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医療法人樹心会 角田病院

特集（P2～3）

ご存じですが？

保険外リハビリのメリット・デメリット

　3 月 1 日から 31 日まで「今井和恵　作品展」（上写真）を開催しました。

　主催の今井和恵様は、当院の外来患者様として通院されております。

　田園風景など自然の暖かみのある絵を好まれており、油絵と水彩画を 30 年前程前から描いています。

当院ギャラリーでは、ご来院された患者様･ご家族様の心が少しでも和んでいただけたらと考え、毎月展示会を開催

　しています。

　出展者は、主に当院の患者様や地域の方々であり、個人やグループで作品を持ち寄っていただき展示しています。

医療法人樹心会 角田病院



特 集

　現在、脳卒中･脊髄損傷等の後遺症に対するリハビリの需要が急拡大しています。しかしながら、リ

ハビリ環境の現状は、医療・介護保険で実施するリハビリでは、日数・時間・回数・方法などに制限が

あるため、満足なリハビリを受けることができない「リハビリ難民」が多数存在しているといわれてい

ます。そこで誕生したのが「リハビリスタジオ群馬」。そのリハビリの内容に迫ります！

保険外リハビリ専門施設
「リハビリスタジオ群馬」オープン！

保険内リハビリと保険外リハビリの違いについて

　保険内リハビリには、制限があります。医療保険では週１～２回、１日1時間、介護保険では週２回、

１日20～ 40分と定められているため、「もっとリハビリをしたい」方は満足ができないのが現状です。

　一方の保険外リハビリでは、保険の制限がないため、リハビリを必要とする方々に対して十分な質と

量のリハビリを提供し、身体機能や日常生活動作の改善とともに、生活の質の向上を図ることができます。

脳卒中専門のリハビリで、ご自身が目指す生活へ

　今、首都圏で注目を集めている「保険外リハビリ」の最大のメ

リットは、量、時間に制限が無いことです。ご利用者様の希望、

生きがいを大事にし、達成したい目標にも向って満足さできるま

でリハビリを続けることができるのです。

　今春オープンした「リハビリスタジオ群馬」は、脳卒中や脊髄

損傷による麻痺に特化したリハビリ施設です。AI による分析や、

最新の機器や手技、鍼灸などを取り入れて、熟練のセラピストが

オーダーメイドのリハビリを提案します。

　モットーは「私たちは諦めないあなたを全力でサポート」。立

ち座りをしたい、旅行に行きたい、職場復帰したいなど、あなた

の目標達成のためのお手伝いをお任せください！

私たちが

担当します！



設備の特徴

内科

2008 年　　愛知医科大学医学部卒業 

 　　  桐生厚生総合病院

 　　  高崎総合医療センター 等を経て

2022 年　　角田病院

消化器内科

日本内科学会　認定内科医･総合専門医、日本消化器病学会　専門医

日本消化器内視鏡学会　専門医、日本消化管学会　認定医

緩和ケア研修会　修了

地域のみなさんのお役に立てるよう頑張ります。

新しい医師のご紹介

椎名 啓介 先生
しいな けいすけ

診 療  科

経　   歴

専門領域

資      格

一      言

HAL®（Hybrid Assistive Limb®）は、人の意志

を反映した生体電位信号に基づいて、意志に従って

脳卒中の麻痺に対する最新のリハビリ方法です。発

症後 6 カ月を過ぎると改善を期待できないとされて

いましたが、その時期を過ぎても麻痺側の改善が認

められています。考案者の川平医師の指導を定期的

に直接受けています。

米国国立衛生研究所（NIH）では、鍼灸を脳卒中の

リハビリと併用することが有用であるとされていま

す。実際に鍼は痙縮を軽減させリハビリを行いやす

くなることが報告されています。

リハスタ群馬が日本で初めて導入した民間企業にな

ります。左右独立な免荷構造により３次元的な動き

に対してサポートします。

ロボット化された左右独

立の免荷制御機能により、

身体のねじれや揺れを調

整し理想的な歩行を支援

します。

Ⓡ Ⓡ

人と一体化して機能する世界初の装着

型リハビリロボットです。下肢用、単

関節用を揃えています。

TEL：027-225-2377 群馬県前橋市小相木町 281-1
営業時間　9:00 ～ 18:00（木・日休み）

保険外リハビリ専門施設

リハビリスタジオ群馬
REHABILI STUDIO GUNMA



　認知症の方と接する時の基本は「本人の気持ちになって考える」自分が今、認知症になったら・・と考

えてみると、約束を忘れてしまう、昔から仲良くしていた友人のことがわからなくなってしまうなど、不

安や孤独感、やるせなさなどを感じるのではないでしょうか。

　認知症になってもその人らしさや感情はあり、例えば親切にしてもらったこと自体は忘れても、その時

に感じた「うれしい」といった感情は残っていると言われています。

　自分が認知症になった時に、どんな風に接してほしいのか考え、それを実行することが大切です。

医療･介護に関するお役立ち情報をご紹介します。

認知症になっても
笑顔で暮らせる町をめざして③（全４回）

栄養豆知識

認知症の方と接する時に心がけたい３つの「ない」

認知症の方と接する時に気を付けることは？

　認知症の方と接する時に心がけたい3つのない「驚かせ

ない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」がありま

す。

　自分の価値観を押し付けず、行動の理由を考えたり、

本人の気持ちに寄り添った対応をすることでいわゆる問

題行動と言われるような行動も改善する可能性がありま

す。

　2021年9月のアルツハイマー月間には動画も作成し、

コージギャラリーで放映しました。

貯筋のすすめ

ありがとうね～

あたしゃ知らないよ！

これ食べて

待っててくださいね

今準備しますからね
もう食べたでしょ！

　年齢とともに減少するものはいろいろありますが、「筋肉」

もそのひとつです。

筋肉もお金と同じでいざというときのために「貯筋」し

ておくことが必要といわれています。



薬剤課の取り組みについてご紹介します。

薬をたくさん飲んでいませんか？
～ポリファーマシーのお話～

　ポリファーマシーとは直訳すると、ポリ(多い状態)＋ファーマシー(薬を使

用している状態)となり、多くの薬を使用している状態のことになります。

　しかし、単純な数の多さではなく、その状態によって害がでる可能性が高

くなる、あるいは害がでてしまっている状態のことを指す言葉として定義さ

れます。

　高齢者は、複数の疾患で薬を使うことがあり、数が多くなってしまいがちです。そのことにより、薬同

士で影響がでてしまうこともあります。

　また、腎機能や肝機能の低下があると、薬の分解や排出に時間がかかってしまい、副作用などが起こる

可能性が大きくなってしまいます。

　ポリファーマシーという言葉だけが独り歩きをして、数を減らせば良いとなっ

てしまうことには注意が必要です。

　正しい治療ができなくなってしまう可能性もありますので、ご自身で判断せず、

医師や薬剤師に相談するようにしましょう。

　ポリファーマシーを回避するためにも、かかりつけ薬局や、かかりつけ薬剤師

をもつことをおすすめします。

　相談の際は、おくすり手帳などを使って、使用している薬やサプリメントなど

の情報をすべて伝えられるとより効果的です。日頃からおくすり手帳を１冊にま

とめておくようにしましょう。

　筋肉を効率的に増やすには材料となるタンパク質を毎回の食事

で20ｇを目安にとることが重要です。

　また、摂取エネルギーが不足すると、筋肉のたんぱく質が分解

され、筋肉量が減少してしまいます。主食・副食をバランスよく

食べることも大切です。

※腎機能低下の不安がある方はかかりつけ医、管理栄養士にご相

　談ください

牛肩ロース　100ｇ

15ｇ

たまご　1個（50ｇ）

6.1ｇ

さんま　1尾（100ｇ）

18.1ｇ

絹ごし豆腐　100ｇ

5.3ｇ

牛乳　200㎖

6.6ｇ



 「⿁は外！福は内！」

今年も託児所にこわ～い⿁がやってきました。

 豆に見立てたボールで「⿁は外！福は内！」みん

な必死に⿁退治 !! 中には泣く子もいたのはここだけ

の話。今年も素晴らしい一年になりますように…

 託児所に来た頃は泣き虫だったお友達も今ではニ

コニコ笑顔。お友達とたくさん遊んで、たくさん笑っ

て泣いて…時にはケンカをすることもあるけれど、

みんな仲良し♡たくさんの思い出ができました。

 今年は７人のお友達が卒園します。託児所からは、

先生たちが一人一人へのメッセージを書いた卒園証

書とささやかな贈り物をプレゼント。子どもたちの

成⾧がうれしい反面、ちょっぴり寂しい気持ちもあ

りますが、それぞれの場所で健やかな成⾧を祈って

います。またいつでも遊びに来てね♪

 卒園おめでとう！！

G.G.C 春のキッチンガーデン春のキッチンガーデン

子供たちのすくすく日記
託児所『いちご』の活動記録

子供たちのすくすく日記
託児所『いちご』の活動記録

子供たちのすくすく日記
託児所『いちご』の活動記録

「ゆきだるまくん」を作ったよ！

託児所での行事・活動をご紹介します！

 好きな画用紙の色を選んで、スポンジをポンポン、

シールをペッタン。帽子をかぶせて、かわいい「ゆ

きだるまくん」の出来上がり。まわりに降らせた雪

はみんなのかわいい指のスタンプです。

鬼をやっつけよう！！

巣立ちの日

　ガーデンの東にキッチンガーデンの小さな畑があります。

　今年もキッチンガーデンに赤 ・黄 ・ オレンジ色のミニトマ

トや、 毎年恒例の茄子 ・ ピーマンも植え付けました。 今

年はさらに枝豆に挑戦しています。 バジルやルッコラ、

モロヘイヤも大きく育ってほしいです♡

　無農薬のため、 虫さんたちにも大人気のキッチンガー

デンです。 後ろを振り向くと、 ほら！あんなところにアスパ

ラガス♪

今年もチューリップがキレイに咲きました♪



角田病院 ・老健たまむら　職場紹介！

第12回

２０２２年 1 月 ～４月

当院でのイベント・行事などのご報告です。

2022年度 入職式

　主催の田村聖志様は、

「上毛かるた」の絵札の変

遷の研究と、未来に残して

いくための普及活動を行なっています。

　今回の展示会はみんな大好きおじさんシリーズ

を中心に、新旧の絵札の遍歴を紹介をしました。

　玉村町俳句会会員は、春

夏秋冬、月１回の例会の学

習で技術向上を図っている

グループです。

　今回の展示会は「自由」をテーマに作品を展示

しました。

　今年は27名の新入職員が入職しました！コロナ禍のため今

年度も縮小開催となりましたが、理事長からは新入職員に向

け、激励のお言葉と辞令交付が行なわれました。

　コロナ禍での入職で、不安や心配なことも多くあると思い

ますが、職員一同が皆さんをフォローし、十分に力を発揮で

きる環境を整えています。一緒に頑張っていきましょう！

2/21
3/282/16

　当院の人間ドックのラン

チメニューは、毎年リニュ

ーアルしています。

　今年度は、筋肉のもとになるタンパク質を豊富

に取り入れたランチです！お野菜も1日の 2/3 が

補えるお食事で、彩も華やかです♪

2022年度人間ドック
食事の試食会 避難訓練

2月 コージギャラリー
「上毛かるた展」

医 事 課

　当院では夜勤帯・日勤帯を

想定した避難訓練を毎年行っ

ています。

　もしもの際には、患者様やご利用

者様が安心して避難できるよう、

実際に消火器を使って消火訓練も行いました。

1月 コージギャラリー
「玉村町俳句会展」

　医事課では、受付や会計、保険請求はもちろん、

医師の診療補助や看護師等の事務作業補助、診療録

の監査、診療データの取りまとめなどの業務を行っ

ています。

　また、今年4月には診療報酬の内容が改定され

ます。改定はその時々の社会環境等が反映されてお

り、医事課では改定内容に迅速に対応し、より良い

医療提供体制の構築に尽力しております。

　医療保険制度や高額療養費制度などについてご不

明なことがありましたら、お気軽にご相談ください。




