
　年頭のご挨拶～
　　　～新しいドクターを紹介いたします。　
　通所リハビリセンターの 1日の過ごし方
　★利用者様からのお声★
　リハビリとは―
　療法士新入職員のご紹介

　健康コラム　変形性膝関節症
★  11月23日「忠岡町ふれあい大会」に参加しました！
★   2018 年 9 月～ 11 月のサ高住・通リハのイベント紹介
★  忠岡町2大イベント ―   町の人々が繰り出す熱い思い
★  漫画 ほっとしたあんどちゃん

あけましておめでとうございます。リハビリテーション部です！

　　　～新しいドクターを紹介いたします。　
　通所リハビリセンターの 1日の過ごし方



　通所リハビリセンターの 1日の過ごし方　　

お迎え

AM9:00
健康チェック

PM3:00
おやつ

　通所リハビリセンターでは、リハビリのみの短時間利用（1~2 時間）・半日利用（3~4
時間）・1日利用（6~7 時間）と泉州地域では珍しい多種多様なサービスを提供して
おります。今回は 1日利用の過ごし方をご紹介いたします。

AM9:30
個別リハビリ

AM11:00
集団リハビリ
（口腔体操）

昼  食

PM2:30
集団レク

PM1:00
入浴

（午前・午後ともに実施）

お送り

その人に合ったメニューを
考えてリハビリをしています。
その人に合ったメニューを
考えてリハビリをしています。

▲個浴「個粋」

機械浴「シャトル」▶

年頭ご挨拶   新年明けましておめでとうございます

新たなる常勤医師を迎え、非常勤医師とともに
より充実した医療体制を整えてまいります。

新年より通リハ短時間リハビリテーションの再稼働を控え、
一層かかりつけ医として地域医療に
貢献していく所存でございます。

これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます

　医療法人医敬会　理事長　安藤元博



　　　　★★★★利用者様からのお声★★★★　　
～別館の運用を開始し、利用者様からの嬉しいお声をいただいています～

９０代・女性

　お風呂にゆっくり入りながら坪庭が鑑
賞でき、とても満足な空間です。また職
員の皆さんも丁寧な対応で、いつも安心
してお風呂に入ることができています。

7 ０代・男性

　専門的なリハビリや機械を使い、痛み
が和らぎ、家での生活が送りやすくなり
ました。これからも運動を頑張り、力を
つけていくぞ !!

8 ０代・女性

　お部屋が広く、お話がしやすい空間で、
通い始めてお友達が出来ました。毎回リ
ハビリに来るのが楽しみです。

門脇　真吾 先生
こんにちは。12月 16日から当安藤外科・整形外科医院にて診療し

ております門脇です。これまで形成外科はじめ外科・一般内科に携わっ
てきました。患者さん、そのご家族の皆さん、そして職員の声に耳を傾
け、分かりやすい説明、安全で根拠に基づく医療の提供を行います。
趣味は犬（チワワ 2匹）の散歩。ご近所で出会っているかもしれま

せんね。

新しいドクターを紹介いたします。



　　　　 「リハビリ」とは― 皆さんは「リハビリ」に対してどのような
イメージをもっていますか？

けっこう痛くて
つらい？    マッサージ系？もしくは

そういったことをする場合もありますが、それだけではありません！！
もう少し具体的に「リハビリ」はどんなことをするのか、ご紹介しましょう。

　「リハビリ」に対するイメージが少しは変わりましたか？
「リハビリ」は皆さんが思っている以上に幅広い対応ができる医療行為
です。当院のリハビリは、「外来・入院・通所・訪問」の 3種類があり、
様々なニーズにお応え出来るような体制をとっております。
　ご自身や身内の方のお体のこと、福祉用具や住宅改修のことなど
でお悩みのある方は、これを機に当院の「リハビリ」を受けてみては
いかがでしょうか？
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　呼吸器系の病気など
の原因で呼吸がしづらい
方に行うリハビリです。
空気を取り込みやすい
体操や運動、息がしづら
い時の対処法の指導を行います。

呼 吸
リハビリ

　　各患者様や利用者様の身体能力や
機能性などを考慮し、それぞれの生活
スタイルに合ったものを選定、ご提案
させていただきます。

福祉用具・住宅改修
のアドバイス

福祉用具・住宅改修福祉用具・住宅改修
のアドバイスのアドバイス

「痛みをなくしたい」
「力を付けたい」
リハビリに通う方の
目的は様々です。
私達は目的別に、その方の
お身体に合った運動方法をご提案
することができます。

運動
指導

私達は目的別に、その方の

「リハビリ」は皆さんが思っている以上に幅広い対応ができる医療行為
です。当院のリハビリは、「外来・入院・通所・訪問」の 3種類があり、

　ご自身や身内の方のお体のこと、福祉用具や住宅改修のことなど
でお悩みのある方は、これを機に当院の「リハビリ」を受けてみては

ご相談だけでも結構です！
お気軽にお声掛け下さい！

理学療法士　
長谷川　大祐

リハビリを受けるには医師による許可が必要となります

リハビリを

気軽に
ご利用を
!

もっと



　初めまして。平成 30 年 4月に入職いたしました橋本悠矢です。
私は今まで呼吸器や循環器に関わるリハビリを中心に
行ってきました。整形外科はまだまだ勉強中ですが
皆さんの期待に応えられるように頑張ります！
　おしゃべりが大好きなので、皆さん何でもご相談して
くださいね！よろしくお願いします。

　療法士新入職員のご紹介

リハビリテーション部主任
理学療法士　
山里　康太

　初めまして。平成 30 年 4月から通所リハビリセンターの主任として働か
せて頂いています理学療法士の山里康太です。
　私は沖縄県出身ですが、暑いのが苦手です。大阪の夏はジメジメしてお
り毎年大ダメージを受けていますが、ご飯をしっかり食べて凌いでいます。
最近は季節によって気温の変動も激しいため、皆さんも体調管理には注意し
てください！
　安藤外科・整形外科医院では、皆様のお力になれるよう日々精進していき
たいと思っています！よろしくお願いいたします。

皆さんは「リハビリ」に対してどのような
イメージをもっていますか？

理学療法士　
内野　暁子

　理学療法士の内野暁子（うちのあきこ）です。私は一般
病院での勤務、老人保健施設、回復期リハビリ、訪問リハ
ビリテーションなど多くの現場でお仕事させていただき、
平成 30 年 4月から安藤外科・整形外科医院通所リハビリ
テーションにて勤務させて頂いています。
　趣味はピラティスで、体を動かすことが大好きです。
皆様と一緒にリハビリできることを嬉しく思っています。
一緒に運動しましょう！！どうぞよろしくお願いします！

理学療法士　
和田　直子

　外来と入院の患者様のリハビリを担当しています、
理学療法士の和田直子です。
　以前は整形外科のクリニックに勤務していました。
腰痛、膝痛だけでなく、野球肘などスポーツ傷害も
対応可能です。少しでもみなさんのお役に立てるよう
に頑張ります。よろしくお願いいたします。

理学療法士　
橋本　悠矢
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　           リハビリアシスタント募集中!  

 

事業拡大に伴い

正職員・パート
経験・資格ともに不問。働きながら学べる資格取得を応援しています。
詳しくは、医敬会ホームページ「求人情報」をご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご応募・お問い合わせ：0725（22）5515　担当：総務部・中川
詳しくは、医敬会ホームページ「求人情報」をご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、医敬会ホームページ「求人情報」をご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、医敬会ホームページ「求人情報」をご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　みなさん、『歩きはじめや動いた時に膝が痛い』『膝が腫れている』『膝が動きにくく
なった』と感じることはありませんか？

　膝の痛みの主な原因は、負荷がかかり軟骨が削れ、その破片が滑膜に
反応して炎症が起きるためです。膝が腫れてきたり、進行してくると
骨棘ができたり、膝の関節の間が狭くなったりして関節の変形が強く
なり動きにくくなります。

  痛みがあると動きたくなくなってしまいますよね。
このような状態が長く続くと筋力が低下してしまいます。
　また、歩行時は体重の 3倍の負担が膝にかかりますので、
体重の増加は変形性膝関節症を悪化させる原因となります。

　　　　ウォーキングなどの有酸素運動を行うことで体重を減らすことができます。
　　　　　　　　　　　　痛みがある場合は座って足踏みするだけでも大丈夫です。
　　　　　　　　　　　　　しかし、ウォーキングだけでは筋力を強くしたり、
　　　　　　　　　　　　　　関節の動きを良くしたりすることは不十分です。

　　　　　　　　　　　　　　　①ストレッチングで筋肉の柔軟性を良くすること、
　　　　　　　　　　　　　　　②座ってゆっくり膝を伸ばして筋力を強くすること　　　
　　　　　　　　　　　　　　　が重要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　膝の痛みが強いときは無理をせずに、できる範囲　
　　　　　　　　　　　　　　　で行うようにして下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　また、正座や急な階段の昇降は膝への負担が増大　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　するため必要最低限にした方がいいでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　寒くなると血流も低下して痛みが強くなりやすい　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　です。膝を冷やさないようにすることも大切です。

健康コラム健康コラム　　変形性膝関節症　　　　　　　　　　理学療法士　和田　直子

11 月 23日　『忠岡町ふれあい大会』に参加しました！
　忠岡町社会福祉協議会主催のイベント『ふれあい大会』。

地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活すること

のできる「福祉のまちづくり」の実現と意識向上を願い、

今年で27回目の開催となりました。今回は天候にも恵

まれ、お子様からお年寄りまで大勢の方が来場、年々そ

の数も増えています。アトラクションやこども広場など、

楽しいイベントがいっぱい。キャラクターすくいのブー

スには当法人スタッフの姿もありました！地域の皆さん

とまた来年11月 23日にふれあえますように !! 忠岡町福祉事務所連絡会ブースにて

　膝の痛みの主な原因は、負荷がかかり軟骨が削れ、その破片が滑膜に

骨棘ができたり、膝の関節の間が狭くなったりして関節の変形が強く

　　　　ウォーキングなどの有酸素運動を行うことで体重を減らすことができます。



　　忠岡町２大イベント―町の人々が繰り出す熱い思い

'18 年 9月～ 11月のサ高住・通リハ イベント紹介

10月 サ
高住
「越中おわら踊り・ 
南京玉簾・どじょうすくい」
日本の歴史ある大道芸を引き継ぐ数少ない芸
人さんをお招きし伝統芸能を皆で堪能しました。

28 日

9月 サ
高住「津軽の姉っ子・舞踏ショー」

姉っ子の唄や和太鼓のリズムに皆ウキウキ・ワクワク♪23 日

11月 サ
高住「三味線・民謡」どっこいどっこいどっこいしょー ! 三味線の音色と

こぶしの利いた民謡に手拍子あわせて大賑わい !25 日

通
リハ「運動会」

玉入れや紙コップリレーなど体を動かし、 みんなで

ワイワイ !! 競い合って運動を楽しみました♪

10月
15~17 日

11/11忠岡商工カーニバル
多くの方のご来場に感謝・感激！

　　忠岡町２大イベント―町の人々が繰り出す熱い思い　　忠岡町２大イベント―町の人々が繰り出す熱い思い　　忠岡町２大イベント―町の人々が繰り出す熱い思い

10/6忠岡町だんじり
これを見なけりゃ、2018年を語れない！



診療担当医　変更のお知らせ

（平成31年 1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。）

編集・発行：医療法人医敬会 安藤外科 ・ 整形外科医院 広報委員会 （中川 ・ 森山 ・ 井上）
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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


