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2 階病棟

　2階病棟は、リハビリ病棟の中の障害者病棟になります。特徴は、回復期リハビリテー
ション病棟とは違って対象となる患者さんの疾患や障害がさまざまで、長期入院となる
場合があることです。入院生活を少しでも楽しく過ごすことができるよう、リハビリテー
ションの目的も兼ねて音楽・体操・ゲーム・手芸等のレクリエーションを行っています。
　医師、看護師、ケアワーカー、リハビリスタッフ、相談員等の多職種間での情報交換を
密に行って連携を図っており、チーム医療としてのリハビリテーションを積極的に実施
しています。患者さんやご家族のために、その人らしく生活できるような支援体制を作
るべく、日々取り組んでいます。

ご自由に
お持ち
ください

❶鍋に湯を沸かし、みょうがを約30秒
茹でる。Dを合わせておき、茹でた
みょうがを熱いまま入れて漬ける。
冷蔵庫で冷ます。

❷油揚げを袋状に開ける。鍋にたっぷ
りの湯を沸かし、油揚げを入れ油抜
きし、ざるにあける。鍋にBを入れ
火にかける。油揚げを加え、汁がな
くなるまで煮て、冷ましておく。

❸熱したフライパンに油をひき、◎の具
材を炒める。Cを加え水気がなくな
るまで煮る。

❹Aを合わせておき、温かいご飯に入
れて混ぜる。③の具材を加えて混ぜ
込む（飾り用の筍とわらびは別にし
ておく）。

❺②の油揚げの端を内側に折り込み、
④のご飯を詰める。

❻飾り用の筍とわらびを飾り、皿に盛
り付ける。みょうがを添えて完成。

570kcal  蛋白質17.0g  食塩相当量2.0g 食物繊維5.5g
（一人あたり いなり寿司5個）

作り方食物繊維が多い食材を使ったメニューのご紹介

管理栄養士おすすめ!!

温かいごはん.....................................300g
　　酢............................................ 大さじ1
　　砂糖.............................小さじ1と1/2
　　塩.................................軽くひとつまみ
油揚げ.......................... 5枚（横半分に切る）
　　だし汁.......................................200ml
　　砂糖........................................ 大さじ1
　　しょうゆ.................................. 大さじ1
　　酒............................................ 大さじ1
◎筍（水煮）..........................................60g
（穂先飾り用：薄切り  穂先以外：みじん切り）
◎わらび（水煮）...................................50g
（穂先飾り用：3～4cmに切る  穂先以外：みじん切り）
※筍とわらびは下ゆでしておく
◎人参..............................30g（みじん切り）
◎干し椎茸スライス................................5g
　　　　　　　　（水で戻す・戻し汁は残す）
油 .................................................... 小さじ1
　　しょうゆ.................................. 大さじ1
　　酒............................................ 大さじ1
　　みりん..................................... 大さじ1
　　椎茸の戻し汁
みょうが........2本（食べやすい大きさに切る）
　　酢............................................ 大さじ1
　　砂糖.............................小さじ1と1/2
　　塩.................................軽くひとつまみ

【材料】（2人分、いなり寿司10個分）　

所要時間

30分

筍・わらび・人参・椎茸には食物繊維が多く含まれます。
ご飯に混ぜることで、なんと通常のいなり寿司の約5倍の食
物繊維がとれます！

★栄養ポイント

●みょうがをゆでて漬けると、色鮮やかな仕上がりに。
●筍とわらびの柔らかい穂先は飾るのがお勧め。
●油揚げを内折りにして上品な仕上がりに。

★調理ポイント

A

D

B

C

日本医療機能評価機構認定病院　リハビリテーション付加機能評価認定病院

医療法人 銀門会　甲州リハビリテーション病院 

今が旬のアサリのすまし汁と一緒に、
皆さんで楽しみませんか？

筍とわらびのいなり寿司 ～さっぱり
　みょうが付き～

今年はオリンピック・パラリンピックイヤーですので、本号
では退院患者インタビュー記事をお休みして、障がい
者スポーツへ取り組む方をご紹介しました。お二人の
ご活躍を期待すると共に、この記事をきっかけに更に障
がい者スポーツへの関心が高まることを望みます。

医療法人銀門会
新理事長就任

特集

1 障がい者スポーツ特集特集

2

病院のお仕事Vol.2
理学療法士

特集

3

管理栄養士おすすめレシピ
筍とわらびのいなり寿司連載



「人間らしく生きる」  ～リハビリテーションの根本を求めて～

甲州リハビリテーション病院附属
一宮診療所

院長　市瀬 祐一
診 療 科：神経内科／
 内科
専門分野：神経内科

診療部長  鈴木 雅也
診 療 科：内科
専門分野：消化器内科／
 画像診断

浅賀 嘉之
診 療 科：整形外科
専門分野：脊柱変形／
 骨折外傷

岩野 邦男
診 療 科：整形外科
専門分野：リウマチ／
 骨関節疾患

管理者　山田 創吾
診 療 科：内科
専門分野：糖尿病／
 東洋医学

内　科

【専門分野】リハビリテーション全般（小児から高齢者まで）／骨粗しょう症およびそれに伴う骨折・骨代謝
【資　　格】リハビリテーション専門医・指導医／整形外科専門医（小児整形外科含）／リウマチ専門医／
　　　　　日本整形外科学会スポーツ認定医／産業衛生コンサルタント

小児から高齢者までの種々の疾病およびそれに伴う障害、さらにその後の生活の場面での身体的・精神的支えと
なれるように、少しでもお役に立てるように一生懸命従事したいと思っています。

 趣味  読書

中島 育昌　理事長　整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

吉田 明史　整形外科

【専門分野】骨折
【資　　格】整形外科専門医／インフェクションコントロールドクター／運動器リハビリテーション医
骨折の手術後のリハビリテーションを中心に担当いたします。ご本人やご家族の方にできるだけわかりやすくご説明
できるよう努めていきたいと思います。

 趣味  ダイビング

植田 重信　内科

【専門分野】糖尿病
【資　　格】日本医師会産業医
平成26年に山梨に来て、その年の大雪には大変おどろきましたが、少しずつ慣れてきました。高齢になっておだやか
に毎日がすごせるよう、お互いに工夫していきたいものです。

 趣味  野菜づくり

福元 雄一郎　脳神経外科

【専門分野】脳神経外科
【資　　格】日本脳神経外科学会認定脳神経外科専門医
山梨大学を卒業後、脳神経外科を勉強してまいりました。当院では、主に脳血管障害、頭部外傷、脳腫瘍術後など脳神経に関わりのある
分野でリハビリテーションに携わってまいります。患者さんとご家族のニーズに対し、医学的見地からアドバイスできるように努めます。

 趣味  車

新任医師紹介

医師紹介
整形外科

■外来担当表

内科

整形
外科

月～金
8：30～11：30

受付時間

土・日・祝日・
年末年始

休診

月 火 水 木 金

川口章夫

岩野邦男

川口るみ 角田伸一

岩野邦男 浅賀嘉之山梨大学
整形外科Dr

山梨大学
整形外科Dr

山梨大学
神経内科Dr

山下晴夫
許山隆

　このたび、去る平成28年4月7日に実施されました
医療法人銀門会臨時理事会において、新理事長を拝
命しました中島育昌と申します。私の経歴を申し上げ
ますと、整形外科医であると同時に、日本リハビリテー
ション医学会認定のリハビリテーション専門医および
指導医の資格を有しております。これまでの医療福祉
機関の運営管理は、社会保険鰍沢病院長や併設して
いた介護老人保健施設サンビューかじかざわ施設長、
湯村温泉病院長等を務めてまいりました。
　私に課せられた役目は、既に50年の歴史がある甲
州リハビリテーション病院を中核とし、甲州リハビリ
テーショングループ各関係施設との連携を強化しなが
ら、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ことができるよう、「医療」「介護」「予防」「生活支援」
「住まい」の一体的なサービスを提供していく、「地域
包括ケアシステム」づくりに、今までの経験と見識とと
もに、新たな素晴らしい場所で、全力を尽くすことと
思っております。その責任は大きく、とても一人では
できることではなく、皆様のご支援ご協力のもと、少し
でも根付き、拡がるように努めていく所存であります。
　リハビリテーションという言葉は、易しい言葉で言う
なら疾病や障害を有する人が「人間らしく生きる」こと
と思っております。生まれたことに感謝し、相手を人間
として尊重し、思いやる心、生きるために大事なものを
みんなが共有物として考え、時さえも共有する。出
会ったときに常に対等な立場で人間として誇り高く生
きていく共生の中に、我々職員は「もてなし」ていくべき
ものと考えます。
　世阿弥の花伝書の中に「老いぬればとて、花なくば
面白きところあるまじ」という言葉がありますが、いかに

その時を輝かせ、充実した生活を送っていくかを法人
全職員と作っていきたいと考えます。これがリハビリ
テーションの根本であります。それは食べることから始
まって、排泄に至るまで、さらには脳の機能の諸問題の
解決をお世話する、すなわち「おもてなし：hospitality」
の場を盤石な体制で作っていきたいと思っております。
　さらに、今回新たに法人役員としてご就任いただい
た方々の優れた能力を活用させていただき、人間の
「生きるとはどういうことか」を利用者皆さん、職員とも
どもに考えていける場を同じく作って行きたいと考えて
おります。
　それには、職員各自の意識をもった働きで、利用者
が甲州リハビリテーション病院や関連施設を利用し
て良かった、また利用したいと言っていただけるように
努めたいと思っております。すなわち、常に法人全職
員が常にいきいきとしていること、ちょっとした心遣
い、人より一歩先をみることができるかどうか、常に意
識を高めていくことを職員教育の柱にしていきたいと
考えます。これは、能力のあるなしに関係のない人間
の姿勢自体の問題であり、さらに仕事を通じて知識
や教養を身に付ける職場環境づくりにも努力を払い
たいと考えます。
　一人ひとりのこうした職員の力を「和」をもって集結
させ我が法人を素晴らしい組織にしていきたいと強く
考えております。これから我が医療法人銀門会は、職
員とともに利用者の皆様が生活されている地域に貢献
できる素晴らしい組織となるように全身全霊で努力し
てまいりますので、何卒ご支援のほどよろしくお願いい
したします。

医療法人 銀門会
新理事長就任

中 島 育昌
IKUMASA NAK AJIMA

特 集
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昭和47年、慈恵会医科大学医学部を卒業し同大学の整形外科に入局。
その後、昭和58年以降山梨大学医学部整形外科講師、助教授となる。
同大学在籍中には米国ミネソタ州メーヨークリニック留学経験あり。平成17
年社会保険鰍沢病院長・介護老人保健施設サンビューかじかざわ施設長
を兼任。平成24年湯村温泉病院長、平成27年甲府脳神経外科病院整
形外科部長を経て、平成28年4月7日に医療法人銀門会理事長に就任
する。

プロフィール

平成26年3月　第42回医療功労賞（厚生労働大臣表彰）
平成27年5月　日本整形外科学会 功労賞

受賞歴
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お二人の障がい者スポーツを始めたきっかけは何ですか？

塚原くん：車いすテニスは、お友達から「テニスを一緒にやってみ
ない？」と誘われて始めました。他にも車いすスキーもしています
が、スキーは病院（甲州リハビリテーション病院）でリハビリをし
ている他の患者さんから、誘ってもらい始めました。
村松さん：私は、以前から水泳をしていたので。こちら（当院）に
転院する前に初めてプールに入ったときは、泳げませんでした。
一度は泳ぐことを諦めましたが、友人の勧めでもう一度、浮くこと
から始めようと思いました。

競技をする中で、難しかったことはどんなことですか？

塚原くん：テニスは、車いすのコントロールとラケットを振るタイ
ミングが難しいです。上手く打てた瞬間が、一番気持ちいいです。
スキーは、１本の板に乗るために左右のバランスを取ることが難
しいです。今年はスキーを始めて２年目ですが、介助なしで滑る

　塚原心太郎くんは、小学校に通う4年生で、昨年11月に群馬県で開催された
マギーノカップ2015第1回ジュニア車いすテニストーナメント（オレンジボールの
部）にて初優勝し、その後も数々の大会で活躍しています。また、村松由里さんは、
当院退院後、水泳にて日本選手権（背泳100ｍ、50ｍ）や2015年国体紀の国わか
やま大会（背泳25ｍ）にて1位の成績を収めました。今回は、当院に通院している
お二人が取り組まれている障がい者スポーツについて、お話を伺いました。

■ 塚原心太郎くん
 （お母さん）
■ 村松由里さん
インタビュー

Q

Q

Q

Q

Q

特集

2 障がい者スポーツ特集

ことができるようになりました。
5年生になったら学校でスキー教室があるので、友達と
みんなでスキーをするのが楽しみです。
村松さん：（水泳では）水中で体のバランスを取ることが
難しかったです。足を使わないで泳ぐことと、足が使え
なくて泳ぐことは全然違っていました。でも、病院でのリ
ハビリを重ね体幹が鍛えられた結果だと思うのですが、
体のバランスが取れるようになって、だんだん泳げるよう
になりました。曲がっている膝が水中で抵抗になるた
め、クロールより背泳の方が早いのですが、膝の状態も
理学療法士さんのアドバイスにより以前より伸びてくる
ようになったので、いずれはクロールでも記録を伸ばし
たいですね。

競技を始めてうれしかったこと、良かったことは
何ですか？

塚原くん：テニスでもスキーでも、お友達や仲間と一緒
に楽しめることがうれしいです。車いすのお友達は周り
にあまりいないので、スポーツを通して同じ車いすのお
友達が増えていくことが励みであり、何よりも楽しみに
なっています。みんなに会いたい気持ちも頑張る動機の
一つになっています。
村松さん：水泳を始めた当初は「車いすだから…」って、
自分の中の殻がありました。でも、大会に出るように
なって、当たり前にいろいろな障害の人がみんな平等に
プールに入っていて、自分の中の障がい者という枠が取
り払われた気がしました。競技を始めて、「少し時間は
かかっても私だってできる！」っていう気持ちの強さが出
てきました。チャレンジするときは勇気がいりましたが、
一歩踏み出せば新しい仲間ができて、新しい世界が広
がって、どんどんいい方向に転がっていく感じでした。

大会に出場するにあたってどのくらいの練習を
しましたか？

塚原くん：週に1回テニスクラブに通い、その他にもお
父さんとテニスコートに行って練習しています。
村松さん：大会の前には、毎日1,000ｍから1,500ｍ
を泳いでいました。初め、練習後は疲れ切って帰るのも
大変でしたが、今では途中で買い物に寄ったりできるく
らい体力もついてきました。継続は力なり、ですね。

今後の目標は何ですか？

塚原くん：テニスはとにかく楽しくて、また優勝したい
です。東京オリンピック・パラリンピックのときは、まだ
出場できる年齢に達していないので出場できないけど、
次にはぜひ出場したいです。いっぱい優勝して、パラリン
ピックに出たいです！
村松さん：今年は5月の予選会に出て、秋の国体の2016
希望郷いわて大会の水泳競技で、国体新記録を目指して
いきたいと思います！ 

　インタビュー後、塚原くんのお母さんは「将来どんな
未来が待っているか楽しみです。今は、いろいろなこと
に挑戦していってほしいです。」と語っていました。また
村松さんも「一緒にスキーをしていますが、心太郎くんは
どんどん上達していって、負けられないなって思っていま
す。今、いろいろな事が吸収できるときなので、いろいろ
なスポーツを通して、いろいろな可能性に挑戦してほし
いと思います」と塚原くんにエールを送っていました。

山梨県甲府市北新1-2-12  山梨県福祉プラザ1階  山梨県障害者社会参加推進センター内
Tel 055-252-0100　担当：北野

山梨県障害者スポーツ協会
障害のある人のスポーツ活動を推進するために、スポーツ用具の貸し出しや山梨県障害者スポーツ
大会結果のお知らせ等を行っています。
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理学療法士は「寝返る」「起き上がる」「座る」「立つ」「歩く」と
いった、生活の基礎となる動作のスペシャリストです。

動作は、筋力や関節可動域（関節が十分な角度を滑らかに
動くこと）やバランスなど、たくさんの要素が組み合わされ
ています。動作を阻害している要素を確認・分析するため
にさまざまな検査を行います。

評価

評価にもとづき、年齢・性別、高血圧などの合併症や、その
日の体調などを考慮しながら、それぞれの方に合った治療・
訓練を行います。動作を阻害している要素の治療や、退院
後の生活や環境を考慮した動作練習を行います。

治療・訓練

患者さんの体調などの情報を共有します。

担当スタッフチームで、患者さんの治療成果の
確認や方針の確認をします。

理学療法士さんの1日に 着着密密
理学療法士

特集3
病院のお仕事  Vol .2 「自立」を支える基礎づくり

免荷式リフトPOPOのご紹介

　現在の医療では、切断された手足を元に戻すことはできま
せん。事故により大腿切断となり、義足での生活を送っている
遠藤摩木夫さんにお話を伺いました。

　遠藤さんは当院入院中に、義足を使って歩くためのリハビリ
やトレーニングを行い、自宅での生活を自立してできるように
なり退院しました。自宅での生活の中では、ふとしたときに転
びそうになったり、今までしたことがなかった動作が必要に
なったりしたことがあったそうです。「入院中にリハビリの中
で基礎だけでなくいろいろな経験をしたことが役に立ち、帰っ
た後も自分で応用が利くようになり、できないことをどうやっ
たらできるか、自分で考えて行動できるようになった。」「足は
なくなったけど、夢や希望を持つのは自分の自由。自分が考
えている限界の少し上を目指して挑戦することが自信につな
がる」と笑顔で語られていたことが印象的でした。

8:30
朝礼

16:40
ケースカンファレンス

8:50～16:30
患者さんの
治療・訓練

こんなご相談にも対応します
こんなご相談にも対応します
こんなご相談にも対応しますこんなご相談にも対応します

評価結果を
治療・訓練
に反映

再評価
治療・訓練の効果を確認する
ために、定期的に振り返りを
行います。

退院患者さんより
　当院では今年度、「免荷式リフトPOPO」を
導入しました。両足につけたハーネスで患者
さんの体重を支えてくれる機能を持っています。
　重度の障害のある患者さんや、骨折後で足
に体重をかけられない患者さんなど、これまで
よりも早期から立つ・歩く練習が安全に行え
るようになりました。

ブレース
クリニック
治療・訓練の効果を高
めたり、日常生活を送
るために必要な義肢・
装具の作成・調整を行
います。

富士河口湖町にある健康科学大学を卒業して
理学療法士免許を取得し、当院に就職した呉屋安優美です。

今回は私の一日の仕事を通して、理学療法士の仕事を紹介します！

左から呉屋（理学療法士）、遠藤さん、佐藤（義肢装具士）
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