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原宿リハビリテーション病院 開院式典が行われました。
平成27年3月21日に原宿リハビリテーション病院の開院式典が行われました。
原宿リハビリテーション病院は、303床と言う回復期リハビリテーション病院では全国有数の病床数を誇
る病院としてスタート致します。
開院式典では多くの方々が来院されており、さまざまな催しも行われておりました。
院内も見学することが出来、7F以上は全て個室となっており、6Fより下は大部屋となっています。個室は、
それぞれが見晴らしも良く、また作りは病院と言うよりも一流ホテルのようになっています。また、大部屋も
それぞれの部屋で仕切りがあり、患者様のプライバシーが守られるつくりとなっておりました。食事なども特
別食等あり、患者様も楽しめる仕組みとなっていました。
式典では蒲池会長を始め、鶴﨑理事長、四津院長が挨拶され、また、林芳正農林水産大臣
や、管直人衆議院議員、そして地元の自治会の会長様や、近隣の病院の先生方からもご挨拶
され、今後の原宿リハビリテーション病院のリハビリに大きく期待されていました。
今年の秋には、五反田リハビリテーション病院も開設致します。今後もグループが
一体となって患者様により良い環境でのリハビリテーションが行われていければと
感じました。
総務課
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上野 慎也

明生リハビリテーション病院

医 師 紹 介

平成27年度より新しく医師が2名入職
されました。今後もより良い医療を提
供できるように努めて参ります。

本年4月よりお世話になります。
学位取得後事情により長崎大学医学部第一外科入局し、消化
器外科を学びました。
長崎市で約6年を過ごした後、再び上京し、東京女子医大第二
外科で仕事をしていました。
昭和57年縁があって入間市の豊岡第一病院に約13年勤務し、
平成7年より平成22年まで、小手指南口で自宅を建て替えて太
田胃腸科外科を開業、医師会の仕事等で一緒になった、酒井 規
光院長の知遇を得て、
今回の勤務となった次第です。
宜しく御指導お願い申し上げます。外科医を目指した理由は、
父が耳鼻科医で小さい穴ばかり見て疲れるからお前は外科医に
なれと言われたのです。出身は佐世保市生まれ、幼少より武道を
習っており修行中です。読書・映画を時々楽しんでいます。
■太田 英樹医師 学歴
昭和44年 昭和大学医学部卒
同年5月東京女子医大病院一般消化器外科入局

医師

太田 英樹

本年4月からお世話になっています。顧みると、この道50有余
年。縁あってまた臨床の現場に携わることになりました。最近10
余年は臨床老年病学の立場から多方面に亘って勉強いたしまし
た。自分の歩んだ過程はまさに「二河白道」で、もはや振り返るこ
とはできても後戻りはできない年令となりました。私のなし得た
ことは全て未完のままです。
「大道無門」と弁解しても一人よがり
の謗りを免れることはできません。
「 過去は序幕」ということで
しょうか、一兵卒として、それを宿命として最後の戦場に臨む決
意です。
■岡田 耕市医師 学歴
昭和38年 東京医科歯科大学医学部卒
昭和45年 学位取得 埼玉医科大学教授を経て平成15年埼玉医
科大学名誉教授

医師

明生リハビリテーション病院

岡田 耕市
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新入職者紹介
本年度も新たな仲間が増えました。志をともにするスタッフの増
員でますます皆さまのリハビリをよりよいものにして参ります。
リハビリテーション科

理学療法士

西村 亮子

■出身地：福岡県
■一言：皆様に笑顔と元気をお届けできる理学療法
士を目指して頑張ります。これから宜しくお願い
致します。

リハビリテーション科

理学療法士

片平 雅大

■出身地：福島県
■一言：この病院の一員として、みなさまに笑顔をお
届けできるように全力を尽くします。宜しくお願い
致します。

Physical Therapist
リハビリテーション科

理学療法士

松川 貢規

■出身地：大阪府
■一言：ようやくスタートラインに立てたので、知識・
技術共に向上させていけるよう頑張ります。

Physical Therapist
リハビリテーション科

理学療法士

立松 博樹

■出身地：岐阜県
■一言：私は確かな技術と幅広い知識を持ち、且つ
人間味あふれる理学療法士になれるように頑張り
たいと思います。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

志田 由美恵

■出身地：埼玉県
■一言：患者様のニーズに沿って、基本動作や歩行
を中心に誠心誠意サポートさせて頂きます。宜しく
お願い致します。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

山岸 和幸

■出身地：埼玉県
■一言：笑顔と優しさを忘れず、患者様に寄り添いた
いと思います。常に向上心を持ち頑張ります。

Physical Therapist
リハビリテーション科

理学療法士

山本 幸祐

■出身地：新潟県
■一言：知識も技術もまだまだ未熟ですが、少しずつ
成長していき、患者様に頼られる理学療法士にな
りたいと思います。

Physical Therapist
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理学療法士

岡田 和也

■出身地：群馬県
■一言：右も左もわからない新人ですが、早くなれる
ように頑張ります。

Physical Therapist
リハビリテーション科

理学療法士

若月 智恵

■出身地：東京都
■一言：明るく前向きに頑張りたいと思いますので、
宜しくお願い致します。

Physical Therapist

リハビリテーション科

糸井 愛実

■出身地：埼玉県
■一言：力仕事は得意です。重い荷物を運ぶ際にお
困りであればお声をかけて下さい。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

Physical Therapist
リハビリテーション科

理学療法士

竹内 祐平

■出身地：福岡県
■一言：未熟な点が多いですが、一日も早く立派な
理学療法士になれるように頑張りますので、宜し
くお願い致します。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

関口

聡

■出身地：茨城県
■一言：一日も早く患者様もの力になれるように一
生懸命頑張ります。ご指導の程、宜しくお願い致
します。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

下坂 文人

■出身地：東京都
■一言：疾患に囚われず、患者様一人一人としっかり
向き合える理学療法士になるべく精進していきた
いと考えております。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

白石

崇

■出身地：福岡県
■一言：患者様に好かれ信頼されるような理学療法
士になれるように切磋琢磨して頑張っていきたい
と思います。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

川添 隆宏

■出身地：福岡県
■一言：患者様が笑顔で病院での生活ができるよう
一生懸命頑張っていきたいと思います。

Physical Therapist

リハビリテーション科

理学療法士

木森 章雄

■出身地：福岡県
■一言：まだまだ不慣れな点ばかりですが、早く戦力
になれる様、頑張ります。宜しく御願い致します。

リハビリテーション科

作業療法士

白坂

亮

小菅 由介

■出身地：新潟県
■一言：常に向上心を持って一生懸命頑張ります。趣
味は野球と音楽鑑賞です。宜しくお願い致します。

Physical Therapist
リハビリテーション科

言語聴覚士

Speech Therapist
看護師

渡邊 友美

■出身地：東京都
■一言：作業療法士として入職しました、白坂と申し
ます。一人前になれるように努めます。

■出身地：埼玉県
■一言：回復期での仕事は未経験なので、
しっかり学
びを深め、頑張っていきたいと思います。

Occupational Therapist

Nurse

看護師

原田 さとみ

看護師

■出身地：宮崎県
■一言：急性期での勤務が長く回復期は初めてなの
で、わからないことばかりですが、色々学んでいき
たいと思います。

Nurse

看護師

伊藤 朱美

N

看護師

足立 有佳

N

大川 皓海

N

鏑木 俊征

■出身地：埼玉県
■一言：初めての回復期看護で戸惑うことがいっぱ
いありますが、精一杯頑張りますので、宜しくお願
い致します。

Nurse

神山 浩紀

■出身地：埼玉県
■一言：患者様に安全・安心な看護を提供できるよう
積極的に回復期リハビリの知識を学んでいきたい
です。皆様ご指導宜しくお願い致します。

Nurse

羽生 敦貴

■出身地：埼玉県
■一言：私は日々多くの患者様を支援し、患者様を第
一に考えるケアワーカーを目指します。宜しくお願
い致します。

Care Worker

総務課

■出身地：神奈川県
■一言：4月より入職させて頂きました鏑木と申します。院内のシ
ステムに慣れるまでは、ご迷惑をかけてしまうことも多々ある
かと思いますが、フレッシュな新人の方々に後れをとらないよう
精一杯、頑張らせて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。
総務課

三浦 幸作

ケアワーカー

■出身地：埼玉県
■一言：今まで急性期にて６年間勤務してきましたが、この６年間自分は
どのような看護を行いたいのか、日々考え勤務していました。今まで
腎臓内科に勤務していた為、整形・呼吸器疾患など分からないことだ
urse
らけなので勉強し、日々の看護で活かしていきたいと思います。
地域医療連携室

Nurse

看護師

■出身地：埼玉県
■一言：以前は療養型病院の回復期病棟で働いてい
ましたが、もう一度、回復期に携わりたく入職しま
した。まだまだ経験も浅いですが、どうぞ宜しくお
urse
願い致します。
看護師

■出身地：東京都
■一言：回復期リハビリテーション病院で働くのは初
めてです。早く仕事に慣れて、患者様により良い
看護が出来るように頑張ります。

看護師

■出身地：埼玉県
■一言：長野県の病院に９年働いていました。15年
ぶりに所沢に戻ってきて、所沢の空気に懐かしさ
を感じています。早く仕事を覚えて頑張りたいと
urse
思います。

香山 枝里子

松永 浩司

■出身地：東京都
■一言：磯野 波平と同じ年の○○才です。見た目同
様、頭も古いですが、まだ絞れば使えるものが出
てくると思います。宜しくお願い致します。

兼島 利明

■出身地：東京都
■一言：まだまだ不慣れな点が多いですが、少しでも
皆さんのお役に立ち、笑顔を忘れず、病院が明る
い雰囲気になれるように頑張ります。宜しくお願
い致します。

明生リハビリテーション病院
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山田 達夫の
第12 回
健 康コラム

一般社団法人 巨樹の会
関東統括特別顧問

やまだ

たつお

山田 達夫

一般社団法人 巨樹の会 関東統括特別顧問
神経内科認定医
昭和23年生まれ 山梨県出身
昭和49年 ： 東京医科歯科大学医学部卒業
平成 9年 ： 福岡大学医学部神経内科学教室 教授
平成23年 ： 一般社団法人 巨樹の会 関東統括本部長に就任
平成26年 ： 関東統括特別顧問に就任

今後取り組む意欲障害対策は、平均在院日数の短縮化のために、
より積極的に行われるべきである ー ②
ハビリの専門性（例：心リハ、脊損治療）
を強く打ち出

（2）意欲障害への具体的対応

したならば、専門性に対応した患者様を常に多く
（途

A：まず意欲低下の原因を追究します。

切れることなく）受け入れることができるかどうかが

うつ、器質脳疾患(脳血管障害、パーキンソン病、

問題になります。巨樹の会は関東に12の回復期病院

進行性核上麻痺、ＣＯ中毒等)、薬物性、アルツハ

を有するグループ故にそれぞれの病院に特色を持た

イマー病では重度になればなるほどやる気は

せるという意図は決して無駄ではないでしょう。人材

失せます。

が豊かになってきていますので、徐々にではあります

B：疾病そのものが原因であると断定でき、かつ病

が、一方で、従来通りの様々な疾患の治療を行いなが

変部位が特定できた場合、薬物による治療を試

ら、他方で、何かに特化した、より専門性の高い診療

みます。

体制を各病院に構築する必要性を感じております。

アリセプト、
シンメトレル等を投与します。
C：心理的要因が強い場合（うつも含まれる）
参考①

カウンセリングを行います。
D：社会的要因が強い場合
（家族関係、仕事、住まい

1、意欲と発動性は動機づけ
（行動に駆り立て、
目標に
向かわせる内的過程）の原動力

など）

2、意欲と発動性は意思決定の初期に働き、覚醒度の

MSWが面談を行います。

障害や発動後の運動、気分、注意とは明らかに異
（3）意欲障害への取り組みから専門性の構築へ
当法人はリハビリテーション治療に自信があり、
こ

なる
3、老人では意欲の障害が廃用症候群に導く
4、
うつでは気分の障害があってそのために意欲障害

の治療を障害を有する多くの住民に受けていただこ

をおこす―うつの臨床表現のひとつが意欲障害

うと考えるが故に、常に満床を維持し、
さらには、ほと

5、
うつを伴わない意欲障害もあるのでうつと意欲障

んどの患者様に自宅へ退院していただくよう日々努

害は異なる

力を続けております。今後は意欲障害が顕著な入院
患者様が早期に生きる喜び、意欲を獲得し、社会や家

参考②

庭での役割を見出し、それを目標に入院リハビリテー

■意欲障害には以下三型がある

ション治療に取り組むプロジェクトを一刻も早く打ち

1、
自分からは何もしないが外界刺激で改善する意欲

立てたいと考えております。
このようなプロジェクト

障害：ＣＯ中毒等（内側前頭前皮質、淡蒼球内節障

の完成は結果として、在院日数の短縮に直結いたしま

害）

す。それは病院経営のさらなる健全化にも道を開き

2、情報処理障害による意欲障害：行動の制御障害で

ます。また、その場合、あたりまえですが待機患者様

（前頭葉内側-眼窩―基底核内側）、良い悪いの判

を常に多くかかえるための一層の努力は必須で、
日ご

断や意思決定の障害がみられ、感情鈍麻がおこり

ろからの医療連携室中心の取り組みを強めていかね

ます。

ばなりません。
また日々の病棟カンファレンスでゴー

3、認知処理障害による意欲障害：遂行機能障害や短

ルの設定とそれに向けての取り組みの具体化努力も

期記憶ワーキングメモリーの障害がみられます

要求されます。そして、
これらが完結できれば医療の

（前頭葉背外側―尾状核）。

質の向上は自然に成し遂げられます。
しかし、
もしもリ
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りらい ふ
通 信

梅の花、
み～つけた！
3月6日（金）に所沢航空公園に梅のお花見に行
きました。通常は利用日ではない利用者様にも声
をかけて17名の利用者様と7名のスタッフの合計
24名で大挙して散策しました。
～東風吹かば、匂いおこせよ、梅の花、主無しと
て、春を忘るな～
この短歌は、菅原道真がうたった有名なもので
す。この歌にあるように、梅園に近づくにつれて梅
の花の良い香りを鼻で感じることができました。
敷地内には日本庭園があり、そこの茶室に立ち
寄ってお抹茶とお茶菓子をいただきました。きれい

なお花を見て、良い香りを感じ、おいしいお茶とお菓子を食し、とても楽しいひとときを過ごすことができまし
た。しかしなかには花より団子？の方もいたような・
・
・
りらいふでは通常の活動の他、このような外出レクリエーションも行っています。外出することで季節を感じ
たり、自然に触れたり、日常とは異なる環境にいることでコミュニケーションが向上する利用者様も多くいま
す。これからもいろんな企画をしていき、
利用者様と一緒に楽しく過ごしていければと思います。
デイケアサービス りらいふ

お問い合わせ

℡：04-2928-7677

りらいふ

大木 孝介

り
ハ便
リ
問
訪

転倒を予防するために

高齢化が進んでいる日本では、近年転倒が原因で亡くなる方が，交通事故での死亡者数を上回っているそう
です。
高齢者では一度の転倒でも骨折などの大怪我をするリスクが高くなります。
転倒予防のためにまず行なっていただきたいことは、家の中の危険を減らすことです。コード類やカーペッ
ト、新聞などの紙類が床に散らかっていたりしませんか？屋内では、靴下やスリッパを履いて歩くこともつまずい
たり、滑りやすくなる原因の一つとなります。
介護保険では、住宅改修の補助（20万円まで
1割負担）が受けられます。また、取付け工事
が不要な据え置き型の手すりなども福祉用
具としてレンタル（1割負担）することが可能
です。工事が難しい場合やベッドサイドなど
取付ける壁がない場合にも便利です。
訪問リハビリではこのようなアドバイスも
行なっております。介護保険サービスを上手
に活用し、転倒を未然に防ぎましょう。
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JR山手線沿いにあり、都心へのアクセスは良好！桜の名所として有

開院

名な目黒川があり、活気あふれる街へ、2015年10月に新規開設！

看護師ケアワーカー大募集!
【雇用形態】常勤
【勤務形態】2交替制（早遅勤務未定）
【募
集】看護師、准看護師
【経験年数】2年以上
入職祝い金
【選考方法】面接
直接応募にて
【必要書類】履歴書（写真付）、免許証写し
ご入職された
（看護師）
【給与・手当】
●経験5年モデル
（基本給、職務手当、
地域手当）
看護師の方に
2年課程 286,400円、3年課程 290,400円
お祝い金とし
大卒
294,400円、准看護師 246,500円
て30万円（税込）
●経験10年モデル
（基本給、職務手当、
地域手当）
2年課程 302,400円、3年課程 306,400円
プレゼント！
大卒
310,400円、准看護師 266,500円
【主要手当以外の手当】
1.夜勤手当 12,000円／回（月4回程度）別途支給
2.住宅・家族・通勤手当 別途支給
【賞与】基本給×4.5カ月
（7月、12月、3月）
※ただし日勤のみの勤務については、4.2カ月
【休日】4週8休
【休暇】年間112日
（夏季休暇5日、冬季休暇
お問い合わせ
3日を含む）、年次有給、特別有給（慶
五反田リハビリテーション病院
弔休 等）
開設準備室 看護部
【加入保険制度】
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-8-20
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
TEL 03-3779-8820 FAX 03-3779-8823
【退職金制度】3年以上継続勤務
MAIL mail@gotanda-reha.com
WEB http://www.gotanda-reha.com/
【その他】看護師寮（その他）
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病院の詳しい内容は、ホームページでご覧いただけ
ます。ぜひご参照くださいませ。
グループ病院ホームページにもリンクできます。
明生リハビリテーション病院

検 索

http://www.meisei-reha.jp/

交通のご案内
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〒359 -1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘４-2681-2
[ 西武池袋線 ] 狭山ヶ丘駅東口下車

徒歩 15 分

ひな野●
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タクシーをご利用の場合
西武池袋線小手指駅北口より約 5 分

お問い合わせ
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