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リハビリテーションを
　　もっともっとやりましょうよ！

10

　今年は雨や台風が多く、なかなか秋を楽しむチャン

スがないのですが、自然は素晴らしい。小さな空間を

利用して秋の草花が顔を出してくれています。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　先月、東京都医師会主催の生活習慣病講習会に参加

しました。今までの研修では受けたことのなかった栄

養理論と実践的な運動療法の講義を 2時間以上受講

させて頂きました。私はとりわけ運動療法に心を惹か

れました。講師は東京医科大学八王子医療センターの

理学療法士、天川淑宏先生で『運動不足』とは『足を

運ぶ運動が不足している』という意味だと教えられま

した。確かにそうです。私が小さい頃はテレビを見る

時はテレビまで行ってスイッチを入れる。音量を調節

する時もテレビを触って調節。電気はスイッチのある

所まで行って… 電話もそこまで行って… 何をするに

も足を運ばなければ始まらなかったのです。体の筋肉

は体重の 50％を占めているのですから、これを動か

さなければどんどん動けない体になるのは当たり前の

ことです。肩こりや腰の張り、腰痛、足つり（こむら

返り）など、原因の第一は筋肉が縮んでしまったため

に起こる症状です。その縮んだ筋肉の 1つひとつを

自分の骨格に見合った自然の長さに戻すのが運動とス

トレッチです。筋肉は使わなくても、

使いっぱなしでも、使い過ぎても、どれも縮んで硬く

なると天川先生は力説していらっしゃいました。

　“ リハビリテーションは脳梗塞の人がやるんでし

ょ？ ” という質問を受けることが度々ありますが、違

いますよ。リハビリテーションは体全体の機能が日々

の生活習慣の悪さで狂ってしまっていることを正しく

整えていくことだと私はしみじみ思いました。

【天川先生の
　講演会資料から】

　あちこちの

筋肉が縮こま

って回復しな

くなる前に、

是非リハビリ

テーション室

の門を叩いて

みて下さい。
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の レポレポーートト
イベントイベント

みんなの栄養展みんなの栄養展

管理栄養士
小澤 牧子

地域医療連携室
濱田 国男

RURUNN伴伴（（ランともランとも））

　9月 2 日 ( 日 )、イオンモール
東久留米店で多摩小平栄養研究会
主催の栄養展が開催されました。
「目指せ健康生活、防ごう肥満と

痩せ」をテーマに、菓子や飲料の糖質量についての展示、
栄養指導、体組成測定、子どもが遊べるスペースなど、
様々なコーナーを用意しました。
　私は今回が初参加で、高齢の方の来場が多いのではと
予想していたのですが、イオンモールという場所柄か子
育て世代のご家族が大半を占めていたことに大変驚きま
した。また、担当した栄養相談では、採血データは全く

異常がないという方が
多く、中学生の少年が

「背が高くなりたいんです」、若い女性が「痩せたいのに
全然痩せません。何がいけないですか」、働き盛りのお
父さんが「スポーツをやっているので、筋肉量を増やし
たいんです」等々、私が日頃業務で行っている栄養指導
とは異なる内容だったので、いつも以上に緊張しながら
の栄養相談でした。
　高齢になっても健康でいるためには、若い時からの適
切な食生活が欠かせません。健康な方々へのこのような
情報発信の機会はとても貴重だと感じました。

　RUN伴（ランとも）は、
今まで認知症の人と接点
がなかった地域住民と、
認知症の人や家族、医
療福祉関係者が一緒に
タスキをつなぎ、日本
全国を縦断するイベン

トで、「認知
症になっても
安心して暮ら
せる地域づく
り」を目指し
ています。
　私たちは、
清瀬市内の連

携医療機関である清瀬リハビリテ
ーション病院、竹丘病院、複十字
病院のスタッフで構成した 14名
のチームで参加しました。本イベ
ントのルートが清瀬市になかったので、近隣の所沢ルー
トに参加しタスキをつなぎました。
　今年の敬老の日に、日本の高齢化率は 28.1％で過去
最高を更新し、国民の 4人に 1人が 65歳以上となりま
した。今後更に高齢化率は上昇します。公的な制度に基
づくサービスや支援だけでは暮らしの安心が担保できな
くなると言われています。地域の人々がお互いに関心を
持ち、助け合うことが大切なのだと思います。私たちは
このようなイベントを通して、地域の仲間や住民の方々
と交流を深め、安心して暮らせる地域づくりの一助とな
れたらと考えています。
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管理栄養士
山﨑 紗也加

第5第5回  腎と栄養研究会回  腎と栄養研究会

自衛消防訓練審査会自衛消防訓練審査会

　9 月 18 日（火）に『第 5
回 腎と栄養研究会』があり、
私は『織本病院の集団調理実
習の取り組み －患者に寄り
添う医療を目指して－』というテーマで発表しました。
そこで、当院の腎不全外来で患者様が実施している低た
んぱく食事療法（標準体重 1kg 当たり 1日 0.5g）を継
続させるために開始した、でんぷん製品の集団調理実習
について紹介しました。
　集団調理実習は 2016 年 5 月から開始し、腎不全外
来に通院される患者様やご家族、最大 6名で、ほぼ毎
月実施しています。管理栄養士 2名・腎不全教育普及
指導員 1名の計 3名で担当し、でんぷん製品を使用し
た料理 1品の調理と試食、食事療法の必要性とでんぷ
ん製品のメリットを学ぶ腎不全教育を行い、質疑応答と
アンケートも実施しています。集団調理実習は 2018 年
5月までに 23回開催し、延べ 96名が参加されました。
また、2017 年 6月から開始した “ おやつ調理実習 ” は
現在まで 10回開催し、延べ 38名が参加されました。
　アンケート調査から、「簡単にできた・おいしくできた・
自分でもできると感じた」と回答した患者様は 95％、 
「でんぷん製品の扱い方を理解できた」、「今後も実習に
参加したい」と回答した患者様は 97％以上いらっしゃ
いました。記入による意見・感想でも、でんぷん製品の
料理に対する前向きな意見が多く、また、「楽しく和気

あいあいとできた・実習により作
る元気をいただける・他の参加者
の話が聞けて勉強になった」など、
集団調理実習だからこその意見も
ありました。集団調理実習は、で
んぷん製品の料理を実際に見て・
触れて・扱い・食すことで正しい調理法を学び、美味しく
無理なく食事療法を継続的に行うことに繋がります。また、
調理技術の習得だけでなく腎不全医療に必要な精神面のサ
ポートも担うことができるのではないかと思います。
　出浦先生のお言葉に、栄養指導の考え方として「食事
療法は日常生活そのものである」「指導者側に心から何
とかしてあげようという強い意志が不可欠である」があ
ります。でんぷん製品の新しいレシピ開発の為、日々メ
ニューを考えていますが、当院では栄養士だけでなく医
師やクラークもより美味しいものを提供できるようレシ
ピを考案しており、日常生活そのものだからこそ、医療
スタッフ全員で取り組んでいます。
　集団調理実習を通して、患者様自身が話し気付くこと、
患者様同士による気持ちの共有も大切なことだと気付き
ました。今後も継続していきたいと思います。

施設管理課
松井　洋

　平成 30年度自衛消防訓練審査
会で織本病院 16年ぶりの入賞！
更に女子隊部門、混成隊部門のダ
ブル準優勝は織本病院史上初！！
　　　＊　　　＊　　　＊

　9月 7日（金）に清瀬市コミュニティプラザひまわり
で開催された自衛消防訓練審査会に、当院からは女子隊
部門に中川看護師と荻原看護師、男女混成隊部門に濱登
臨床検査技師と佐藤臨床工学技士が参加しました。自衛
消防訓練審査会とは各事業所の代表者 2名がチームを
組み、日頃の消防訓練（通報・消火・避難誘導）の成果・
消防技術を競い合う大会です。
　各参加隊員が医療従事者としての責任感を持って練習
に励み、当院史上初の快挙を成し遂げてくれました。
　私自身は入職してから指導員として4度目の参加です。

これまで毎年悔し
い思いをしてきま
したが、敗因分析

と強いチームの分析を行い、少しずつ改善し、遂に結果
を出すことができました。この経験を病院の安全管理に
も役立てていきたいと思います。
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第204 回  腎疾患・糖尿病ゼミナール

講師 ︓ 腎臓内科  ⾼⽊ 由利講師 ︓ 腎臓内科  ⾼⽊ 由利
腎不全の理解を深めましょう（33）腎不全の理解を深めましょう（33）

午後 1︓00 〜 2︓00午後 1︓00 〜 2︓00
オリモトホールオリモトホール（織本病院 4F）（織本病院 4F）

予約不要・参加費無料予約不要・参加費無料
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11 ⽉ 3 ⽇（⼟）⽂化の⽇
午前 10 時〜午後 3 時

織本病院は今年も健康相談ブースを出展します︕

《健康相談内容》
 からだスキャン（体組成測定）
 ⾎糖測定・ ⾎圧測定
 管理栄養⼠による栄養相談
 運動相談
 健診ドック受診相談
 健康体操（11 頃より団地センター広場にて）

                     
ご来場の際は、織本病院のブースへ
是⾮お⽴ち寄りください︕

管理栄養⼠︓岡本 啓吾

栄養科からのワンポイントアドバイス栄養科からのワンポイントアドバイス

““ でんぷん米ででんぷん米でフィフィッシッシュュボールボール”   ”   

 健康体操も

やって

 ます！

11 月 3 日は11 月 3 日は

清清瀬瀬市市旭旭がが丘丘団地団地
秋のフェスティバルへ秋のフェスティバルへ

集合！！集合！！

て）


