
　　　　　　　　　　
　近年、リハビリテーションに対する需要と期待は高まっております。そのような中、当院リハビリテー
ション科はこれまで、脳卒中に代表される脳神経疾患や整形外科疾患を中心に、特に急性期から回復期に重
点を置き、急性期治療の終了したリハビリテーションを必要とされる患者様も積極的に受け入れリハビリ
テーション医療を提供してまいりました。これまで地域の病院、診療所の先生方のご紹介により、おかげさ
まで多くの入院患者様を受け入れることができました。また、備後地域の地域連携の会にも積極的に参加し
て多くのメディカルスタッフとの交流ができた事を大変感謝しております。今後もより良い地域連携を築い
ていきたいと思っておりますので宜しくお願い致します。当科では、基本理念に基づき一貫したチーム医療
を基本とした診療を心掛けており、患者様に安心してリハビリテーションをして頂くため、整形外科だけで
なく脳神経外科医も 2 名常勤しております。これにより脳疾患の定期的なフォローアップや急な状態変化等
のアクシデントにも対応可能となっております。また、昨年 6 月より『回復期リハビリテーション病棟』も
設置し、より効果的、集中的にリハビリテーションを行える体制を整えております。回復期リハビリテー
ション病棟は、脳卒中や大腿骨骨折など対象疾患の発症 2 ヶ月以内の患者様を対象に、患者様個別の障害に
対する訓練に加え、日常生活能力向上のための訓練を行うことにより、可能な限りの生活機能の向上、主体
性の獲得を目指す『回復期リハビリテーション』を集中的に行う場であります。
　当院は、この回復期リハビリテーション病棟のみでなく、全病棟においてリハビリテーションを重視して
おりそれにより退院後は以前の家庭生活に戻り、社会生活にも参加して頂く事を第一の目標にしておりま
す。今後もより良いリハビリテーションを通じて一層地域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致します。
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理念
地域に親しまれ信頼される病院を目指します

　　　　　　　　　　　基本方針
　　 1 ）患者様の人権を尊重し、思いやりある医療を行います。
　　 2 ）安全で快適な医療環境を提供します。
　　 3 ）新しい医療技術知識の習得に努力します。

学会発表



　理学療法・作業療法・言語療法 各係の紹介

土石川　勝司（副院長）

理学療法では、様々な病気や外傷によって運動機能の低下した方々に対し基本動作能力（寝返る・起き
る・座る・立つ・歩くなど）の改善を図り、運動療法や物理療法を施行しています。運動療法では、動き
の悪くなった関節の可動域拡大や筋力低下に対する強化、バランスの維持・向上のための運動・体操を行
います。物理療法では、温熱・水治・電気などを使用することで血液の循環を良くし、痛みを和らげま
す。また他の医療スタッフと協力し、一人ひとりに最善の治療を提供できるよう段階に応じた回復プログ
ラムを立案・実施しています。また福祉用具の選定や、より安全で快適な生活を送るための住宅改修・環
境調整に関するアドバイスも行っています。そして長期にわたり充実した生活を送るために
患者様自身には自宅で出来るリハビリテーションを、介護者となる方には安全で、
快適に行える介助方法も指導しております。

「作業療法（ Occupational 　 Therapy ；ＯＴ）とは、身体又は精神に障害のある者、又はそれが予測
される者に対し、その主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を
用いて、治療、指導及び援助を行うことをいう。」（日本作業療法士協会定義）当院では、病気や事故
により身体に障害を負った方々に対し色々な作業活動を用いて実際の生活に必要な筋力、関節運動、感
覚機能等の維持・改善を図っています。また残された機能を最大限活用し、食事や排泄等の身辺動作や
家事動作について、できるだけ楽しく訓練して頂けるように誘導し、コミュニケーションをとり、その
方に適した方法を訓練、指導を行っております。また、家庭で介護にあたられる方に対しても適切な介
護方法の指導も行っています。その他、個々の生活環境や経験を生かした趣味的活動を取り入れ、
長期入院や障害により失われやすい精神活動や生活意欲の維持、改善を図ると共に不安を和らげ、
自信づけを行っています。

脳卒中になって、突然話せなくなったら？失語症という障害をご存知ですか？話すことだけでなく、聞く
こと、書くこと、読むことができなくなる障害です。日本語がまるで外国語のように感じることもありま
す。症状は様々で、一人一人に合わせて検査を行い、治療計画を立てます。そして言語機能の回復や維持
のための訓練、コミュニケーションの取り方の指導を行います。その他口や舌をうまく動かせなくなる、
所謂呂律が回らなくなる構音障害の治療も行います。また、食べ物を飲み込むことが難しくなり、むせた
り、ひどくなると肺に黴菌が入り熱を出すこともある嚥下障害の治療も行います。レントゲンを使って、
実際どのように飲み込んでいるか、どんな姿勢、食べ物が食べ易いのかを検査しながら、口から食べられ
る機能を取り戻す練習を行っていきます。 4 人の言語聴覚士が、どうすれば充分な
コミュニケーションがとれるか、どうすれば安全に食事を摂ることができるかを
考え、話すこと食べることの喜びを取り戻せるように支援しております。

◆ 痔について
　痔核（いわゆるいぼ痔）は非常に多い疾患です。無症状のものまで入れるとほぼ半数の人にあると言わ
れています。その本態は直腸、肛門静脈叢の内圧上昇による静脈瘤形成（直腸の静脈叢には静脈弁がない
のでうっ血を起こしやすい）です。歯状線を境に外側にできる外痔核と内側（口側）にできる内痔核にわ
けられます。内痔核はその程度によりの Goligher4 分類に分けられます。
1 度：排便時肛門管内にわずかに突出する。
2 度：排便時肛門外に脱出するが、排便後は自然に還納する。
3 度：排便時に脱出し、用手的に還納を要する。
4 度：完全には還納できない。
痔核を悪化させないためには、①便秘に注意　②無理にいきまず規則正しい排便　③入浴などで清潔　④
長時間の立位、ドライブは避ける　⑤アルコール、刺激物は避けるなどに気をつけ、
気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

理学療法士　瀬戸口　由梨

作業療法士　吉井　美季

言語聴覚士　耕野　紀子



　短大生活時代で経験した実習は、とても多くて大変で、将来介護福祉士として働い
ていけるかという不安を何度も思いました。しかし、きつい仕事だけれど、とてもや
りがいのある仕事だと感じました。
介護福祉士に限らず、対人援助職は常に相手のことを考えて行動しなければならない
ので、こんなにも相手のことを考えられる仕事をできることは、すばらしいと思いま
す。社会人一年目で緊張と不安でいっぱいだけれど、一生懸命頑張りたいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                     新入職員代表　介護福祉士　今川　初美

　 2009 年 2 月 15 日（日）第 34 回広島県病院学会にて『 TDM 業務確立への取り組み～ TDM 業務推進
とそれに伴う薬剤師の関わりについて～』の口演発表を無事終える事ができました。今学会おいては、医
師、看護師、理学療法士、管理栄養士等各職種の発表 39題と日本病院会会長山本修三先生の特別講演が
ありました。私自身、今回の学会に参加させて頂き印象を受けたのは、各病院が独自のチーム医療を展開
し、患者様における ADL （日常生活活動動作）改善へ向けて取り組む姿勢です。チーム医療での薬剤師
の役割は薬物治療におけるコーディネーターとして各スタッフと協力し、患者様にとってより効果的で安
全な医薬品の適性使用に貢献することです。今後も患者様のニーズに応えるべく、より良い医療に貢献す
るためにも自己研鑽を怠らず、努力していきたいと思います。尚、当院 TDM 業務導入にご助言を頂きま
した、日本医科大学武蔵小杉病院薬剤科・渋谷正則先生、又発表に際して
お忙しい中、スライド監修にご協力を頂きました
昭和大学薬学部・中村明弘教授には、この場をお借りして
厚く御礼の程申し上げさせて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬剤科長　西塚　亨

　 2/13～ 2/15 に沖縄へ行ってきました。
職員 7 名、家族 5 名総勢 12 名でほのぼの旅行で、幸い天気にも恵まれ、気候はもう夏模様。半袖でも暑
いくらいでした。沖縄ではたくさんの名所を観光しましたが、一番の見所はやはり『美ら海水族館』。映
画館のスクリーン位の巨大水槽の中で、ジンベイサメやマンタが優雅に泳いでいる姿を見るのは時間を忘
れるくらいすばらしい光景でした。イルカショーもあり 70 代の○○○、 50 代の・・・　みんな童心に返っ
ているようでした。
　那覇市内の市場にはカラフルな魚やブタの足（豚足）や顔が並んでおり、こちらの市場では見たことの
ないものがたくさんありました。威勢のよいおば様に圧倒されながら買い物も楽しみました。現実を忘れ
リフレッシュできた 3 日間、あっという間に過ぎてしまいました。
大きな事故もなく（なりそうでしたけど）
楽しい思い出ができました。
ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　地域連携科　大土井　文恵

☆新入職員
　○リハビリテーション科　
　　池田　剛士
　　宗田　美由紀
　　安瀬原　千晶
　　辰巳　真梨子
　　高橋　祐美

○看護部
　佐藤　さおり
　松浦　美和
　弘芝　利江
　岡野　会
　今川　初美
　川崎　かおり
　

○ 薬剤科
　布田　飛鳥　小野　あやか

　今川　初見
　井上　裕香理



月 火 水 木 金 土

大　井 板　阪 大　井 大　井 大　井 大　井

土石川 藤　井 土石川 藤　井 土石川 藤　井

奥　坊 奥　坊 津　田 奥　坊

真　辺 平　松 平　松 真　辺 平　松 真　辺

第1診察室

第2診察室

第3診察室

第4診察室

　診療担当医一覧表
◆ 福山記念病院  福山市港町一丁目 15 番 30 号

◆ アクセス：
　 JR 福山駅より車で 10 分 バスで 10 分
　福山駅前 4 番乗場→港町 1 丁目バス停下車

介護老人保健施設 ビーブル春秋苑 
入所・短期入所 70 名
通所リハビリテーション 40 名 
グループホーム春　 2ユニット 18 名 
広島県福山市王子町一丁目 4 番 5 号 
TEL/084-928-5800
FAX/084-928-7550 

介護老人保健施設 ビーブルかんなべ 
入所・短期入所 62 名
通所リハビリテーション 20 名 
グループホーム小春　 1ユニット 9 名 
広島県福山市神辺町川南 547 番 7 号 
TEL/084-960-0881
FAX/084-963-0884 

介護老人保健施設 ビーブル神石三和 
入所・短期入所 77 名
通所リハビリテーション 30 名 
居宅さんわ・訪看星の里 
広島県神石郡神石高原町小畠 1500-1 
TEL/0847-89-3030
FAX/0847-89-3031 

　関連施設

　診療科目
　内科　外科
　脳神経外科
　リハビリテーション科
　整形外科
　形成外科

　診療時間
　午前 9 ： 00～午後 12 ： 30
　午後 2 ： 00～午後  6 ： 00
　診察終了 15 分前までに受付を済ませて下さい。
　※救急の場合はこの限りではありません。
　（日曜・祝日も診療いたします）

TEL084-922-0998
FAX084-922-0169

ロビーリハビリ室 通所リハビリテーション

ホームページ　 http://www.kbk-group.or.jp

　病床数　 101床
　一般病棟　 31床　（亜急性期病棟　 10床）
　回復期リハビリテーション病棟　 34床
　医療療養病棟　 36床

通所リハビリテーション　 40 名
福山記念病院　居宅介護支援事業所

　当院で可能な検査
　・レントゲン・ CT ・ MRI ・胃内視鏡・心電図・大腸ファイバー
　・嚥下造影検査・呼吸機能検査・エコー（心臓、腹部、頚動脈）
　※各種検診及び 2次検診など
　訪問診療・訪問リハビリ・訪問看護も積極的に行っております。
　産業医活動についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

紅萌会グループは、広島県福山市を中心に医療・福祉事業を展開しております。
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