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医療法人 地の塩会

プライマリー歯科クリニック ニュースレター

プライマリー歯科クリニックは

今春、開業８周年を迎えます。

これからも地域医療のために頑

張る所存ですので、よろしくお

願い致します。

院長 李 容顯

写真：

院長（右）と 田中（歯科衛生士）

2015年 1・2月号

崎中先生

昨年は患者様の御役に立

、てたかどうか心配ですが

本年も精一杯治療に専念

致しますので、よろしく

。お願い申し上げます

澄川先生

看患者様のお話をよく聞い

て、一人ひとりに合った治

。療を提供していきたいです

よろしくお願いします。

高橋先生

本年も担当させていただく患

者様のお力になれるように、

精一杯頑張って参りたいと思

います。宜しくお願い致しま

す。

プライマリー便り

道満先生

皆様のすてきな笑顔が見られる

様に頑張りたいと思います。

前田河先生

本年も患者様に喜んでいただけま

すよう、頑張って治療にあたって

。いきたいと思います

五十音順
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楽しい介護事業所楽しい介護事業所

～キーワードは “遊びりテーション”～

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ歯科（以下プ ：利用者さんの定員と、現在の利用者数、スタッフの数を教えてください。）

田淵さん（以下敬称略 ：定員は１日あたり１０名です。利用者の数は曜日によってばらつきがあり）

ますが、土曜日は現在満杯の状況です。明るく元気なスタッフが５名、機能訓練士を含

めて７名体制でお世話しています。

プ ：営業日、営業時間、サービス提供地域を教えて下さい。

、 。 、 、田淵：月曜日から土曜日の 朝９時から夕方５時半までです サービス提供地域は都島区 旭区

このコーナーでは、前号に引き続き、地域で頑張っておられる施設のご紹介をさせ

ていただきます。今回は、都島区で昨年秋に新たにオープンされたばかりのデイサ

ービス施設「デイサービスはっぴぃスマイル」さんと「デイサービス庵こすもす」

さんのご紹介です！

スタッフと歓談する利用者の皆さん

「デイサービスはっぴぃスマイル」さんは昨

年１１月１日、都島区友淵町２丁目にオープ

ンされました。一歩足を踏み入れると、そこ

は清潔で明るい室内。スタッフの冗談にはじ

ける利用者の皆さんの笑い声からも、アット

。ホームな雰囲気がひしひしと伝わってきます

管理者の田淵智子さんにお話を伺いました。
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城東区、北区です。

プ ：施設の特徴を教えて下さい。

田淵：遊びながら楽しく身体を動かす“遊びりテーション”が運営のコンセプトであり、特徴で

もあります。内容ですが、全体としては、機能訓練士による健康体操を毎日１時間位実

、 。 、施しており 身体の状況を見てマッサージを行うなどの個別対応も行っています あと

三味線やマジックショー、音楽リトミックなども取り入れていますよ。

プ ：嬉しかったり、逆にご苦労されていることは？

田淵：利用者の方から 「家にいるより施設にいる方が楽しい、毎日でも来たい」という声を聞、

くと嬉しいですし、やりがいを感じます。

プ ：最後に、施設として心掛けてらっしゃること、また、目指す方向性は？

田淵：利用者の皆さんに中身の濃いケアを提供して、とにかく皆さんが満足して帰られることを

目指して日々のお世話に取り組んでいます。これから先の取り組みとしては、より多く

の人達に、さらに質の高いサービスを提供出来るよう努力していきたいですね。

プ ：ありがとうございました。

≪基本情報≫

事業所名 ： デイサービスはっぴぃスマイル

所在地 ： 大阪市都島区友淵町2丁目7番11号

電話/FAX ： 06-6955-8848

営業日 ： 月～土

営業時間 ： 09：00～17：30

サービス提供地域 ：都島区・旭区・城東区・北区

施設代表者（敬称略） ：坂本 文子

施設管理者（同） ：田淵 智子 施設管理者の田淵さん

お詫びと訂正

前号でご紹介した「えがおデイサービスセンター」さんは、正しくは「えがおデイサービス 、」

、 、「 」 、 、また 文中 ケアマネジメントセンターは１０年以上前にオープン とありますが 正しくは

「訪問介護は、１０年以上前にオープン」でした。お詫びして訂正いたします。



- 4 -

２２楽しい介護事業所楽しい介護事業所 そのその

～“自立支援 。自由にして頂くことが基本コンセプト～”

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ歯科（以下プ ：ずいぶん広いですね。利用者さん）

の定員や今現在の利用者数、スタッフの皆さんの数

を教えて下さい。

荒田さん(以下敬称略)：１日あたりの定員は１００名です

が、オープンしてまだ間もないので、今現在の利用

者さんの数は１日平均４０名強です。スタッフは介

護士や看護師、機能訓練士やケアマネジャーなどを

含め、１日あたり１５名ほどが利用者の皆さんのお

世話をさせてて頂いています 「要支援」の認定を受けた方もスタッフとして働いて頂いてま。

すよ。

プ ：営業日、営業時間、サービス提供地域を教えて下

さい。

荒田：月曜日から土曜日の朝９時から夕方５時までで、

祝日も営業しています。サービス提供地域は都島

区、北区、城東区、旭区、鶴見区を中心に大阪府

。 、 、内全般を視野に入れています 現在も守口 豊中

東淀川からの利用者さんもいます。

「デイサービス庵こすもす」さんは、昨年９月１日、都島区毛馬町５丁目にオープンさ

れました。玄関は落ち着いた和風のたたずまいで、一歩中に入ると、その広さに驚かさ

れます。 ゆったりとしたテーブル配置のそこかしこで、利用者の皆さんが楽しそうに

歓談される中、オレンジ色のＴシャツを着たスタッフ皆さんのきびきびとした動きが印

象的です。

広いスペースで歓談の様子

和の趣の玄関
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プ ：施設の特徴を教えて下さい。

荒田： 自立支援“の考え方をベースとして “自由にしていただくこと”を運営の基本コンセプト“ 、

にしています。

例えば、食事もバイキングスタイルで好きなものを食べたり、お風呂も大浴場にして好きな

時間に入っていただくようにしたり、利用者さんが自由に過ごす中で必要な部分をお手伝い

させていただくというスタイルを取り入れています。

、 、 、あと 看護師が日中在中していることで 医療度の比較的高い方でも受け入れが可能ですし

グループ内のクリニックとの連携による迅速な対応もできるようにしています。

プ ：施設として心掛けてらっしゃることは？

荒田：地域への貢献・開放・還元を心掛けています。施設内には「足湯 「菜園」などを設けていま」

すが、地域の方々にも開放して、利用者の皆さんとの交流の媒体としています。あと、医療

法人が母体ですので 「困っている人を助けていこう」ということを基本精神としています。、

利用者の皆さんのいろんな相談事に丁寧に対応したり、要望にも可能な限り柔軟な対応を心

掛けています。

プ ：最後に、今後の目指す方向性を教えて下さい。

荒田：地域の方々に対する“解放されたスペース作り”を通じて、地域社会とのより密接な関係を

構築していきたいですね。

プ ：ありがとうございました。

≪基本情報≫

事業所名 ：医療法人秋桜会 デイサービス庵こすもす

所在地 ：大阪市都島区毛馬町5丁目8－6

電話/FAX ：06-6926-0303/06-6926-0302

営業日 ：月～土（祝日含）

営業時間 ：09：00～17：00

サービス提供地域 ：都島区 旭区 城東区 北区

鶴見区 及び大阪府全般

施設代表者（敬称略） ：医療法人秋桜会 来島 泰秋

施設管理者（同） ：荒田 剛

施設管理者の荒田さん
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訪問歯科診療のご案内

ご自宅でご自宅で

歯科受診が歯科受診が

できますできます

食事をおいしくいただくことは、大きな喜びです。

また、高齢者にとって食欲を持つことは、体力を

保つために大切なことです。

口の中が痛かったり、入れ歯があわなかったり

すると、食欲も落ちてしまいます。

私たちは、皆さまが楽しい食生活を送れるよう、

お役に立ちたいと考えています。

通院困難な高齢者（あるいは障がい者）の方

のご自宅に、当クリニックから歯科医師が訪問

いたします。お気軽にご相談ください。

医療法人 地の塩会

プライマリー歯科クリニック
TEL 06-6926-0021〒534-0022 大阪市都島区都島中通3-11-8

FAX 06-6926-0023 http://primary-dental.com/ ﾒｰﾙ mail@primary-dental.com

歯科医師 担当表
年 月2015 1

李 容顯院長

月 前田河 悠美代
澄川 拓也
李 容顯院長

火 前田河 悠美代
道満 由美
李 容顯院長

水 道満 由美
澄川 拓也
李 容顯院長

木 崎中 勲
髙橋 直子
李 容顯院長

金 澄川 拓也
道満 由美

総入れ歯

ポータブルレントゲン 口臭測定器

歯と同じ色のかぶせ



土居

広域医療法人の本部での勤

務経験を踏まえ、人との繋

がりを大事に、フットワー

クの良さをセールスポイン

トにしています。

和田

看護師の資格があり、患者

さんの視点と医療従事者の

視点で日々の業務に当たる

よう心掛けています。

白井

誠実と根性がセールスポイン

トで、出来るだけ多くのケア

、マネさんと仲良くなれるよう

。日々の業務で心がけています

「ジョイリハ関目高殿 デイサービスセ
ンター」は大阪市旭区に位置する、機
能訓練専門のデーサービスです。2012
年1月にオープンされました。



和の趣の玄関


