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　        　本館リニューアルオープン !    　        　

ご利用者さま、ご家族さまのご希望に沿えますよう
全力で取り組みます !!
何なりとご要望ください！

短 時 間 　

通所リハビリテーション 

　始まりました !

短時間通所リハビリのスタッフです。

■短時間 ( １～ 2 時間枠 ) のご利用となります。

■要支援および要介護認定者さまにご利用いただけます。

■ご自宅から当施設まで送迎と毎回の血圧測定や脈拍管理により、

　安全・安心してご利用いただけます。

■全身状態を確認できるので当院医療部門との連携も密に行い、

　トータルケアが可能ですので安心です。

☆短時間での運動リハビリに特化したメニューを集中して行い、身体機能が向上する
　ことによって意欲や積極性が高まるなど心理面、認知面での効果も期待できます。
　また、後のご家族への介護負担も軽減できます。

短時間通所リハビリテーションのご紹介



短 時 間 　

通所リハビリテーション 

　始まりました !

ニューステップ
・その方に応じた安定した楽な姿勢を保ち、
　低負荷で長時間の全身の運動が行えます。
・心肺持久力維持から筋力強化まで幅広く、 
　体力に合わせた負荷量の調節ができます。
・筋力、持久力がつき身体の活性化につながります。

レッグプレス  ▶▶ 膝の曲げ伸ばし
・太ももや足全体の筋肉に力をつけ、立ち上がる、座る、
　しゃがむ、歩くなど日常生活に必要な下肢の全体の
　筋肉を強化します。
・膝の痛みへの改善効果があります。

ローイング  ▶▶ 腕の曲げ伸ばしをして背中と腰を鍛える
・体を後面で支える脊柱起立筋や背中の筋肉に対して
　筋力を強化します。
・頸、腰の痛み、猫背（円背）の予防と改善に効果があります。

アブダクション　▶▶ 足をゆっくり開いて閉じる
股関節回りの筋肉を強化することで、骨盤の
安定性を高め、歩行や片足立ち時のふらつきを
解消し転倒を予防します。

　リハビリの専門療法士による個別リハビリ以外にも、最新機器による
運動療法、電気治療、温熱療法など充実したメニューをご提供します！



　        外来診療が2診体制になりました。　        
　昨年末より診療部部長として経験豊かな門脇真吾医師を迎え、外来診療において、
安藤院長との 2診体制が始まりました。

〇患者様の待ち時間をより少なくし、診察室へとご案内いたします。
〇これまで以上に患者様の言葉に耳を傾け、安心して診察を受けていただけるよう医師・
　看護師の連携・協働に努めます。

　また、夜診においても各分野の専門の医師が担当しております。
ご相談したい症状、お困りの事がありましたらお気軽にご相談下さい。

　　　　　　看護部　外来

皆様、こんにちは。
医師の門脇真吾と申します。昨年の 12月中旬に当院に入職いたしました。
当初は、不慣れなためバタバタして、患者様にもご迷惑をお掛けしたことと思います。
現在は、安藤院長のご指導の下、優秀なスタッフのサポートもあって、診療にも慣れて参りました。　
患者様のお顔やお名前及び病状も少しずつ把握する事ができるようになってきました。それとともに、
患者様にも、徐々にではありますが私のことを覚えていって頂いている様で、嬉しく思っています。
今後も、地域医療に貢献出来る様に精進して参りますので、宜しくお願い申し上げます。
 
追記：①一般外科・整形外科だけでなく一般内科も診療いたします。
　　　　内科疾患でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
         ②前回発行号で少し触れた我が家の犬達ですが、高齢ながら
            食欲もあり元気に散歩に行ってます。いつまでも元気でい
            て欲しいものです（我が家の癒しです）。

                                                             診療部 部長　門脇真吾

Wow!

診療担当医　変更のお知らせ

※ 2019 年 4月 1日現在　※担当変更の場合がありますので受付にてご確認ください。
※月曜日が祝日等で休診になる場合、翌日火曜日の午前診が 2診体制になります。

診療部部長
門脇医師

安藤院長



　           　　 梅の花見に繰り出そう！介護部です。　
今号
の
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　初めまして、ケアマネジャーの北村です。
日頃より利用者様の在宅生活の大変さを感じながらお話を伺っております。
先輩方の指導の下、利用者様にとって負担の少ない日常生活を過ごしてい
ただけるよう勉強させていただいております。少しでも利用者様の力にな
り、頼りになるケアマネジャーを目指して努力してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

花の蕾もほころぶ 2月下旬、ナーシングホームさつき通り忠岡にお住いの方の外出支援に
同行し、春の兆しを一緒に感じてきました。

■ヘルパーステーションさつき通りの同行支援

Wow!

紹職員 介

介護部　ケアプランセンター
ケアマネジャー

北村　磨祐弥

Ｎｅｗ　

Ｆａｃｅ

介護部　ヘルパーステーション　　
　平　　理　沙

　この 4月半ばより産休・育休を経て職場復帰する平職員が事前挨拶に来
所いたしました。お母さんとなったその柔和な笑顔がとても美しくも頼も
しく、印象的に映りました。
「約一年ぶりにヘルパーステーションさつき通りに復職いたします。皆様と
またお会いできることを大変うれしく思っております。どうぞよろしくお
願いいたします。」

たいら

いざ、出発 !

スタッフにしっかりとシート
ベルトを装着してもらいます。 「おぉ！きれい !! 五分咲き程かな」

まずは手を洗い清めて。

お社のちょっと遠くからご参拝。

みんな揃って、はいポーズ！
また来るね～！

万一に備えて
車椅子も待機。

自力歩行で頑張ります。

美味しいものはよくご存じ！
気分はもはや、花より団子です。

荷物を積んでさあ、帰宅。

兵主神社に到着！

スーパーでお買物♪

体調が良く、天気も良い日によく外出します。今日は亡き旦那さんと散歩した公園前を通っ

て梅の花見をし、買い物もします。スタッフさんがいつもちゃんとしてくれるので嬉しいです。

　
　　
　
　

帰宅後、風邪予防の手洗い・うが

いを行い、スーパーで購入したお

菓子を召し上がりながら、ご自宅

のテレビをご覧になり、ゆっくり

過ごされていました。

事後レポート
　（大月サ責・根耒職員）

運転手さん、

ありがとね！



院長の「ご機嫌よろしゅう !」
患者さんに喜んでもらうこと、その一心が、社会貢献に大きくリンク

　今号からのこの新コーナーは安藤院長のつれづれなるまま
を語ってただくフリーコラム！立ち上げるにあたり、第 1弾
は院長の為人

ひととなり

を探るべく、新広報委員が突撃インタビューに
臨みました。
広報「仕事でやりがいを感じるのは、どんなときですか？」
院長「ありきたりだけど、患者さんの喜ぶ姿を見れたとき。」
広報「休日はどのように過ごされてますか？」

院長「診察以外に医師会や保険医協会での活動などをしていま
　　　すが、本当に何もない休日は体を休めて休養し、翌日に
　　　備えています。」
広報「保険医協会ではどんな活動をされているのですか？」
院長「患者さんを診るということは、突き詰めると社会に潜む
　　　問題に立ちはだかることが往々にあり、看過できないも
　　　のとして社会活動を起こしたり、また後進の育成のため
　　　に経営講習会を開催したりと多岐にわたっています。」
広報「医師会の活動はどういったものですか？」

院長「予防接種の取り組みであるとか、校医、園医、産業医、 看護学校の講師や泉州マラソン
　　　などのスポーツ医があります。」
広報「目下、気にされている事柄は何ですか？」
院長「2025年問題ですね。日本は団塊の世代が 75歳を超えて後期高齢者となり、国民の 3
　　　人に 1人が 65歳以上、5人に 1人が 75歳以上という、人類が経験したことのない『超・
　　　超高齢社会』を迎える。我々もこれから更に頑張らないといけないと思っています。」
　少し硬めな話題もありましたが終始和やかな雰囲気の談話の中、「吉本新喜劇が好き」等、
お茶目な一面も伺い知れました。次号、お楽しみに !!

院 外 活 動 報 告
去る 3月 2日、大阪市にある大阪府保険医協会にて有床診療

所委員会の講演会「改めて医療機関における災害対策を考える」

が、委員長を務める当院 安藤元博院長の挨拶を皮切りに行われ

ました。

安藤院長の講義テーマは、私たちの記憶にも新しい昨年 9月

初頭の『台風 21 号による被災を経験して』。

スクリーンに大きく映し出される写真に、当時の困惑が思い

返され、まだ小寒い気候ですが、滴る汗を感じました。この経

験を当院代表からお伝えできる機会に恵まれたことに感謝し、

一層心たくましく、「平素からの危機管理対策の構築を目指す」

べく、地域での取り組みを強化してまいります。



'18 年 12 月～ ʼ19 年 2 月のサ高住・通リハ イベント紹介

1月 サ
高住「岸和田そーりゃ地車人」

　元気いっぱいの鳴子踊り、手取り足取り軽やかに。
見てるだけで身も心も温まります!27 日

12月 サ
高住 「二胡演奏X'mas SP」

二胡からキーボードにスイッチしてクリスマスソングを   
演奏♪洒落た構成に心ときめきました !23 日

2月 サ
高住「津軽の姉っ子・舞踏ショー」

ホーイホイ！姉っ子の太鼓に合わせて皆で合いの手♪17 日
通

リハ「恋するココア♥」
　　バレンタインのチョコ代わりにホットココアをいただきました。

2月
13~15 日

　　Pick Up!  職員研修
　医敬会では、職員が進歩し続ける医療・介護の在り方を
理解するため、また自己のスキルアップ、マナーアップの
ための研修を開催し、人材育成・資質向上を図っています。　
　1月 17・24 日の両日、当法人顧問社会保険労務士・宮本
和彦先生による全職員対象・自己啓発セミナー「社会人と
しての心構え～プロの仕事をしよう～」が開催されました。
先生の熱弁とペンの走る音が響く会場、皆がそこを後にす
る頃には職員の目元はキリリと引き締まり、背筋がピンと
伸びたように見受けられました。
　職員研修は月 2回程度定期的に設けられ、2月には防災
消防訓練（夜間想定）、腰痛対策、3月には医療安全管理に
ついて等、テーマ・企画も充実しています。

12月 通
リハ 「ハンドベルdeX'mas Song」

通リハ職員が仕事終わりに練習を重ねたハンドベル
演奏を披露。 クリスマスムード満点◎素敵でした！24・25 日

1月 通
リハ「爆笑・二人羽織」

　普段やさしくも厳しい職員の、 あられもない姿に
ご覧の皆さん抱腹絶倒、 会場は爆笑の渦 !!4・5日
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■電車でお越しの方　南海本線　忠岡駅東側出口　徒歩 5 分
　　　　　　　　　　南海本線　なんば駅より 20 分
■お車でお越しの方　忠岡町役場 ( シビックセンター ) 南隣
　　　　　　　　　　敷地内駐車場有り (23 台・無料 )
■バスでお越しの方　シビックセンター前下車　徒歩 1 分




