
甲州リハビリテーション病院「院内だより」156号甲州リハビリテーション病院「院内だより」156号

自分の時計
2018年秋冬号
自分の時計
2018年秋冬号

発行：
編集：

印刷：

（医）銀門会　甲州リハビリテーション病院
2018年度広報委員会
（清水美菜、大竹萌夏、唯井みゆき、内田弘美、渡邊恭子、
田中隆之、高野憲子、矢﨑奈保美、藤巻美穂）
㈱サンライフ企画

編集後記

検索甲州リハ

医療法人  銀門会  甲州リハビリテーション病院
〒406-0032　山梨県笛吹市石和町四日市場 2031
TEL : 055-262-3121（代）  FAX : 055-262-3727

相談窓口専用／ 0120-374-119（フリーダイヤル）
相談専用FAX／ 055-262-8190
E-mail：koshu@krg.ne.jp

管理栄養士オススメ!!

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 

＊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。

1人前：500kcal
たんぱく質 25.8g 
食塩相当量 2.0g

運動後におすすめのレシピのご紹介
運動後2時間以内にたんぱく質・糖質中心の食事をとると、筋合成・疲労
回復・代謝アップを促すとされています。
今回のメニューは豆腐・肉・卵の良質なたんぱく質と、糖質である麺を同
時に召し上がれます。
さらに、酢が入ることで疲労回復・筋肉痛の予防効果が期待できます。

★栄養ポイント

高たんぱくサンラータン麺

【材 料】（2人分）　

❶豚バラ肉は5cm程度に切り、豆腐は一口サイズに切る。椎茸は石づき
を取り、細切りにする。

❷Aを鍋に入れ沸騰したら、❶を入れ火が通るまで煮る。Bの調味料を加
えてとろみをつける。

❸麺は茹でて水気を切っておく。
❹❷に溶き卵を加え、火を止める。茹でた麺と一緒に盛り付け、仕上げに
万能ネギをのせてでき上がり！

作り方

所要時間

25分

人は心の中に自分の時計を持っている

ご自由にお持ちください   甲州リハビリテーション病院「院内だより」156号  2018年秋冬号

表紙の顔表紙の顔

認知症
検討委員会

　認知症検討委員会は、2005年に院内で発足されました。
認知症の患者さんが安心して入院生活が送れるよう、また認
知症認定看護師を含め多職種チームによる適切なケアが提供
できるよう、取り組んでおります。
　当院では、身体疾患のために入院した認知症患者を医療機
関が適切に受け入れ、病棟における対応力とケアの質を向上さ
せることを目的とし「認知症ケア加算Ⅱ」を取得しています。
　認知症高齢者は、2025年には700万人を超えると推計されています。高齢化社会において認
知症ケアは重要な役割を担っており、認知症の方やご家族が安心して医療を受けていただけるよ
う、これからも支援していきます。

　記録的な猛暑が過ぎ、過ごしやすい季節となりましたがいか
がお過ごしですか。
　今年度、私の祖父母が当院で入院生活を送りました。スタッフ
の皆さんには大変お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。
祖父母ともに在宅生活を再開することができ、「やっぱり自分の
家が一番いいな。」と笑顔で話してくれます。そんな笑顔に、私
はいつも元気をもらっています。（大竹）

中華麺.........................2人前
絹ごし豆腐 ................. 350g
豚バラ肉 ........................80g
生椎茸.............................3枚
卵 .....................................1個
万能ネギ................お好みで

鶏ガラだし...................300ml
醤油............................ 大さじ1
おろし生姜............ 小さじ2/3
酢 ................................ 大さじ1
ラー油 ...小さじ1（お好みで）
水溶き片栗粉................... 少々
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甲州リハビリテーション病院において介護保険サービス
「通所リハビリテーション」を開設しました！

　退院患者さんの自宅での生活再開を支援するために、病院内に介護保険制度の通所リハビリテー
ションを開設しました。活動・参加の習慣化を促し、自宅での生活を安全に生きがいを持って過ごせ
るように支援するために、短期間（退院後約3ヵ月間目安）・短時間（1～2時間）、機能・能力向上に
特化したサービスを提供します。
　なお、送迎サービスはありませんので、ご自身もしくはご家族の送迎で来所できる方が対象となり
ます。詳しくは病院通所リハビリテーションまでお問い合わせください。

（担当：理学療法士　佐藤 聡）

　地域開放事業検討委員会は、その名の通り、病院の機能や日頃
行っている地域支援活動を地域の皆さんに知っていただくため、地
域に開かれた事業について企画検討を行い実施していくための中心
的な役割を担う委員会です。
　これは、病院機能評価でも求められている、「病院の診療内容・医
療サービスや診療実績などの情報を患者や医療関連施設等に発信
していること、地域に向けて医療に関する教育・啓発活動を行っていること」を実現していくものであ
ります。また、地域包括ケアを推進していくためにも病院が地域の公器となり、困ったときには相談
ができるという認識をもってもらうことが重要です。
　今後、あらゆる方法での地域開放事業を検討し実施していきたいと思います。

病院で地域開放事業検討委員会を立ち上げました

パーキンソン病は怖くない！

トピックス特集
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　このたび機器の老朽化により超音波診断装置を更新し、キャノン
メディカルシステムズ（株）のXario200Gを導入しました。
　新しい機器は高い基本性能を搭載し、従来よりも格段に鮮明な画
質が得られるようになり、軽量かつコンパクトであることからスムーズ
で効率的にハイレベルな診断を実現します。
　当院としては従来の胸腹部のみならず、骨折を主とする整形疾患
においても病態の診断や評価に対応でき、安全で効果的な運動療法
（運動器リハビリ）の実施にも役立てることが可能となりました。

超音波診断装置を更新しました

～パーキンソン病
　　　スペシャリストチーム活動～

（委員長　磯野 賢）

　「パーキンソン病」には 重い病気”  進行性”などマイナスのイメージがあるかもしれません。しかし
「適切な治療を行うことで寿命まで元気に生活できる病気」と唱える専門医もいます。 パーキンソン病
の方であっても、住み慣れた地域で自分らしく生きること”を支援するために、当院ではパーキンソン病
のリハビリテーションの知識と技術を深めるチーム活動を行っています。
　パーキンソン病は、身体の動きが鈍く小さくなるなどの特有な症状がみられます。そのため、パーキ
ンソン病ガイドラインをもとに、より効果的な運動や生活動作に対応したリハビリテーションを一定期
間集中的に実践し、再び自宅や地域で生活できることを目指しています。またリハビリテーションの効
果判定として、国際的評価スケール「UPDRS（Unified Parkinson’s Disease Rating Scale）」を
用いた客観的評価も取り入れています。
　一人ひとりの患者さんの症状に応じた効果あるリハビリテーションを提供し、長期的にパーキンソン病の
方に寄り添う支援を行っていきたいと思います。（パーキンソン病チームリーダー　理学療法士　中込 亮）
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　河西敬子さんは、2018年6月に特別養護老人ホームでの介護の仕事中に転倒し、右大腿骨頚部骨折にて
骨接合術を受けられ、7月6日に当院に転院されました。約2ヵ月間のリハビリを経て、現在のご様子や退院後の
生活に向けたリハビリについてお話を伺いました。

Q　退院後の目標はありますか？
　とにかく復職を目指して、体力をつけて、介
護の仕事で利用者さんのベッド移乗などをで
きるようにしていきたいです。また復職後の練
習も兼ねて、リハビリの担当の方に相談しなが
ら、病院の食事のときに準備のお手伝いなどを
できればと思っています。

Q　今入院中の方に、アドバイスなど
一言お願いします。

　入院してしばらくは不安を抱えている方が多
いと思います。私も入院当初はネガティブなこ
とを考えてしまうことが多く、「本当に良くなる
のかな？」ととても不安でした。でも病院の先
生やスタッフの皆さんが支えてくれるので大丈
夫ですよ、とお伝えしたいです。信じてがん
ばってほしいと思います。

Q　転院の際に当院を選ばれた理由はなんですか？
　一緒にヘルパーの資格を取った友達が、こちらの病院に就職して
おり以前から知っていたので、安心感がありました。また家から近い
のも選んだ理由の一つです。

Q　受傷時の様子を教えていただけますか？
　利用者さんの介助をしているときに、足がもつれてバランスを崩し
右側に転倒してしまいました。動けないくらい痛みがあり、何とか左
足で立ち上がり車イスに乗って病院に行きましたら骨折とのことで、
びっくりしました。まさか自分が介護される立場になるとは思いもよ
らなかったです。

Q　入院中に印象に残っていることはありますか？
　入院中の生活リズムが少し単調になっていたとき
に、作業療法士さんからリハビリでレザークラフトの
作製を提案していただき、リハビリの最後に少しず
つ作製するようにしています。レザークラフトは初
めてだったので楽しくて夢中で作業をするようにな
り、リハビリにもメリハリがついてとても良かったで
す。こういった提案をしていただき、リハビリへの気
持ちが維持できるようになり、本当にうれしく思いま
した。

Q　現在退院に向けて
どのようなリハビリをしていますか？

　今は、右足に荷重をしっかり掛けてもよい状態になったので、歩く練習で戸外に出て少しずつ歩行距離を延ばして
いき、お天気が悪い日でも傘をさして歩けるかなど、いろいろな体験を実践して退院に向けて調整しています。リハ
ビリの期限が10月の初めまでなので、それまでに仕事に復帰できる状態になれるようがんばっています。杖なしで歩
けるようになったので、自分でも病棟内を歩き筋力を鍛えています。
　まだ階段の下りが難しいので、それを克服するのが目標です。また退院までに体を引き締めたいと思って、スト
レッチなどの訓練も取り入れてもらっています。一人暮らしなので、家に帰ってからの訓練として自宅への外泊をしま
した。外泊の際にコーヒーを入れたり、後片付けをしたりしました。息子も一緒に外泊に付き添ってくれ、久しぶりに
ゆっくり過ごしました。

入院患者
河西 敬子様
インタビュー

特集2
　　

こんにちは！お元気ですか？

Q　介護のお仕事をされていたそうですが、
具体的にはどんなお仕事をされていましたか？

　以前は、保育園の先生の補助の仕事をしていました。
子供が好きなので楽しく仕事をしていました。その仕
事を辞めたあと、資格取得を考えハローワークで相談
したところ、介護の資格をすすめられました。50代以
降の方も資格を取得し活躍されている方が多くいらっ
しゃることを伺い、私もやってみようと思いました。
3ヵ月くらい学校に通いヘルパー2級の資格を取得し、
以後10年くらい介護の仕事を続けています。施設を
利用する方がどう安心して穏やかに過ごせるかを心が
けながら、やりがいを持って仕事をしています。病棟看護師と一緒に

Q　入院でリハビリをされる中で
不安に思うことはありましたか？

　最初は痛いという思いが先で、とにかく不安でし
た。入院した当初は、右足に掛けていい荷重は
15kgだったので歩行もできず痛みもある状態で、
1ヵ月くらいはリハビリも思うように進まず、気持ち
が沈んだこともありました。そんな時に同室の方と
お手玉をしたりして、昔の思い出話で会話が弾むよ
うになり、笑顔も戻ってくるようになりました。

初めて作った
レザークラフト
（メガネケース）

リハビリテーション風景
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ケアワーカー
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　当院に就職して2年目の森田里美乃です。
　結婚を機に山梨に来ました。以前から人に関わる仕事
が好きで、病院でケアワーカーの仕事をしたいと思いまし
た。今回は、ケアワーカーの仕事について紹介したいと思
います。

　個々の患者さんに必要なさまざまなサポート（排せつ
介助・入浴介助・食事介助等）や、療養環境の整備など
入院生活全般を支援する仕事です。

ケアワーカーとは？

　ベッドからの起き上がりやイス等への移乗の際に腰への負担を軽減できる介助方法を紹介し
ます。介助者は肩幅に足を開き、腰を落とした体勢で被介助者の方を上体に乗せるようにしま
す。被介助者の方の動きに合わせ、体が反り返らないようおじぎの姿勢を維持するのがポイント
です。

病気やケガなどにより、患者さんが入院生活の中で介助が必要になる部分のサポートをします。

食事介助 歯磨き介助
（衛生管理の介助）

療養に必要な栄養をとれ
るよう、声掛けやお手伝
いをします。

身の周りの清潔を保ち、感
染症の予防などに気を配り
ます。

日常生活サポート

余暇活動サポート

シーツはマットレスの種類
によって巻き方を変えてい
ます。

集団生活の中で輪を深めたり、手足を動かすリハビリになるレクリエーション活動を促します。

ラジオ体操 ぬり絵

シーツ交換
（療養生活環境の整備）

介助者はベッドサイドに立ち、
肩幅に足を開きます。肩と太
ももに手を添えて横向きにし、
足をベッドから下ろします。

そのままの体勢で腰を落と
し、被介助者の首の下に手
を入れ起こします。

被介助者におじぎをしても
らい、上体に乗せるようにし
ます。

被介助者の腰に手をあて動
きに合わせて立ち上げ、移乗
します。

1 2 3 4

介助ワンポイントテクニック！

one
poin

t
ケアワーカーの

8月15日にスイカ
割りイベントを行
いました。
本物のスイカを割
ることはできませ
んでしたが、新聞
紙で作ったボール
をスイカに見立て
て割ったり、スイカ
模様のビーチボー
ルを使って運動を
して楽しみました。

この木は、葉っぱの色を塗ったり折り
紙で折ったりして病棟の皆さんで飾り
付けたものです。入院生活の中に季
節をお届けしています。

スイカ割り レクの木

4階病棟レクリエーション紹介
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■入院期間平均日数 ■退院先

■FIMの変化
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100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

■年齢構成 ■疾患別リハ比率

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
病院全体 回復期病棟 2階病棟 病院全体 回復期病棟 2階病棟
3.8% 3.0% 6.4%

16.8%

25.2%

32.9%

18.7%

15.0%

14.2%

32.3%

35.5%

15.4%

16.9%

32.5%

31.4%

■85歳以上　■75～84歳　■65～74歳　■45～64歳　■44歳以下 ■廃用症候群　■運動器　■脳血管　■呼吸
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■男女比

■入院患者数

628人
■平均年齢

全体
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43％女性
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全体

回復期病棟

2階病棟
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82.5日

99.9日

95.6日

FIM（Functional Independence Measure、機能的自立度評価表）
による日常生活動作の改善状況

2017年度の1年間に当院に入院された患者さんについてまとめました。1年間で628人の患者さんが入院し、心身
機能や日常生活動作の改善を図って退院されました。 ■入院時　■退院時
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FIM（Functional Independence Measure）とは、患者
さんが日常生活を送るうえで必要な動作がどの程度ご自
分で実施できているのか表す評価です。
食事、排泄、入浴、移動など全18項目を1点から7点で評
価します。全ての日常生活動作が、自分でできる方は満
点で127点となり、全ての日常生活動作に介助が必要な
方は18点となります。

リハビリテーションは、機能の改善と合わせて、自分の
ことが自分でできるように「自立支援」を行い、その成
果をＦＩＭの点数の改善で確認しています。

FIMは、運動機能の障害が影響する13の項目と、認知
機能の障害が影響する5つの項目に分類されています。

「在院日数効果」は入院1日あたりのFIMの改善ポイントで
す。当院では、365日リハビリテーションを提供して、1日
でも早くより良い状態で退院できることを目指しています。

院長コメント

2017 年度 入院患者さんの状況と退院先

リハビリテーション実績報告2017年度

　昨年と比べて患者層に大きな変化はありま
せんが、年々 FIMの獲得ポイントが上昇傾向
にあり、制度の改定に伴いFIMを意識した日常
生活動作に重点をおいたリハビリテーションが
実施された結果によるものと思います。
　今年度から、制度改定により目標とするFIM
実績指数がさらに上げられ、セラピスト数を増
やし、連携看護師等を配置し、より早期の入院
と入院期間の短縮に取り組んでいます。その
効果が来年度の実績報告で出てくることを期
待しています。
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そろそろ寒
くなってきましたね！ケガをしないように体操と軽い運動をしましょ

う！
自宅で

できる！リハビリ体操

10

肩甲骨まわりをほぐそう！

1 ストレッチング

2 毎日の生活の中でのトレーニング
お風呂で、タオルを使って背中をまんべんなく洗いましょう。

最近、手が上がりにくかったり、肩がこったりすることはありませんか？
肩甲骨をしっかり動かすことで、日常生活が楽に送れるようにトレーニングをしましょう！！

今回は、理学療法士 上田彩加が紹介します。

10秒
1セット

5回ずつ
左右に

＊ 頭を肘の間に入れるようにすると、
 より伸ばされます。

●前のテーブルに肘をついて、
　脇の下を伸ばす。

この辺りが伸びている
感覚があればOK

左右のタオルの
持ち手を近づけると
より難しくなって
いきます！

動きは大きく！

左右に手をたおす。
イスに座った状態で

できるだけ手を高く上げて
脇の下を伸ばす。

肩甲骨は首・肩・背骨の真ん中にあり、
周辺にたくさんの筋肉がついています。

この箇所が動かないと、
肩こりや手の動きにくさにつながることもあります！

　認知症は進行性の疾患です。さまざまな原因によって、記憶力・理解力・見当識（場所や日時が分かること）・計
算能力・学習能力・会話すること・判断することなど多くの機能が障害され、社会生活に支障をきたすようになった
状態が認知症です。また、認知症の前の段階である「軽度認知障害」（MCI）の方々も、今後の高齢化に伴って増え
ていくとされています。

認知症とは？

もの忘れと認知症の違い

＊遂行機能障害 ....計画を立てて物事を進めることに支障がでること（献立を考えて料理するなど）
＊見当識障害 .........時間や季節、自分がいる場所や周囲の人のことがわからなくなること

体験そのものを忘れる

記憶障害に加えて、判断の障害や遂行機能障害がある

もの忘れの自覚に乏しい

探し物を誰かが盗ったと言うことがある

見当識障害がみられる

認知症のもの忘れ

体験の一部分を忘れる

記憶障害のみがみられる

もの忘れを自覚している

探し物を努力して見つけようとする

見当識障害はみられない

加齢に伴うもの忘れ

認 知 症 の基礎知識

今回は、認知症予防の一環として脳を活性化させる簡単な体操を紹介します。

片手は胸でグー、片手は前に伸ばしてパーに。
左右の手を入れ替えます（歌を歌いながら）。

指先で反対側の腕を、手首から肩に向かって1～8まで
数えながら軽く叩いていきます。
8拍目に肩を叩くようにしましょう。

認知症予防体操

手を前に伸ばし、数をかぞえながら順番に指を曲げます。
「1、2、3」としっかり声に出しましょう。
1～10で数えるのを5回行います。

5本の指先をそれぞれ合わせ、親指・人差し指・中指・
薬指・小指を順番に1つずつ回します。
これを5回繰り返します。

1 2

3 4
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