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 リハビリテーション科 
在宅復帰に向けての取り組み 

▲ 

 当院には回復期リハビリテーション病棟・療養病棟・認知症病棟があり、多くの患者様が入院

されております。その中でも在宅復帰を目指してリハビリに取り組まれている患者様や、在宅復

帰を願っているご家族様が多くいらっしゃいます。そんな患者様へ当院のリハビリテーション科

が行っている「在宅支援に向けた取り組み」について回復期リハビリテーションを中心に紹介さ

せていただきたいと思います。 

  

急性期病院での治療は終えたものの、このままでは自宅に帰れない・・・ 

後遺症が残り、このまま自宅に帰っても安全に生活できるか不安だ・・・ 

身体機能の向上のためにもっとリハビリを頑張りたい！ 

そんな身体機能の低下をきたした患者様が身体機能の向上・日常生活動作（ADL）の改善

を目的とし、入院しながら集中的かつ効率的にリハビリテーションを行う専門病棟です。 



リハビリテーションには個人差はありますが、発症当時より可能な範囲で早期に、更に集中的に

行うことで効果が増大する傾向があるといわれています。当院の回復期リハビリテーション病棟

におきましては平成２２年４月より年末年始を含む１年３６５日、集中的なリハビリテーション

を提供し、患者様の回復と早期社会復帰を目指した体制を整えております。休日にもリハビリ

テーションを行うことで患者様に貢献できるとともに、平日に来院が困難なご家族様におきまし

ても、リハビリテーションの場面を見学して頂き、スタッフとコミュニケーションをとりやすく

なっております。 

～入院から退院までの流れ～  

まず入院された際に患者様の身体状況を評価させて頂くとともに、患者様とご家族の希望、家屋

状況などを相談させて頂き、患者様に合った目標と治療プログラムを立案させて頂きます。そし

て毎月必要に応じて合同カンファレンスを実施しております。 

合同カンファレンスの実施  

カンファレンスでは入院中やリハビリでの経過を

報告させて頂きます。担当医をはじめ各職種が話

し合いに参加し、意見交換や相談をしながら情報

や目標の共有を図っております。そして患者様と

ご家族様の要望に合わせ、患者様に合わせた快

適な在宅復帰をおくれるような提案をさせて頂い

ております 
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家族 

退院１～２ヶ月前に家屋調査を実施しており、患者様の身体機能と住宅環境を考慮し、必要に応

じて家屋改修や福祉用具を検討しながら、安全で快適な在宅生活がおくれるような提案をさせて

頂いています。 

また退院後に家族の介護を少しでも減らしたい・・・、他者と関わる機会をつくりたい！退院後

もリハビリを頑張りたい！など、このようなご希望に合わせ、ソーシャルワーカー、ケアマネー

ジャーと共に、退院後に利用されるデイサービスや訪問リハビリなどの提案もさせて頂いており

ます。 



家屋調査とは？ 

ここで家屋調査について簡単に説明させて頂きます。 

脳卒中や病気になると家屋状況によって、敷居や段差でつまずき転倒したり、トイレやお風呂に

入ることが不自由になったりすることがあります。家屋調査では事前に用意していただいた写真

等の家屋の情報を基に、リハビリスタッフが実際に自宅に訪問させて頂き、患者様が自宅で安全

で快適な生活を送れるように、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

用具の提案をさせて頂きます。 

家屋調査実施後は 

福祉用具など、退院後利用予定の物品を使用した歩行や動作訓練を家屋状況に合わせたリハビリ

を行います。また、介護が必要な患者様に関しては、ご家族の負担が少しでも減るように、動

作・介護の指導を行います。 

尚、今回は回復期リハビリテーション病棟に入院された際の流れを紹介させて頂きましたが、療

養病棟に入院されている患者様にも同様の取り組みを行っております。そして療養病棟から自宅

へ退院される患者様もいらっしゃいます。 

在宅復帰に向けて、私たちと一緒に頑張りましょう！ 



 嗜好調査結果報告 

栄養科では年４回嗜好調査を実施しています。 

９月２２日（火）に嗜好調査を実施しましたのでここに報告致します。 

＊対象者：１病棟～４病棟の全形、一口大、ソフト対象 

＊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：８０％（３９名/４９名） 

栄養科 

問１ 

食事の量はいかがですか 

問２ 

食事の味付けはいかがですか 

問３ 

メニューに取り入れて欲しい料理はありますか 

太巻き寿司・にぎり寿司          ４人 

オムライス                ２人 

ハヤシライス               ２人 

ラーメン                 ２人 

焼きそば                 ２人 

炊き込みご飯               １人 

カツ丼                  １人 

焼き餃子                 １人 

中華系（エビチリ、あんかけ焼きそば、炒飯）１人 
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【考察】 

問１ 食事の量はいかがですか 

食事の量について約８０％の方より「丁度良い」との回答を頂き、全体の８割が食事量につい

て満足していることが分かりました。 

５名の方から少し多い、多いとの回答を頂き、３名の方から少し少ない、少ないとの回答を頂

きました。個々の疾患により食事量が異なる為、喫食状況を確認し、主治医と相談しながら可

能な範囲で対応していきます。 

問２ 食事の味付けはいかがですか 

食事の味付けについて、９０％の方から「丁度良い」との回答を頂き、３％の方から「やや濃

い」８％の方から「やや薄い」との回答を頂きました。概ね満足していることが分かりまし

た。おかずが濃い・薄いなど意見を頂いたので参考にして味付けの変更を検討していきます。

治療食との兼ね合いを考慮して調理方法の工夫をしていきます。新メニューを取り入れ、季節

を感じられるメニューを提供できるように努めていきます。  

問３ メニューに取り入れて欲しい料理はありますか 

太巻き寿司・にぎり寿司が食べたいとの意見を多く頂きました。現在提供しているメニューの

中でオムライス・ハヤシライスの意見が挙がりました。新しく炊き込みご飯や焼き餃子・中華

系の料理といった意見を頂きました。現在提供しているメニューは、提供頻度の見直しやセレ

クトメニューへの取り入れを検討していきます。 

また、意見を参考に新しいメニューも検討し、美味しい食事を提供できるように努めていきま

す。 

 秋祭りを開催しました 

 ９月１２日（土）に第８回の秋祭りを開催しました。今回は職員で構成される音楽部による生

演奏を中心に屋台でわたあめ、あんみつを楽しんでいただきました。当日は、暑さの残る中、多

くの患者様、ご家族にご来場いただきました。音楽部はサックス・トランペット・クラリネッ

ト・ピアノ・ギター・ベースといった構成で懐メロや童謡を中心に１０曲ほど演奏しました。途

中、会場にいらっしゃる患者様やご家族にインタビューをしたり、演奏曲にちなんだ写真やイラ



ストを掲げて見せるなど趣向を凝らしました。りんごの唄の演奏ではボーカルのいない音楽部を

引っ張るように患者様、ご家族で大合唱となり、とても盛り上がりました。また、口ずさんだり、

手拍子をしたり、涙を流しながら聴き入られたり、と多くの方々のいつもとは違う表情も見られま

した。 

 屋台のわたあめとあんみつは食形態別に用意し、「なつかしい、わたあめが食べられるなんて思

わなかった」と大好評でした。 

 患者様は普段と違う光景の中、存分に祭りの雰囲気を感じられたのではな

いかと思います。 

 終了後のアンケートでは、懐かしい曲を演奏していただいてとてもよかっ

た、歌をうたうことで昔を思い出すことができました、リズムをとったりし

て楽しそうにしていました、わたあめやあんみつの甘いにおいが縁日のよう

でなつかしく楽しめました、などとても好評のご意見を数多く頂きました。 

 口腔ケア研修を終えて（黒岩先生はマジシャン？？） 

 ９月２７日（日）黒岩恭子先生を招いて看護部・リハビリスタッフを対象に口腔ケアの研修を実

施いたしました。午前中は講義で、ビデオで患者様の変化を見ることが出来ました。口腔内のリハ

ビリ、僧帽筋 のマッサージなどをして筋肉を緩めることで口腔ケアがスムーズに出来るだけではな

く、食べやすくなる事が分かりました。何よりも患者様の表情が豊かになり、顔に活気が出てきた

のを見て驚きました。 

午後は病棟で実際に患者様をモデルに口腔ケアを実施して頂きました。なかなか口を開かない患者

様に対してバランスボールを利用して肩周囲をリラックスさせ、ジェルをつけたモアブラシで、口

唇からやさしく口の中に入れていきます。痛くないことが分かると素直に開けてくれる患者様を見

て口腔ケアの基礎が分かったように思いました。また喉頭に痰がいつもある患者様には、ファン

ファンブラシで喉頭を拭い、自力で排痰を誘導して、出た痰を絡め取ります。この後の口臭が減っ

たのを感じて、スタッフのやる気に火がつきました。 

口腔ケアのポイント 

①正しい体位（起こせる場合はなるべく起こす） 

②顔面の筋肉の緊張をとる（僧帽筋・口唇・口輪筋・頬筋・舌のリハビリ） 

③口腔内のマッサージ 

④保湿・湿潤を充分に 

⑤痛くないようにやわらかいその人に合ったブラシを使う 

⑥喉頭のケアは排痰の誘発（吸引回数が減る） 

 

※黒岩恭子：村田歯科医院 院長 歯科医師 

      クルリーナブラシの発案者 

      著書：なぜ「黒岩恭子の口腔ケア＆口腔リハビリ」たべられる口になるのか  

        ：黒岩恭子の口腔リハビリ＆口腔ケア  

        ：知っていると楽になる高齢者介護30選 など  



運行ルート 東所沢病院 ⇒ 東所沢駅 ⇒ 所沢駅 ⇒ 東所沢駅 ⇒ 東所沢病院 

停車場所 東所沢病院 東所沢駅 所沢駅 東所沢駅 東所沢病院 

発車時間  

13：30 発 13：40 発 14：00 発 14：20 発  
 

14：30 発 14：40 発 15：00 発 15：20 発  
 

15：30 発 15：40 発 16：00 発 16：20 発  
 

16：30 発 16：40 発 17：00 発 17：20 発  
 

送迎車輛を運行しています  

 

病院から東所沢駅・所沢駅まで送迎車輛を運行しています。（無料） 

予約は必要ありませんので、外来受診時、お見舞い時にご利用下さい。 

 

■運行経路と発車時間■ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日から金曜日運行します（祝祭日年末年始を除く） 

車輛発着場所等、詳細は病院ホームページ、受付等でご確認下さい 

 

病院からのお知らせ 

自動体外式除細動器（AED）を設置しています  

 

AEDとは突然死の原因とされる心室細動（心臓がブルブルと細かく震え

る）を起こした人に、一時的に電気ショックを与えて心臓の動きを取り

戻す機器です。AEDは、音声が案内してくれるため、操作は誰でも出来

ます。AEDを患者に装着すると、AEDによる電気ショックが必要ない患

者に対しては作動しません。そのため、医学的知識のない方でも安心し

て使用できます。 

 

お見舞いメール・お祝いメールサービス  

 

入院されている患者様宛に、インターネットを通じてお見舞いメール、

お祝いメールを送ることができるサービスです。お送りいただいたメッ

セージは印刷し、患者様のお手元にお届けします。遠方に住んでいる、

時間の都合がつかない・・・など、お見舞いに行きたくても行けない方

はぜひご利用下さい。 

■お見舞いメール・お祝いメールのご利用は無料です。 

■当院のホームページよりご利用下さい。 

 



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 田中 田中 田村 馬島 田村 山野辺 
高崎 
深澤 

高崎 
深澤 林 林 馬島 

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 

社 会 福 祉 相 談 室 の ご 案 内 

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 

東所沢病院の理念・基本方針・患者様の権利・職員倫理 

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・在宅支援に向けたリハビリテーションを展開する 

●患者様が穏やかに過ごす事の出来る、安全な環境を提供

する 

●住み慣れた地域に安心して地域で暮らせるよう福祉と連

携した支援をする 

●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 

 

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。 

■発行■ 東所沢病院（日本医療機能評価機構認定病院） 
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