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このたび 2 代目木下牧子院長から 3 代目の院長

を引き継ぎました。

初台リハビリテーション病院は回復期病棟の制

度化に尽力した当法人の石川理事長がリハ医療

への夢と希望を実現する施設として、２００２

年６月に東京の中心部に開設した病院です。以

来８年が経過し石川理事長の思いに賛同した木

下牧子前院長はじめ多くの人たち・仲間の協力

で、患者さんを中心にそれぞれの専門職種が協

働するチームアプローチがなされ、スタッフー

人一人は「人間の尊厳を尊重する」という理念

を実践しています。いまでは、押しも押されぬ

回復期リハビリテーション病棟のモデルとなっ

てきています。院長就任にあたり、いままで作

り上げられてきた病院の良き伝統を今後も継承

してゆくことが大きな役割と考えています。

回復期リハビリテーション病棟の使命は、

ADL（日常生活動作）を向上させること、寝たきり

を防止すること、在宅復帰を実現することで

す。この使命を実現するために、当院には４５０名

ほどの職員が勤務しています。「患者さんに満

院長就任にあたって

・ 院長就任にあたって
・ 栄養科便り
・ おすすめの道

・ 介護保険の対象の商品と
  対象外（自費）の商品って？？？

玉川上水緑道

旧玉川上水路跡の遊歩道には、両側に数多くの桜が植えられ

ており、桜の花のトンネルが楽しめます。

昔、魚釣りも楽しめた玉川上水路跡を利用した初台から大山町

にかけての全長３Km強の遊歩道。

今回はお花見もかねて木陰のベンチで休息できる“レストゾー

ン”と体力づくりができる“スポーツゾーン”はいかがですか？ 

遊歩道と交差する道路にかかる橋で昔をしのんだり、ベンチに

腰かけおやつを広げたり、ゆっくり緑に親しんでみてはどうでしょう。

初台リハビリテーション病院／P.T.　岡野

栄養科便り

情報誌へのご意見がありましたらメールにてお寄せください。 初台メールアドレス→  info@hatsudai-reha.or.jp
船橋メールアドレス→  info@funabashi-reha.com

足していただけるリハ医療の提供を目指す」た

めには、職員一人一人が力を発揮しなければな

りません。職員の皆さんが働きながらも自分の

力を向上させる、実力をつけることを今まで以

上にサポートしてゆきたいと思っています。

これからの高齢化の中で、リハビリテーション

を必要とする患者さんはますます増加すること

が予想されています。患者さん・患者さんご家

族から初台リハビリテーション病院に入院して

よかったと思ってもらえるように、そして、職

員の皆さんが初台リハビリテーション病院で働

いてよかったと思える病院作りを目指したいと

思っています。

真の日本一信頼される病院作りが抱負です。

初台リハビリテーション病院
院 長
石  原　茂  樹

おすす
めの道おすす
めの道

～～～～
2010年１月１日  昼  御節オードブルを提供ました。初台と

船橋、各々患者様から沢山の意見を頂きましたので紹介します。

 初台

（常食）

　（ソフト食）　　　　　　　　（嚥下訓練食）

・ 重箱を開けた瞬間、泣いて喜んでいらっしゃいました。

・ 『病院に入院していて、こんなに豪華な食事ができるなんて！！』

・ 失語の患者さんが『おぉっ！！』と声を出して驚いていた。

・ 『このカードずっと持っているわね！』と女性の方から。

・ 『外泊しなくてもよかった！！』

・ 『うんめー、うんめー』と言いながら１５分程で全量摂取して

いただけました。

・ 失語の方でいつも摂取が進まない方が、喜んで泣きビックリ

されていました。（嚥下訓練食）

・ 『御節と雑煮は誰が作ったの？すばらしくおしかった。』と言葉

を頂き、大変満足して下さったようで（あまり笑われない方が）

笑顔でした。

 船橋

（常食）

　（ソフト食）　　　　　　　　（嚥下訓練食）

・ 『キャビア入りの海老なんて！！』普段食べられないものが食べ

られて良かった。

・ 金粉がのっていて見栄えがよく、豪華でした。

・ 正月料理、病院で食べられるとは思わなかった。

初台、船橋ともに患者さんに大変好評でした。今回は正月

料理の行事食でしたが他にも七草粥・節分・ひな祭り・七夕・

クリスマスなどの行事食があり、季節感の演出に取り組んでい

ます。
初台リハビリテーション病院／栄養科



介護保険の対象の商品と対象外（自費）の商品って？？？

　退院にあたって介護保険制度を利用して福祉用

具を準備する際に、介護保険対象の商品と対象外

の商品（自費）があることはご存知でしょうか？

　例えば、車椅子や介護用ベッド、４点杖、ポー

タブルトイレなどは保険対象の商品（商品によっ

文責：初台リハビリテーション病院　　　作業療法士　福田、平田
ソーシャルワーカー　松永　　　

介護保険の対象の商品と対象外（自費）の商品って？？？

てはレンタルと購入がある）なのですが、T字杖や

自助具、浴槽のすべり止めマットなどは介護保険

適用にならずご家族の自費扱いになる商品なので

す。介護保険適用の商品には大きく分けてレンタ

ルと購入があります。

① 車椅子 ② 車椅子付属品 ③ 特殊寝台付属品 ④ 特殊寝台付属品

①腰掛け便座 ②特殊尿器

③入浴補助具

⑤ 床ずれ防止用具 ⑥ 体位変換器

⑩ スロープ ⑪ 歩行器

⑦ 認知症老人徘徊感知機器

⑨ 歩行補助杖 ⑫ 手すり（工事が伴わない）

⑧ 移動用リフト（機械部分）

レンタル
可能

レンタル
可能

Ｑ：Ｔ字杖はレンタル
　　できないの？
Ａ：できないのです。
　　Ｔ字杖は自費購入と
　　なっています。

レンタル商品  として定められているのは、下記の項目です（写真は１例を載せています）。

購入商品  として定められているのは、下記の通りです（写真は１例を載せています）。

④簡易浴槽 ⑤移動用リフトの吊り具の部分

Ｑ：何故レンタルではなく
　　購入なのですか？
Ａ：肌が直接触れるものは
　　購入となっています。

購入

輝生会の初台リハビリテーション病院・船橋市立リハビリテーション病院には、

１階にテクノエイドショップを設けており、上記の商品など取り扱いをおこなっております。

福祉用具利用に関して疑問や相談がありましたら、

いつでもスタッフにお気軽にお問い合わせください。

初台リハビリテーション病院 船橋市立リハビリテーション病院

各々の病院のテクノエイド委員会メンバーです。

私達は福祉用具の情報を提供するだけではなく、皆様にもっと喜んでいただくため、

ご本人様だけでなくご家族様スタッフも役立つ、そんな情報発信基地の委員会です。
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