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Hello!

「自分の時計」150号はいかがでしたか？ 150号特集
記事を書くため過去の院内だよりを読み、突撃取材の
新婚インタビューや当時の病院行事の様子、新人手記
などとても興味深かったです。今回の150号もそんな
風に読み返していただけたらうれしいです。（藤巻）
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　こんにちは！　私たちは甲州リハビリテーション
病院バレー部です。
　部員は、看護師・リハスタッフ・事務職員など、病
院で働く様々な職種から集まった有志メンバーで構
成されています。バレー経験者に限らず未経験者
もいる中で、職種の違いを越え、交流を深めながら
日々練習を行っています。
　毎年7月に、山梨県民間病院協会主催のバレー
ボール大会が開催されており、今年は甲州リハビリ
テーション病院を含む山梨県内の10病院が参加し
ました。当日は練習の成果を存分に発揮し、優勝を
目指してがんばりましたが、惜しくも2回戦で敗退
となりました。この悔しさをバネにして、来年の大
会に向けてがんばります！
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外来リハビリ
部門

　外来リハビリ部門では、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・
社会福祉士・臨床心理士がチームを組み、在宅生活をサポートしています。
　最近では病院の機能分化がより明確となり、入院期間も短縮化しています。その
ため、在宅生活を支える継続した医療の重要性が高まっています。
　外来リハビリの役割は、安定した日常生活を可能にし、生活能力の範囲をより拡
大させ、地域活動の参加や就業へつなげていく支援を行うことです。山梨県内で
外来リハビリを行う医療機関は少ないため、当院を退院した患者さんのフォローだ

けではなく、急性期病院やかかりつけ医など県内
全域からご紹介いただいた患者さんも受け入れ
ています。
　対象となる患者さんの疾患や障害は多岐にわ
たり、生活背景や利用可能な社会資源も複雑で
す。外来リハビリの限られた時間の中で個人課題
を支援するには、迅速な判断や対応が必要となる
ので、チーム一丸となって取り組んでいます。

ご自由に
お持ち
ください



　甲州ケア・ホームの事業は大きく二つに分かれており、施設での生
活を通し、在宅復帰を目指す施設サービスと在宅生活の支援を行う在
宅サービスがあります。
　甲州リハビリテーション病院を退院した後も安心した生活が送れる
よう、グループでサポートができる体制を整えてあります。

Q  入院する前はどのような生活を送っていたのでしょうか。
　もともとは母と妻との3人暮らしで、15年ほど2人の介護をし
ていました。その2人が亡くなった後は一人暮らしをしていて、
介護保険サービスから通所リハビリ、通所介護、訪問介護を利用
していました。その訪問介護の ホームヘルパーさんが私の体調
の変化に気づいて、娘のところに電話をしてくれました。受診を
したら肺炎で即入院でした。

Q  どのような入院生活を送っていましたか。
　入院当初は歩けないし、手も動きませんでした。でも悔しいな
と思ってね。リハビリの中で手すりにつかまって立ってみようと
思ったら、少し立てたんですよ。そこからやる気が出てきました。
　最初は、「歩けないから一人暮らしは厳しいね」なんて話をして
いたけれど、段々動けるようになると「もしかしたら家に帰れるん
じゃないか」と思いリハビリを頑張りました。
　歩けるようになってからは、外を歩く練習をたくさんしました。
あれでだいぶ自信がつきましたね。6階のリハビリ室に行くたび
に良くなっているものだから、みんなびっくりしていましたよ。
娘もね、「ここまで良くなるとは」と驚いていました。

Q  印象に残っているリハビリはありますか。
　私は料理が好きなので、調理訓練は楽しかっ
たです。みんなでエプロンを着けておすいとんを
作りました。

Q 退院先として甲州ケア・ホームを選んだのは
 なぜですか。
　自宅へ戻るには、もう少しリハビリの継続が必要だな
と感じていました。そのとき、いろいろな施設を見たの
ですが、 ここの設備が一番いいなと思いました。あと
は、母と妻の介護をしているときに利用していたので馴
染みがありましたね。

Q 甲州ケア・ホームを退所後はどのような
 生活を送っていらっしゃいますか。
　今は通所リハビリを週2回、訪問看護を月2回、訪問
介護を週2回利用しています。通所リハビリでは、機械の
リハビリをやったり外を散歩したりしています。最近は
川柳も始めました。実は新聞にも掲載されたんですよ。
　ヘルパーさんには家の掃除と買い物を頼んでいます。
1時間ほど頼むだけで他は娘が手伝ってくれています。
　あとは、毎日の日課で朝の体操をしています。通所リハ
ビリの担当さんから「体を動かすことはいいことだよ」と
教わってからは、15分ほど自分なりに考えてやっているん
です。4月頃は左腕が全然上がらなかったのに、今はだい
ぶ良くなって上がるんですよ。

Q 今の生活での楽しみやこれから
 やりたいことはありますか。
　料理が好きで、朝ごはんだけは自分で
作っているんです。ぬか漬けも自分で作っていて、他に
も何か作れたらいいなと思っています。
　あとは、旅行に行きたいなと思っています。昔トラック
の運転手をしていて、北は青森から南は出雲までね。懐
かしいところを巡ってみたいなと思います。東京スカイ
ツリーも見てみたいですね。娘も
見たいって言っていたものでね。

Q 最後に入院患者さんに
 一言アドバイスをお願いします。
　やはりやる気だと思います。リハビリのスタッフが言
うから仕方なくやるのではなくて、自分からやろうとい
う気持ちが大切です。

本日は
どうもありがとうございました。

これか
らも元気にお過ごしください。

施設入所、短期入所
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、訪問介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
通所リハビリ、認知症対応型通所介護、
居宅療養管理指導

施設サービス
在宅サービス

主な
事業

甲州ケア・ホーム在宅支援センター

退院患者
渡辺  仟一様
インタビュー

特集1

　今回ご紹介する渡辺仟一さんは、肺炎を
発症し、廃用症候群※で当院に入院されまし
た。入院当初は車いすの使用もままならな
い状態でしたが、懸命なリハビリもあり、現
在は多様なサービスを使いながら自宅で生
活をしています。
　自宅での生活が再開できるか否かの状況
をどう乗り越えてきたのか、入院から退院後
の生活を詳しく伺いました。
※廃用症候群：長期にわたる安静状態や、活動性の低下に

よって生じた身体の機能低下

　　

こんにちは！
お元気です

か？

▲左からOT初鹿、渡辺仟一さん、OT平原
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❶きのこは食べやすい大きさに切っ
ておく。Aの大根に菜箸で穴を
あけ、唐辛子を差し込んだらすり
おろしてもみじおろしを作る。

❷きのこ3種を網で焼き（グリルで
も可）焼き目が付いたら取り出
し、Bの調味料に漬けておく。

❸フライパンを火にかけ、サラダ油
をひく。十分に加熱したらサー
モンを入れて焼き目をつける。
両面行い、火が中まで通らない
ように注意する。適当な大きさ
に切り分けたらCに漬けておく。

❹ごはんを器に盛り付け海苔をか
け、きのこ類とサーモンをのせ、
あさつきを散らして出来上がり。

管理栄養士は「食」や「栄養」の専門的な知識を生かし、健康に
生活できるようサポートする仕事を担っています。また、管理
栄養士は国家資格であり、病気の人の療養のために必要な栄養
指導を行っています。具体的にどのような仕事をしているのか、
詳しくご紹介します。

　身長や体重、活動量、疾患の状態などから必要な
栄養量を個々に計算し、食事内容を調整しています。
食事量が少ない、食べにくいなどの相談時には嗜好
や食事の形態を工夫し、栄養がしっかり摂れるように
しています。
　当院では、患者さんに栄養回診やカンファレンスを
行い、チームで栄養管理に取り組んでいます。

栄養管理1

　最新調理機器を導入し、「真空低温調理法」を採用
して調理と保存を行っています。厨房では、徹底した
衛生管理・加熱温度と時間の管理による安全安心な
食事提供に取り組んでいます。
　管理栄養士は美味しく、食べやすい、そして衛生的な
食事を提供するため、献立の確認や厨房への適切な指
示・管理を行います。また、年に1回患者さんに喫食調
査を行い、患者さんの満足度向上に取り組んでいます。

給食管理3

　医師の指示に基づき、糖尿病や脂質異常症、腎不
全、嚥下障害の方などを対象に指導を行います。個人
指導だけではなく、集団指導として体験型イベントを
定期的に開催し、食の大切さや正しい栄養の知識を
伝えています。
　「減塩について」、「水分をとろう」などのテーマで、見て
聞いて実際に体験しながら学べる内容となっています。

栄養指導2

居宅療養管理指導を、今年4月より開始しました。
対象者は介護保険加入者に限りますが、在宅で生
活されている方へのサービスです。食事や栄養の
ことで不安を抱える方へ、医師の指示により栄養
状態の改善を行うため、ご自宅へ訪問します。
困ったことがありましたら、お気軽に管理栄養士に
ご相談ください。

退院後のサポートもお任せください退院後のサポートもお任せください

患者さんの栄養量の計算や栄養指導
の準備、栄養サマリー・委員会の資料
作成等を行っています。

患者さんに日々の食習慣をお聞きし、
情報をもとに個々に適した食事管理
の指導を行います。指導はご本人だ
けでなく、必要に応じてご家族の方に
も行っています。

栄養状態が低い方、食事量が少ない方へ回診
を実施し、医師・管理栄養士・看護師が協力
し栄養改善に取り組んでいます。

食事を提供する前に、適切な加熱がされ
ているか、異物混入がないか、量や味付
けは適切か等を確認・検討しています。

食事量の確認や食事の感想をお聞き
しています。出来るだけ足を運び、
直接患者さんの声を聞くことを大切
にしています。

8:30
朝礼

9:30
通常業務

12:00

病棟ラ
ウンド

16:30検食
15:00
栄養回診

17:30
業務終了

管理栄養士さんの1日に 着着密密

310kcal  蛋白質19.2g  食塩相当量1.8g（ごはんは除く）
炙りサーモンと焼ききのこマリネ丼

作り方秋の食材を使った塩分控えめメニューのご紹介

管理栄養士おすすめ!!

管理栄養士

特集2
病院のお仕事  Vol .1

刺身用サーモン.......................160ｇ
サラダ油...........................大さじ1/2
もみじおろし用　
　　大根...............100g（皮をむく）
　　唐辛子..............1本（種を取る）
※大根おろしに一味唐辛子を混ぜても可

生しいたけ........2つ（石づきを除く）
しめじ......................................... 60ｇ
まいたけ..................................... 60ｇ
　　オリーブ油....................大さじ1
　　レモン果汁....................小さじ2
　　あらびき粒こしょう.............少々
　　酢...................................大さじ1
　　塩............軽くひとつまみ（1ｇ）
あさつき..................10g（小口切り）
切り海苔（ちぎる）
　　醤油...............................大さじ1
　　おろししょうが ........小さじ1/4
　　ごま油............................小さじ1
　　Aのもみじおろし　
※BとCはそれぞれ混ぜておく
ごはん......................................お好み

【材料】（2人分）　

A

B

C

所要時間

15分

今回はもみじおろしを利用しました。もみじおろしとは何か
ご存じですか？ もみじの葉が入っているわけではありませ
ん。大根と唐辛子を一緒にすりおろしたものをいいます。
おろした大根に粉一味唐辛子を混ぜても手軽に作れます。
もみじおろしのピリリとした辛味を用いると食塩量が抑えら
れ、美味しく召し上がれます。ぜひお試し下さい！

★減塩ポイント

10:00栄養指導

◀左から半田、村松、滝口4 5



1965年

1973年

1987年

1996年

2013年

2015年

2015年

「院内だより」創刊

「院内だより」第83号
「院内だより自分の時計」へ

「院内だより自分の時計」
145号

「院内だより自分の時計」
149号

甲州中央温泉
病院開院

病院開院8年目の昭和48年1月、
職員の語り合いの場として「院内だ
より」が創刊されました。

「院内だより」第83号では、現在の
場所に建設された新病院「甲州病
院」が紹介されました。

「院内だより」119号では新たに「自
分の時計」とサブ・タイトルがつき、
紙面もオールカラーページになりま
した。

「院内だより」145号では表紙に職
員の写真を起用し、読者の皆様によ
り近づける内容に一新しました。

「院内だより」149号では退院患者
さんの手記を紹介し、反響をいただ
きました。

「院内だより」150号！
42年前に創刊した院内だよりも
150号を数え、病院の存続する限り
続けたいという思いを今も受け継
いでいます。

院内だより第107号
「フレッシュマン大集合」 前広報委員会  委員長より

院内だより第93号
「年男」

院内だより第56号
「新人職員紹介」

看護部長　藤原三千代
在宅支援センター甲州ケアホーム
センター長　大谷昌弘

「院内だより」 150号特集
「院内だより自分の時計」

150号

　当院の広報誌の歴史は古く、昭和40年11月23日
の甲州中央温泉病院（現：甲州リハビリテーション病
院）開院から8年目を迎えた昭和48年1月15日に、よ
り良い病院を目指し努力を積み重ねるための語り合い
の広場として、院内広報誌「院内だより」が創刊されま
した。
　当時の院内だよりはモノクロの新聞形式で、病院内の
職員一人ひとりの出来事やイベント、エッセイやサーク
ル活動の紹介などの身近な話題が多く掲載され、また
入院患者さんから寄せられた手記や詩など、院内の語り
合いの場として愛されてきました。
　創刊から23年後の、平成8年新春特別号から年号
の表示が西暦になり、モノクロの紙面からオールカラー
8ページのまったく新しい院内だよりとして生まれ変わ
り、自分の時計というサブ・タイトルもつけられました。

「人はみんな、一人ひとりその人だけのこころの
時を刻む自分の時計を持っている。あせらずじっくり自
分の時間にあわせた人生プランを見つけるために・・・」
　そんな思いが込められた「院内だより 自分の時計」
も、今年で創刊から42年が経ちました。院内に限らず、
多くの方に読んでいただき、今号で150号を迎えまし
た。「院内だより」にて新人時代に紹介された職員、「院
内だより 自分の時計」リニューアルの編集に深く関わっ
た職員の広報への想い出とともに、そのあゆみをご紹介
します。
　今回、ご紹介させていただきました院内だより創刊号
から150号までのバックナンバーは、職員厚生室にて
読むことができます。開院から50周年に至るまでの
病院の軌跡を、この機会に院内だよりから辿ってみては
いかがでしょうか？

　写真や文章を書くのが苦手な為、これま
では上手くかわしていたのですが、今回は
捕まってしまいました。私の機関紙デ
ビューは「新人職員紹介」でしたので、30
年以上昔の事になります。入職した当時
は文字通り右も左もわからない状態で、迷
子になり患者さんに助けて頂いた事もあり
ました。自己紹介では、趣味の欄に「よく
食べよく寝ること」と書いていました。年
を重ねて趣味は増えましたが、本質的な所
は変わらないものだと実感しています。

　当時の病院情報誌は「院内だより」とい
う名称で、現在の「すくらむ」のようなも
のでした。私は89号の新人紹介で初め
て登場させていただきましたが、わずかな
コメントを考えるだけでもドキドキしてい
たのを覚えています。その後、同じ職場
であった家内との結婚式の手記なども掲
載され家族で見た記憶があり、自分の歴
史として現在も大切に保管しています。

　今から20数年前、就職した時にフ
レッシュマン大集合で自己紹介させてい
ただきました。また、その号では、合わ
せて出身地である香川県の紹介までさせ
ていただいています。次は国家試験に合
格した時、PTに“R”が付きましたという
話だったと思います。当時、どこの誰か
もわからない自分を皆さんに知っていた
だく機会をいただいたことは、本当にあ
りがたいことでした。

　『患者さんの生の声と、それを支えるスタッフの笑顔をお届け
したい!!』という思いで、2013年の春号より職員の顔が見える
広報誌へリニューアルしました。入院してくる患者さんや、その
ご家族様の不安を少しでも和らげること
ができるよう、これからも熱い思いを持
ちながら『甲州リハらしさ』を発信してほ
しいと思います。
　これまでステキな笑顔で登場してくれ
た退院患者の皆様、職員の皆さん、どう
もありがとうございました。

リハビリテーション部長　磯野賢 管理部総務課　副課長　河西貴史

創刊からのあゆみ院内広報
誌「院内だより 自分の時計」150号記念

6 7


