラリー

　昨年５月に刊行しました、こうかん訪問看護ステーション誌さざんかの第二号が完成しました。

　創刊号を発行したのが昨年5月、東日本大震災が起きて間もなくのことでした。

　2011年３月、あれから約一年が過ぎましたが、「もうそんなに前のことなのか」と思う反面、なかなか進まない現地の復興を

テレビで目にする度に「まだまだこれから」とも感じます。

　寒さも本格化してきますが、東北の冬の厳しさはこちらと比べものにならないでしょう。そのような中、日々を逞しく過ごさ

れている被災地の方々の努力と笑顔を教訓に、今日も自転車に乗って私たちは患者さん方のお宅に伺います。

　第二号の今回は、これから訪問看護をはじめとした医療福祉のサービスを利用しようとお考えの方向けに、介護保険につい

てご説明します。
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事務所は日本鋼管病院の敷地内にあります

　今回のギャラリーは、利用者さんがお作りになった俳句
と、それを筆に起こした作品をご紹介します。
　俳句を作られたのは、川崎区浅田にお住まいの内海さん
です。内海さんは群落の同人でもあり、お部屋には俳句の
季語集がたくさん並んでいます。一つの俳句を作るにも季
語集とにらめっこしながら丹精こめて作っておられるそう
です。
　俳句を清書して下さったのは大
島上町にお住まいの中野さんで
す。中野さんは定年後に習字を
始め、今では準四段の腕前！現
在94歳になられますが、その
力強く優しい筆づかいを見る
につけ、元気をいただける気
がします。

利用者さんのギャラリー

介護保険の使い方いろいろ介護保険の使い方いろいろ

介護を必要とする状態であり、申請して認定（要介護・要支援）を受けられた方が対象となります。
要介護（要支援）認定の結果により、ケアマネージャーを決めてから必要な介護サービス（ケアプラン）
の利用手続きをすることになります。

要介護（要支援）認定の結果が出るまでには、約１ヶ月程度かかります。実際に介護保険サービス利用
開始するまでには、更に時間がかかります。在宅では生活が心配な方、サービス利
用を考えている方は早めに要介護（要支援）認定を受けておくことをお勧めします。

介護保険制度のより詳しいサービス内容や利用方法などについては、
申請時に区役所にてご確認下さい。

一定の年齢に達した後に保険料を納め、６５才以上または４０～６４才の特定疾病の
方で病気や障害のために介護や支援が必要と認定された場合、在宅サービス・
施設サービスなどの介護サービスが利用できる制度です。

　介護保険ってどんなもの？　介護保険ってどんなもの？

　すぐ利用できるの？　すぐ利用できるの？

　誰でも利用できるの？　誰でも利用できるの？

住み慣れたご自宅で安心して療養生活が送れるよう、主治医の指示のもと、訪問看護師や理学療法士、
作業療法士がご自宅に伺い、心のこもった看護サービスをいたします。

「病気やけがで寝たきりの方」 「医療処置が必要な方」
「障害・難病・悪性腫瘍等で在宅療養を行っている方」
「主治医が訪問看護を必要とすると判断された方」
「この他に看護にお困りの方」
訪問看護を必要とされている方がご利用いただけます

日本鋼管病院に入院中の方 ．．．主治医または入院病棟の看護師長、医療相談室にお申し出下さい
医 療 機 関 に 通 院 中 の 方 ．．．主治医または担当ケアマネージャーにご相談下さい
その他の方 および お問い合わせ ．．．当訪問看護ステーション（下記をご覧下さい）までどうぞ介護保険・医療保険・各種公費をご利用できます

訪 問 日　月曜日～金曜日（土曜日を希望される方はご相談下さい）　
訪問時間　午前 9時 から 午後 4時30分　
訪問回数　1回／週（利用者さんの状態により週2～3回の訪問も可能です）
訪問時間　1回あたり30分～ 1時間30分（平均で約1時間訪問します）

こうかん訪問看護ステーションのご案内
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　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました
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族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました



①　介護保険被保険者証（６５才以上の方）

②　健康保険被保険者証（４０～６４才の方）

③　印鑑（本人及び家族のもの）を持参して下さい。

窓口にて申請書に、主治医（往診してくれる先生やかかりつけの先生）の医療機関
名・所在地を記入する必要があります。申請に行く前には必ず確認してください。

要介護認定で「要支援（１～２）」と判定された場合、地域包括センターで介護予防
サービス（予防給付）を受けることができますが、そのための「介護予防ケアプラン
（介護予防サービス計画）」を作成してもらう必要があります。

また、「要介護（１～５）」の認定を受けると、介護サービス（介護給付）を受けることが
できますが、同様に「ケアプラン（介護サービス計画）」の作成が必要になります。この作成の際、介護全般
を取りまとめ、一人ひとりにあった介護計画（ケアプラン作成）の代行や様々な相談に乗ってくれるパート
ナーがケアマネージャーです。

ケアマネージャーは居宅介護支援事業所（当ステーション内にも設置されています）に所属しており、地
域包括支援センターや区役所の介護保険課のデータを元に、実際に医療サービスを行う事業者（訪問看
護や訪問介護等のサービスを行う業者）を選ぶなど、患者さんとの橋渡しの役目もします。

要介護（要支援）認定の申請窓口は、住所を管轄する区役所の介護保険窓口となり
ます。

申請手続きは本人だけでなく家族などが行う事が出来ます。

●何よりも、「こちらの悩みや要望などの話をしっかり聞いてくれる人であるか？」が
重要です。「様々な疑問・サービスの変更などを気軽に話せる人柄かどうか？」や、
「臨機応変に対応して貰えるか？」 等も見極める基準になるでしょう。

　これらに疑問を感じた場合、サービスを受けている途中でもケアマネージャーを変更することができ
ます。

●利用したいサービスを決めたら、ケアマネージャーの経歴や保有している資格（医療系
や介護系の資格があります）についても聞いておきましょう。サービスに合った経験や資
格を持ったケアマネージャーならば、より良いケアプランを作成してくれるでしょう。

　手続きはどこで行うの？　代理の人でも大丈夫ですか？　手続きはどこで行うの？　代理の人でも大丈夫ですか？

　申請時に必要なものは？　申請時に必要なものは？

　ケアマネージャーってどんなことをする人？　ケアマネージャーってどんなことをする人？

　ケアマネジャーを選ぶときのポイント　ケアマネジャーを選ぶときのポイント

＊苺の栄養素＊
（食材100g当たり）

＊ビタミンC…………… 80mg
＊食物繊維 …………… 1.4g
＊カリウム…………… 200mg
＊ビタミンB1 ……… 0.02mg
＊ビタミンB2 ……… 0.03mg
＊鉄 …………………… 0.4mg

暖かい春は生命の息吹や輝きを感じる季節です。
旬な食材、  あさり と 苺 についてお伝えします。

苺苺
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り
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＊あさりの栄養素＊
（食材100g当たり）

＊鉄分 ………………… 7.0mg
＊ビタミンＢ１２……… 52.4μｇ
＊カルシウム ………… 80mg
＊カリウム…………… 140mg
＊亜鉛 ………………… 1.0mg

あさりの健康効果………………
　あさりのたんぱく質は、魚肉より脂肪量も低いことから、一般的に
は栄養価は低いように見られがちです。

　しかし、あさりには貧血と関係の深い鉄分・ビタミン１２が豊富に含
まれ、貧血気味の人や低血圧の人には最適な食材と言えます。

　近年注目されているアミノ酸の一種であるタウリンが含まれており、
血圧を正常に保つ働きの他、貧血の予防、血中コレステロールを減
少させ血液をサラサラにする、肝臓機能の促進など多くの効用が認め
られています。

苺の健康効果……………………
　苺の代表的な栄養素であるビタミンCは、果物の中ではトップレベ
ルです。中程度の大きさの苺を７～８粒食べれば、１日のビタミンC必
要量を十分摂れます。
　ビタミンCの肌・皮膚を若々しく保つ美肌効果はよく知られていま
すが、ビタミンCには、コラーゲンの生成を促し、しわを予防する作
用やメラニンの生成を抑えシミを予防する働きがあります。肌の悩み
を抱えている人には、おすすめの栄養素です。
　その他、ウィルスや細菌に対する抵抗力をつけてくれるので風邪を
予防したり、鉄分の吸収をしやすくしてくれる栄養素です。
　疲れやストレスを感じている人、運動量の多い人、タバコを吸う人
は特にビタミンCを消耗しやすいため、積極的に摂りましょう。
　ジャムやジュースにするなど、加工も楽しむことができる果物です。

美味しい苺の見分け方…………
＊ヘタの近くのところまで真っ赤なもの
＊種を覆い隠すように果肉がもり上がっているもの
＊苺の大きさに比べてヘタの小さいもの

美味しいあさりの見分け方……
＊黒いものより白っぽいもの
　（プランクトンが多いきれいな海で育ったため）

＊模様がはっきりしていて平たいもの
　（栄養豊富な場所で育ったものは、
　 殻より身の成長が早いため中身がたくさん詰まっている）

＊しっかりかみ合わさっている
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す。中野さんは定年後に習字を
始め、今では準四段の腕前！現
在94歳になられますが、その
力強く優しい筆づかいを見る
につけ、元気をいただける気
がします。

利用者さんのギャラリー

介護保険の使い方いろいろ介護保険の使い方いろいろ

介護を必要とする状態であり、申請して認定（要介護・要支援）を受けられた方が対象となります。
要介護（要支援）認定の結果により、ケアマネージャーを決めてから必要な介護サービス（ケアプラン）
の利用手続きをすることになります。

要介護（要支援）認定の結果が出るまでには、約１ヶ月程度かかります。実際に介護保険サービス利用
開始するまでには、更に時間がかかります。在宅では生活が心配な方、サービス利
用を考えている方は早めに要介護（要支援）認定を受けておくことをお勧めします。

介護保険制度のより詳しいサービス内容や利用方法などについては、
申請時に区役所にてご確認下さい。

一定の年齢に達した後に保険料を納め、６５才以上または４０～６４才の特定疾病の
方で病気や障害のために介護や支援が必要と認定された場合、在宅サービス・
施設サービスなどの介護サービスが利用できる制度です。

　介護保険ってどんなもの？　介護保険ってどんなもの？

　すぐ利用できるの？　すぐ利用できるの？

　誰でも利用できるの？　誰でも利用できるの？

住み慣れたご自宅で安心して療養生活が送れるよう、主治医の指示のもと、訪問看護師や理学療法士、
作業療法士がご自宅に伺い、心のこもった看護サービスをいたします。

「病気やけがで寝たきりの方」 「医療処置が必要な方」
「障害・難病・悪性腫瘍等で在宅療養を行っている方」
「主治医が訪問看護を必要とすると判断された方」
「この他に看護にお困りの方」
訪問看護を必要とされている方がご利用いただけます

日本鋼管病院に入院中の方 ．．．主治医または入院病棟の看護師長、医療相談室にお申し出下さい
医 療 機 関 に 通 院 中 の 方 ．．．主治医または担当ケアマネージャーにご相談下さい
その他の方 および お問い合わせ ．．．当訪問看護ステーション（下記をご覧下さい）までどうぞ介護保険・医療保険・各種公費をご利用できます

訪 問 日　月曜日～金曜日（土曜日を希望される方はご相談下さい）　
訪問時間　午前 9時 から 午後 4時30分　
訪問回数　1回／週（利用者さんの状態により週2～3回の訪問も可能です）
訪問時間　1回あたり30分～ 1時間30分（平均で約1時間訪問します）

こうかん訪問看護ステーションのご案内

ご 利 用 で きる 方

お 申 し 込 み は

訪 問 に つ い て
？？

さいか屋さいか屋

エスパエスパ
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　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました
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