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 平成２５年１０⽉１⽇より、当院において介護保険で⾏う訪問リハビリテーション
を開始することとなりました。 当院リハビリスタッフがご⾃宅に伺い、 生活の中で
のリハビリテーションを⾏うサービスとなります。

東所沢病院

けやき　訪問リハビリテーション

・退院後すぐにはご⾃宅での生活に不安がある⽅
・⽇に⽇に、 年々体が動かしづらくて・ ・ ・という⽅
・リハビリテーションを継続してもう少し目標に近づけていきたい⽅
・何か生きがいになることを⾒つけていきたい⽅

など、 理由は様々かと思います。
当院スタッフと一緒に生活にメリハリをつけていきましょう！！
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＜訪問リハビリテーションってなに？？＞

 

 
そんなときこそ
訪問リハビリテーションの出番です！

＜訪問リハビリテーションの内容＞
 

＜能力向上・生活動作の獲得＞ 

＊日常生活での必要な動作ができるようにします。 
＊身体機能、心臓、呼吸機能の回復を図ります。 
＊食事動作、飲み込みなどの状態を評価し、やり方をア

ドバイスします。 
＊病気の予防（肺炎・心不全・認知症予防など） 

 病院は、病気を治療して集中的にリハビリテーションをすることで機能改善を目指しま

す。訪問は、住み慣れた環境で安心して生活ができるようリハビリテーションを行いま

す。 

 病院は、国が定めた日数が決まっており、期限がくると退院しなくてはなりません。 
そのため、自宅での生活が不安なまま帰られる方も多いのではないでしょうか。不安を

抱えたままでの生活では生活範囲は狭まり、運動量も減るため、いずれは寝たきりの生活

につながりかねません。また、逆に退院後、動きすぎてしまい転倒などで怪我をして、病

院に戻ってきてしまう方もいらっしゃいます。 

 利用者様に関わるすべてのスタッフと連携し、より安心した生活が住み慣れた家で続く

ようリハビリテーションを行っていきます。また、昔行っていた趣味などその方らしい目

標や生活が獲得できるよう援助していきます。 

 よく皆様から、「病院のリハビリと何が違うの？？」「リハビリって何をするの？」
「マッサージと違うの？？」 という質問をされることがあります。 今回は、 少し訪問
リハビリテーションの特徴をお話させていただきます。
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＜住宅改修や福祉用具のアドバイス＞ 

手すりの位置や段差解消、お風呂場の道具や移動手

段などの福祉用具の使用などその方に合わせたアドバ

イスを行っていきます。 

 
＜家族指導＞ 

 ご家族様の負担が少しでも減るように、動作

の指導や物品使用の提案を行います。 
 介護者の方が苦しい介護では介護されてい

る方もお互いつらい生活になってしまいます。

みんなで一緒に解決策を考えましょう。 

 
＜自分らしい生活を＞ 

 人それぞれ育った環境も、趣味も、生活も違

います。その方にとっての目標を決め、生きが

いを見つけていくことで生活にメリハリがで

きるよう一緒にがんばりましょう。 

 
＜重症な方こそリハビリテーションを！＞ 

重傷な方こそリハビリテーションは大切です。 

全身の管理（評価）をしつつリハビリテーションを

行い、体調を整えていくことで安楽な生活が送れる

よう支援します。 
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 訪問リハビリテーションは、 ケアプランの一つとなりますので条件がございます。
  ＜条件＞
   ①介護度の認定を受けている⽅
   ②下記の事業所や担当者と契約している⽅
     要支援１、 ２の⽅
      地域包括支援センター
     要介護１、 ２、 ３、 ４、 ５の⽅
      ケアマネジャー
   ③所沢周辺地域の⽅     

地域につきましては所沢市、 清瀬市に加え、 新座市、 志木市、 朝霞市なども検討して
います。 具体的な地域はまずご相談ください。 当院に入院されたことのない⽅も受付し
ています。 まずはケアマネジャーに相談していただき、 わからないことに関してはお気
軽に当院スタッフにお声がけください。具体的な話については後日訪問リハビリテーショ
ン担当スタッフが対応させていただきます。

＜けやき訪問リハビリテーションスタッフ紹介＞

理学療法⼠ 松⽥ 知寿⼦  理学療法⼠ 島⽥ 真樹

利用者様ならびにご家族様が安心して生

活が送れるよう、心身ともに援助できるよう

努力しています。また、一緒に生きがいをみ

つけ楽しい生活が送れるようにしていきま

しょう。 

 

まずはお問い合わせください。
東所沢病院けやき訪問リハビリテーション
電話 ： ０４－２９４４－２３９０
FAX ： ０４－２９４４－５２３６ （病院代表）
        ０４－２９４５－６２６１ （直通）

 

愛し愛される病院 

地域に“ホッと”心やすらぐサービスを❤ 
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第６回　秋祭りを行いました

 平成２５年９⽉１４⽇（土）当院リハビリテーション室にて、６回目の秋祭りを開催
しました。例年、患者様とご家族からご好評頂いている音楽部の生演奏を中心に、魚釣
りゲームや屋台の食べ物 （わたあめ、 あんみつ） をご用意させて頂きました。 普段の
⼊院生活とは異なる雰囲気の中で、 いつもと違う患者様の表情もみられました。 また、
音楽部の演奏では、 患者様やご家族に手拍子を頂き、、 一緒にお祭りを盛り上げて頂き
ました。 今年度も、 この秋祭りは、 患者様とご家族に
一緒につくって頂いた貴重な時間・空間だったと思いま
す。秋祭り開催にあたりご協⼒頂いた皆様、本当にあり
がとうございました。 来年度もアンケートより頂いた意
⾒や反省を活かし、患者様・ご家族により楽しんで頂け
るよう企画していきたいと思います。

魚釣りゲーム

音楽部生演奏

患者様作品展
患者様作品展

多くの方で賑わいました



栄養科では、 年４回の嗜好調査を実施しています。
９月２４日 （火） 〜９月２７日 （⾦） に今年度第２回⽬の嗜好調査を実施しましたので
報告いたします。

＊対象者  ：１病棟〜４病棟の全形、 一口大、
       ソフト食を召し上がっている患者様
＊調査方法 ：管理栄養⼠による直接聞き取り調査
＊有効回答率：８４． ６％ （４４名／５２名）
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（問１） 朝食の量はいかがですか （問２）朝食の味付けはいかがですか

（問３）朝食の献⽴内容はいかがですか （問４）朝食で取り入れて欲しいメニューはありますか
    （パンの種類なども含め）

・生野菜 １人
・野菜 ３人
・ミモザサラダ １人
・甘みの強くないもの １人
・酢の物 １人
・焼き魚 １人
・塩気のあるもの ３人
・ハム、 ソーセージ ２人
・チーズ １人
・旬の果物 １人
・味噌汁 （スープ） １人
・煮豆 １人
・ポテトサラダ １人
・魚料理 （南蛮漬け） １人

・さつま揚げ １人
・昆布の煮物 １人
・トーストしたパン １人
・刺⾝ １人
・お浸し （小松菜） １人
・さつまいもの煮物 １人
・クリームパン １人
・クロワッサン ２人

栄養科
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【考察】

現在、 セレクトメニューで新たな献⽴を加えるなど、 ⾷事の⾒直しを⾏っています。
昼⾷や⼣⾷の⾒直しをメインで⾏っている為、朝⾷の献⽴⾒直しに向け、意⾒を頂き、
今後に活かしていくことを⽬的に嗜好調査を⾏いました。

（問１）

朝⾷の量について、 １６％が 「多い」、 「少し多い」、 ７１％が 「丁度良い」、 １
３％が 「少し少ない」 との回答を頂きました。 予想に反し、 男性より、 ⼥性の⽅が
少ないとの意⾒が多く挙がりました。今後の対応として、朝からは⾷べられないという
患者様も考慮しながら、 品数や野菜の量を増やす等の⼯夫をしていきます。

（問２）

朝⾷の味付けについて８７％が 「良い」、 「まあまあ良い」 で概ね味付けは好評を頂
きました。ただ、１３％が「あまり良くない」、「良くない」との意⾒であった為、
全体の１割は味付けに不満があることが分かりました。 味の感じ⽅には個人差がある
為、 治療⾷の兼ね合いも考えつつ味の調整を⾏っていきます。

（問３）
献⽴の内容について、７５％の⽅から「良い」、「まあまあ良い」との回答を頂きま
した。 一⽅、 １５％が 「あまり良くない」、 「良くない」 と回答し、 １割は現在の
献⽴に不満があることがわかりました。 「野菜を増やして欲しい」 等の意⾒が多く、
問４で頂いた回答を参考に、朝⾷献⽴の⾒直しを⾏い、患者様の満⾜度の向上に努めて
いきます。

（問４）

朝⾷で取り入れて欲しいメニューについて、様々な意⾒を頂きました。中には朝⾷にゼ
リーなどの甘いものが多いことから、「塩気のあるメニューを取り入れて欲しい」との
意⾒や、「いつもとは違った野菜を出して欲しい」、「パンの種類を増やして欲しい」
などの意⾒を頂きました。今後の対応として、メニューの⾒直しを⾏い、患者様のニー
ズに対応し、 より多くの⽅に満⾜して頂ける⾷事提供に努めていきます。

今後も患者様のご意⾒を参考にし、
安全で美味しい⾷事提供に努めて参ります♪



平 日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００ １４ ： ００〜１７ ： ００
     
    （診察開始時間９：１５〜）
土曜日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００
    
    （診察開始時間９：１５〜）
日 ・ 祝 ・祭日は休診です

外 来 診 療 担 当 医

診 療 科 ⽬
月 火 水 木 ⾦ 土

午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前

内   科 山口 馬島 山口 ⻲⽥ 山本 山本 高崎
深澤

高崎
深澤 林 林 馬島
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理念
高齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践

基本方針
○患者様の権利を尊重し、 笑顔と対話による医療 ・ 看護
を実践する
○⾃⽴に向けたリハビリテーションを展開できるよう⽀援
する
○療養環境を整備し、 安全を確保する
○退院後に安⼼して地域で暮らせるように、 福祉との連携
をとる
○⾃ら学び医療⼈として節度を持ち、 全員で働きやすい職
場環境を作る

当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、入院後における様々なご相談に応じています。患者様やご家族が安⼼して療養に専念していただ
けるように、専⾨的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是⾮ご利⽤ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談
も承ります。

相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 〜17 ： 00(12 ： 30 〜13 ： 30を除く)
○土曜 ：9 ：00 〜 12 ：30

社会福祉相談室のご案内

東所沢病院の理念・基本⽅針・患者様の権利・職員倫理

患者様の権利
○平等かつ公平に医療を受ける権利
○個⼈として尊重される権利
○⼗分な説明と情報提供を受ける権利
○⾃分、 または代理⼈による意思で選択 ・ 決定する権利
○⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利
（プライバシー保護）

職員倫理
１私たちは、 ⼈間愛の精神を基本とし、 医療者として常
に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、 すべての医療⾏為において、 患者様の権利
を尊重し、 互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、 医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、
法に従い、 社会秩序の保持に努めます。


