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祝い膳

在宅介護支援事業様との連携により、昨年度も多くの方がご自宅へ退院をされました。ご協力誠にありがとう
ございました。今後もよろしくお願い申し上げます。

西知多リハビリテーション病院の栄養科について
　当院は、脳血管疾患・運動器疾患など、様々な患者様が入院しています。また、併存疾患とし
て糖尿病・高血圧・高脂血症・腎臓疾患等を抱えていらっしゃる患者様も数多くいます。
　栄養科では、食事をしっかり召し上がって頂き、リハビリで最大限の力が発揮できるよう
に心がけ、多職種協働の下、患者様の年齢・性・体格・活動量・疾病の有無等に応じた食事量や
食事形態とし、個別に適した食事提供を行っています。
　開院時より、ペースト食・移行食（ペースト食から軟菜に上がる為の食事形態）・軟菜①（と
ろみ付）、軟菜②（とろみなし）一口大・普通食の6段階の食事形態を展開しています。嚥下困難
にて入院された患者さまが、段階的に食事形態が向上していけるよう努めています。また、温
かい物は温かく、冷たい物は冷たく提供でき、より家庭的な雰囲気の中での食事提供を考慮
した「パントリー形式」での食事配膳としています。皆様、食堂に集まり配膳時の音や香りを
感じつつ、賑やかなひと時を過ごして頂いています。入院時の食事の楽しみとして、入院中に
誕生日を迎えられた患者様にはカードを添えてケーキをお出ししています。同席された周り
の患者様からも祝福の声をかけられ、笑顔がこぼれています。退院時には、リハビリを頑張ら
れた患者様に退院のお祝いとして職員のメッセージカードを添えて「祝い膳」をお出ししま
す。メッセージカードをニコニコの笑顔で眺めていらっしゃいます。今後の試みとして、楽し
みとリハビリを兼ねて、年４回くらいを目標に昼食にバイキングを予定しています。
　患者様が十分にリハビリを行えるように、安全で美味しく、食事が楽しみだと思って頂け
る食事提供を心がけていきたいと思います。今後もよろしくお願い致します。
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機能障害により引き起こされた生活障害に対して、早期から充実したリハビリテーションを提供しています。患者さまの自立
性を高め、生活再建を果たせるよう共に努力し、ご支援いたします。

随時院内見学お受けします

診療時間 ： 9：00～12：00（月～土）　　診療科目 ： リハビリテーション科・内科 ◎通所リハビリテーション（1～2ｈ）◎訪問リハビリテーション
〒478-0021  愛知県知多市岡田字野崎13　TEL（0562）54-3500　FAX（0562）54-3502

医療法人  メディライフ 
西知多リハビリテーション病院

ホームページアドレス
http://medi-life.jp/
職員募集中！ 詳しくはホームページにて

TEL（0562）54-3500
FAX（0562）54-3502
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当院へお越しの方へお願い
病院の西側の駐車場（正面から見て左
側）は、マンションの駐車場になります。
絶対に駐車をしないで下さい。
よろしくお願い申し上げます。

当日は、医療法人マックスの「すこやかクリニック」のスタッフをはじめ、「生活リハビリ巽ヶ丘」・
「在宅総合センターメディライフ」・「知多リハビリテーション病院」・「西知多リハビリテーション病
院」から日ごろの活動報告を発表し、多くの質問・御講評を頂きました。
今回の発表を通し、患者様の日々のリハビリや生活の質の向上に対するスタッフの意識がさらに高
まっていることを感じました。

2016年度のご報告

2月19日㈯「第10回 医療法人メディライフ合同連携会」を開催いたしました。
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在宅復帰率 94．4％　自宅復帰率 89．3％（急性期病院への転院含まず）　

病棟パントリー 誕生日ケーキ

西知多リハビリテーション病院情報誌
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＜粥川智治 様＞

　　　　　　　　　知多市内在住　粥川智治 様
診　断　名：脳梗塞
急性期病院：西知多総合病院　神経内科
回復期病院：西知多リハビリテーション病院
現在の生活：以前と同じ自宅に戻られ週一回外来通院を行っている。

急性期病
院から回復

期病院へ

転院された
患者様の

声

（西知多
総合病院

から西知多
リハビリテ
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院）

急性期病院で辛かったことや良かったことはなんですか？

なぜ自分がこういう病気になってしまったのかと精神的につらかったり、自由に歩けなかっ
た事もつらい体験でした。病院の患者様が大勢、安静にしている中で病院のスタッフがリハ
ビリに来てくれること事で「これから良くなっていけるかもしれない」と期待ができました。

❶

退院時はまだ右の足首が動かなかった。またこれから良くなっていくのか不安でした。

❷ 急性期病院で退院時不安なことはありましたか？

西リハでは徐々に足首や踵等が動くようになってきた。後徐々に、ゆっくり良くなって
いくんだなと考えも変わって楽になった。

❸ 当院での辛かったことや楽しかった事などは何ですか？

少し足が動くようになった時点で今後自分の仕事はどうなっていくのか？と感じまし
た。仕事もそのまま続けていけるのか？これからどうしたらいいのか不安でした。

❹ 当院の入院中に、仕事（復職）の事を考えた時期や不安に思った事等あれば教えてください。

家に帰り復職も出来ています。仕事は配慮をして頂いていますから元の通りの勤務等が
出来るように頑張ってます。

❺ 退院後の生活はどうですか？

まだ右足の指先が動きにくいためそれを良くしたいですね。またここでの外来リハビリは専
門的な知識を具体的にかみ砕いて教えてくれますし動かし方や痛みの対応も教えてくれる。
多角的にいろいろアプローチしてくれるのでありがたいです。これからも頑張っていきます。

❻ 当院外来を利用されて良かったこと今後こうなりたい等目標があれば教えてください。

今後も患者様の声を大切にしながらリハビリテーションに取り組んで
いきたいと考えています。これからもよろしくお願い致します。

平成29年4月に新人が入職しました。入職したスタッフをご紹介させて頂きます。
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新入職員新入職員

理学療法士
高松　愛梨
少しでも早く皆様のお役に立
てるように頑張ります。笑顔
で楽しくリハビリが出来たら
と思います。

理学療法士
芝山　卓宏
愛知県安城市出身です。明る
く元気に頑張ります。趣味は
野球です。よろしくお願いし
ます。

作業療法士
石川　佳奈
今までは三河の訪問看護ス
テーションにて訪問リハビリ
に従事しておりました。皆さ
まと楽しくリハビリしていけ
ればと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いします。

作業療法士
永井　耀
今年から一緒に働かせて頂き
ます。人見知りですが喋るの
は大好きです。一日も早く患
者様が在宅で生活出来る様お
手伝いが出来ればと思ってい
ます。

医療ソーシャルワーカー
吉村　一寿
こんにちは。僕の名前は“か
ず”と読みます。珍しい読み方
ですので、ぜひ名前から覚え
て頂けると嬉しいです。これ
から支援センターで頑張って
いきますのでよろしくお願い
いたします。

言語聴覚士
若原　由香里
生まれも育ちも知多半島の若
原です。皆様のお役に立つこ
とができるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

看護師
荒木　裕也
4月より大阪から来ました看
護師の荒木です。“常に元気で
明るく”をモットーに頑張り
ます。よろしくお願いします。

看護師
藤野　里奈
病棟看護師として勤務させて
いただくことになりました。
日々の努力を怠らず頑張りた
いと思います。よろしくお願
いします。

作業療法士
松田　彩花
マイペースと言われますが患
者様の前ではメリハリをつけ
て頑張ります。患者様らしい
生活が送れるように努力して
いきたいです。

平成29年度
医療法人メディライフ合同入職式


