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表紙の顔表紙の顔

3階病棟

ご自由に
お持ち
ください

360kcal  蛋白質22.0g  食塩相当量1.7g

冬の食材を使ったあったかメニューのご紹介

管理栄養士オススメ!!

長芋に含まれるムチンという粘りが胃腸を保護して、疲労
回復や免疫力アップ！
風邪をひいたときや飲み会シーズンにオススメです。

★栄養ポイント

長芋をすって入れることで、とろとろの食感になります。
味が物足りない方は、粗びきコショウの量を調整しましょう。

★調理ポイント

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 

タラと長芋のグラタン
【材料】（2人分）　
タラ（一口大に切る）.... 2切れ（160g）
塩コショウ...................................少々
薄力粉 .................................. 大さじ2
無塩バター........................... 大さじ1
ほうれん草（5cmの幅に切る）...50g
玉葱（1cm幅に切る）...............80g
マッシュルーム（缶詰）..............60g
長芋（すりおろし）................... 100g

A

無塩バター.........................14g
薄力粉.................................14g
牛乳................................140ml
塩コショウ..........................少々
粗びきコショウ...................少々
しょうゆ........................ 小さじ1

パン粉................................... 小さじ2

＊地域リハビリテーション活動とは
障害のある人々や高齢者およびその家族が、住み慣れたところでそこに住む人 と々ともに、一生安全にいきいきとした生活が送れるように、
医療や保健、福祉、及び生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてのことです。

■甲州リハビリテーション病院の理念
私たちは、患者さん一人ひとりのより豊かな人生のために、質の高いリハビリテーション医療を提供し、地域リハ
ビリテーション活動に貢献します。

■甲州リハビリテーション病院の基本方針
1. 患者さんを中心としたチーム医療を基本とし、全ての職員が専門知識や技術の向上を目指します。
2. 患者さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域リハビリテーション関係者との連携を実践します。
3. 患者さんの立場を尊重し、明るい挨拶と誠実な仕事に努めます。

　３階病棟は、10月から他の2つの回復期リハビリテーション病
棟と同じ「回復期1」という基準を新たに取得いたしました。回復
期1と回復期2は、職員の勤務配置や、入院患者さんの状態・退
院先・回復などの基準の違いがあります。
　今までは回復期2という基準でしたが、患者さんへの医療・リハ
ビリテーションサービスの質について回復期1と2で差があっては
なりませんので、少ない基準のスタッフの中においても、最善の医
療・リハビリテーションサービスが提供できるよう、一丸となって
取り組んでまいりました。その結果、回復期1の基準をクリアする
ことができました。
　これから回復期リハビリテーション病棟としての機能をさらに高め、患者さん一人ひとりを見つめ、その人
らしい生活ができるよう、医師・看護師・ケアワーカー・リハビリスタッフ・相談員等と、患者さん中心のチー
ム医療を提供できるよう、日々頑張っていきます。

所要時間

30分
❶玉葱は器に水とともに入れ、レンジに2分かける。
❷タラに塩コショウを振り、薄力粉をまぶす。
❸フライパンにAのバターを入れて、溶けたら火を止めてAの薄力粉を加えて
よく混ぜる。混ぜながらAの牛乳を少しずつ加え、すべて加えたら、弱火に
かけダマにならないよう混ぜる。とろみがついたら火をとめ、長芋を入れ、
残りのAの調味料を加える。

❹フライパンにバターを入れ、タラを炒める。中まで火が通ったら、耐熱皿に
並べる。ほうれん草・玉葱・マッシュルームを炒め、タラの上にのせる。

❺③のソースをかけ、パン粉を振り、余熱したオーブンに入れ、220℃で15分
ほど焼いたら完成。

作り方

高齢化が進み、病気も複雑になってきています。
特に認知症を発症し、家族の支援だけでは補えな
い状況も出てきています。今回、認知症看護認定を
取得した看護師から介入方法のヒントを取材して
みました。

退院患者インタビュー
こんにちは！
お元気ですか？

特集

1
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退院患者
酒井  澄子様
インタビュー

特集1

　現在、千葉県に在住し、退院後は毎年手編みのニットの展示会を各地で行っている酒井澄子さん。
　平成15年2月、自動車との交通事故で右半身骨折・脳挫傷という重傷を負い、当院に入院し懸命なリハビリ
によりご自宅に退院された酒井さんに、入院から退院までの様子や、退院後の生活について伺いました。

　　

こんにちは！
お元気です

か？

Q  千葉県から山梨県の当院に入院された理由はなんですか？
　交通事故の後、千葉県で外来通院をしていましたが、右半身が
動かず、リハビリのための入院を受け入れてくれる病院を探してい
ました。友人のお母さんがこちら（当院）に入院してリハビリをし
ていることを以前から聞いていたので、友人から連絡先を聞いて
電話をしました。そうして、こちらに入院することになりました。

Q  入院前の様子はどのようなものでしたか？
　右半身は、手も動かず、足も膝の靭帯を切断していたので全然動かせない状態で
した。5月に入院して、7月にやっと杖をついて歩けるようになりました。本当にここ
でのリハビリのおかげで歩けるようになったと思っています。

Q  入院中はどのように過ごしていましたか？
　入院中は、理学療法士の方によくリハビリしていただきました。

　リハビリの訓練がない時間には、折り紙もよく折っていました。
右手が動かないので、右手で折り紙を押さえて左手で折るのを続けているうちに、右手もだん
だんと動くようになり、折り紙でくす玉を作りました。そこで、「私といえば折り紙（くす玉）」と
いうイメージが病棟の中で広がっていきました。病棟内で右手がうまく動かない患者さんと
一緒に折り紙をしたり、でき上がったくす玉を差し上げたり、病室にはいつも誰かが来ている
ような感じで、とても賑やかでした。

Q 入院生活の中で、
 印象に残っていることはありますか？
　ここでの入院生活でスタッフの方々から良くしてい
ただいて、歩けるようになり本当に感謝しています。退
院の日、今までしゃべることができないと思われていた
同じ病棟の患者さんから、声をかけていただいてうれ
しかったのを憶えています。病棟でみなさんと和気あ
いあいとして、とても楽しかったことが印象に残ってい
ます。

Q 編み物を始めたのはいつですか？
　編み物はずいぶん前からしていました。子供たちの服
やいろいろなものをよく編んでいました。
　交通事故でケガをした後は、硬直した右手で編み棒
を持って、左手で毛糸を編み棒に掛けていくことで編む
ことができるようになりました。編み物を続けるうちに
娘が、たくさん作品ができたから印西市（千葉県）の文
化ホールの展示室でニットの展示会をしてはどうかと勧
めてくれました。それからニットの展示会を各地でする
ようになりました。

Q 当院で展示会をするきっかけは？
　当時（13年前）、入院していた患者さんで年齢も性別
も病状もさまざまなメンバーで「つえの会」という会を
つくって、一緒に展示会をしていました。その会で今も
ニットの展示会を続けています。自分の体験や編み物
をしていることが、今、入院している方々への励みや楽し
みになればいいなと思っています。そして毎年こちらに
娘と来ることが、私の楽しみにもなっています。

Q 編み物を始めて、変わったことはありますか？
　展示会を開催する中で、地元の新聞などで取り上げ
ていただき、周りの方から「編み物を教えてほしい」と言
われ、無料で編み物教室をするようになりました。私の
中ではリハビリの一環として編み物をしていたので、仕
事になるとは思ってもいませんでした。

Q 日常生活で、気を付けていることはありますか？
　ケガをしたところが痛むこともありますが、そういう
時こそなるべく外に出ていくようにしています。体を動
かさないと、体が上手く動かなくなってくるんです。今
では奥様ではなく外様（そとさま）になっています（笑）。

Q 今、リハビリを行っている方に
 何かアドバイスなどお願いします。
　「とにかくあきらめないこと」を伝えたいです。
　あきらめずに続けることで、折り紙や編み物もできる
ようになるし、歩くこともできるようになったので、それ
を伝えたいです。

このニットは
一万円札の

キラキラの部分を利用した新作毛糸を使用しています。

このニットは

モチーフを一緒
に

編みこみながら

作っています。

新作のニットのポイントをご紹介します。
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回復期リハビリテーション病棟での看護師の仕事は、患者さん
がリハビリを行えるように体調管理をし、障害を抱えても自立し
た日常生活（食事・排泄・入浴・着替え・薬の管理など）を送り、
その人がその人らしく生活できるよう支援することです。

　日々変化する患者さんの状態を観察し、目標に向け、受
け持ち看護師を中心にチームカンファレンスを行い、より良
い看護実践を提供しています。また、退院後の生活を踏ま
え、リハビリスタッフ・看護師と多職種で生活をサポート
し、問題を解決できるようにしています。

回復期リハビリテーション病棟の看護師に 着着密密
看護師

特集2
病院のお仕事  Vol .3

カンファレンス

　看護師や栄養士・薬剤師と連携して、病気の再発や悪化防止のため
に、退院後の生活で注意しなければいけないことを、患者さんを含めご家
族の方に指導しています。また、相談員を中心に看護やリハビリの担当
スタッフと地域のケアマネジャー等で情報交換し、治療・リハビリをして
回復した患者さんとご家族が、退院後のこれからの生活を安心して安全
に過ごせるよう退院指導を行っています。

退院指導

～「できるADL（日常生活動作）」から「しているADL」へ～

の認 知 症 看 護 認 定 看 護 師
について主 な 役 割

認知症患者さんや高齢者の方とのかかわりを積極的に行います。自宅での生活と違
い、家族や親しい方がいなくて環境も違う病院での入院生活は、とても不安で混乱し
やすいものです。環境を整え、入院生活を安心して笑
顔で過ごせるように、患者さんの不安や不快からくる興
奮に対して、落ち着いて一人ひとりに合ったかかわり方
を提案していきます。

1

　認知症の方は、病気になる前からの習慣が行えなくなること
で、とても不安になります。ご自宅でのいつもの習慣を行うよ
う促すことで、落ち着いて生活ができるようになります。また
日付や時間が分からなくなってしまったときには、カレンダー
に印をつけたり、日記を書くことでわかりやすくなります。「認
知症だから…」ではなく、できることを探して行っていくことが
大切になります。

当院に就職して12年になります清水恵子です。認知症を患ってい
る高齢者の方とかかわることが増えている中で、その方にどう支援
すればよいか、その家族にどうより添っていけばよいか、いろいろ
悩み私に何かできることはないかと考え、「認知症看護」について
知識を深め、平成27年に認知症看護認定看護師の資格を取得しま
した。今回は、認知症看護認定看護師の役割と、実際に認知症の
方にかかわるときにどのようにしたらよいかご紹介します。

入院中の認知症患者さんや高
齢患者さんが安心して院内生
活が送れるように、全ての病棟
の担当看護師と一緒になって、
患者さんにとってよりよい環境
や必要な援助について考えて
いきます。また患者さん本人だ
けでなく、退院後の生活やご家
族の心配事、お悩みについても
一緒に考えていきます。

2

着替えの
介助 歩行訓練

病棟レクリエーション
（折り紙）

食事介助
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　診療室内はバリアフリーで、車いすの方にも安心して治療を受けていただけ
ます。
　むし歯・歯周病の治療、義歯作製、口腔内の衛生管理や
指導等を行い、入院期間中に治療が終了するよう病棟の
スタッフや相談員と連携を取っています。
　車いすの方など移動が困難な患者さんの口腔内の衛生状
態を整えるため、歯科衛生士がベッドサイドでの口腔ケアを
行うこともあります。

　加齢や病気によって口から食べることが困難になった方に、評価・診断を行い、口から食べるために必要な
機能を改善するために嚥下の改善を目的とした歯科診療を行います。
　口から食べるためには、まず食べ物や水分の認識をし、口の中に取り
込み噛んでのどまで送り込む一連の動作が必要になります。

　加齢や脳血管障害等の疾患により上記のような症状のある方に評価・診断を行い、口の機能を改善し
維持していくための口腔内装置（下記参照）の作製等の治療や、看護師やリハビリスタッフと連携しながら
訓練や指導を行います。

　食べ物を飲み込んだり話をしたりするために必要な口の中の働きを補助し
改善させるために、口の中に装着する装置です。

●唇をしっかり閉じることができない
●噛んでいるうちに口の中の食べ物がこぼれたり、よだれが出たりする
●舌があまり動かずのどまで食べ物を流し込めない
●口の中に食べ物をため込む
●マヒにより噛む力が低下する

一般歯科

嚥下歯科

　当院は、入院患者さんにご利用いただける歯科を併設しています。入院中
の患者さんの口腔内の環境を整え、口から食べることや話すことを改善するた
めの診療をしています。
　入院時に歯科医師による入院患者さんの口腔検査を実施し、歯科治療・口
腔内装置の作製（舌接触補助床、軟口蓋拳上装置）・口腔ケアの実施や指導を
しております。

歯科
紹介

特集4

※各種治療法には適応があり、医師の処方や指示が必要ですので、主治医へご相談ください。

脳卒中（Team Motor） 　脳卒中などの脳の障害で起こる手足のマヒや動作能力
の低下に対して、効果がある治療法を学び、患者さんに提
供します。
　手足のマヒの改善に有効とされる低周波治療器を導入
し、患者さんの状態に合わせた細かな設定を行うことで、
多くの患者さんに改善がみられています。また、脳卒中の
マヒで硬くなった筋肉に薬剤注射と運動療法を合わせて
行い、機能回復を図る「ボツリヌス療法」の実施など、さま
ざまな取り組みを行っています。

　頸髄損傷や脊髄損傷の方を、在宅生活や就労、スポー
ツ参加へつなげるための取り組みをしています。
　これまでに、両手・両足のマヒの方が使う高床式トイレ
を作製したほか、当事者同士の情報交換や自動車の改良
や外出方法、スポーツへの参加に関する交流の場づくりも
行ってきました。

　復職に向けては、入院早期から休職期間や企業側の復
帰の条件を確認し、目標を設定して段階的にリハビリを進
めることが大切です。
　私たちは、働き盛りでリハビリが必要になった患者さん
の「働くこと」を生活の一部として捉え、社会復帰を支える
目的で活動しています。復帰後も無理なく働き続けられる
ように、健康管理や通勤の方法など、生活面についても一
緒に検討しています。

　認知症の方は、2025年には全国で700万人を超えると
いわれています。リハビリテーション病院においても、増加の
一途を辿る認知症者について、その対策の検討は急務となっ
ています。
　私たちは症状を的確に理解し、認知症の方やご家族、まわ
りの人々のよき理解者となれるよう、専門的な知識を学んでい
ます。そして、チーム以外のスタッフに認知症の方の行動解釈
やかかわり方に関する助言を行い、患者さんが安心してリハビ
リテーションに打ち込めることを目指しています。

対象（チーム名） 活動内容

脊髄損傷（甲州SCIチーム）

認知症（認知症チーム）

就労支援（Good job！チーム）
職業準備性のピラミッド

職業適性

基本的労働習慣

対人技能

日常生活管理

健康管理 食事栄養管理、体調管理、服薬管理

業務への適性
業務遂行に必要な知識・技能
挨拶・返事、報告・連絡・相談、身だしなみ、
規則の厳守、一定時間仕事に耐える体力
感情のコントロール、注意されたときの謝罪
苦手な人へのあいさつ
基本的な生活リズム、金銭管理
余暇の過ごし方、移動能力

安定した職業生活を継続するうえで
必要とされる個人側の要件

　リハビリテーション部では、多様化する患者さんのニーズに応じるため、部内の知識や治療技術の向上を
目的に、職種の枠を超えてさまざまな活動に取り組んでいます。
　病気やケガの後遺症とうまく付き合いながら、楽しみや生きがいのあるいきいきとした生活を続けていた
だくためのノウハウを提供していきたいと思います。
　今年度は10チームが活動しており、その一部をご紹介します。

リハビリテーション部 チーム活動の紹介
特集
3

舌接触補助床

舌の動きを補助し、飲
み込み等の働きを改善
するための装置

軟口蓋拳上装置

話すときに、のどの奥で
息がもれてしまわない
ように補助をする装置

口腔内装置とは

※白い部分が装置になります
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