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リハビリテーション科 

主任   津覇 健太郎 

 最近では一般的な言葉として広く使われる様になったリハビリテーションという言葉ですが、
その言葉の意味を考えた事はありますか？ 
 私達がよく使う「リハビリテーション」は英語ですが、このリハビリテーションという言葉の由来
はラテン語からきていると言われています。「re」+「habilitate」の二つの言葉に分けられます。
「re  再び」、「habilis  適した」、すなわち、リハビリテーションを直訳すると「再び適合させる」と
いう意味になります。 
  
 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種がリハビリテーション専門職と呼ばれてい
ますが、リハビリテーションという言葉の意味を考えると、病気により障害を持った人を「再び
適した状態にする」全ての取り組みがリハビリテーションと言えます。なのでそれに関わる人は、
医療従事者だけではなく家族やそれを取り巻く全ての人がリハビリテーションチームの一員に
なります。1人の障害を持った人を再び適した状態にする為に私達医療従事者を含む在宅
の家族やその方を支援する全ての人がチームとして取り組みを行なっていく必要があります。 
医療の現場では治療を中心とした医療行為が主になりますが、広義でいえば病院で行なう
医療行為もリハビリテーションの一部と言えるのではないでしょうか？ 
 
 日本の高齢化率が最大になると言われている、2025年に向けて様々な策定がなされて
おり、その一つとして地域包括ケアシステムの構築が現状最も優先される課題とされていま
す。その中で私が行なっている事は理学療法のみで、患者さんを「再び適した状態にする」
には私1人ではどうする事も出来ず、やはりチームで取り組んで行く必要があります。最近に
なってチームとして取り組む意味を持つ「リハビリテーション=再び適した状態にする」という言
葉とその意味を深く考える事が多くなりました。 
  
 私達が今後取り組む課題、これから行なう事を考えると、ますます頭を悩ます日々が続き
そうです。私達が今後チームで取り組む「リハビリテーション」という言葉をもう一度考え直して
今後の医療、福祉、地域を取り巻く課題についてチームで取り組んで行こうと思います。 
 

リハビリテーションについて考える 
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第24回 八重瀬会ふれあい祭り 
平成29年9月17日（日） 15：00～17：30 

昨年は台風で中止となり今年も天候が心配されましたが、今年は快晴の中、皆さまのご

支援のもと開催する事が出来ました‼お忙しい中、来賓挨拶を頂きました松本市長様 

亀川議員様、会場を盛り上げて頂きました城間自治会の皆様、クラウン・コトラ様 

たぁばんちゅの皆様、誠にありがとうございました。当法人は、今後も地域密着を基本に 

第一線で医療、介護を提供できるよう努めて参ります。 
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アイビー・リー・メソッド 

 「やることがいっぱいあるのに、何からやっていいか分からない」「今日でやっておきた
い事が結局、今日もできなかった…」「なんとなくやる気が起きない」という経験を皆様
は一度ないし頻繁に経験した事があるのではないでしょうか？今日は、こういう経験を
お持ちの方に是非知ってもらいたい「アイビー・リー・メソッド」という方法を紹介したいと
思います。 
 
 アイビー・リー・メソッドとは、やるべき行動を絞り込んでいくTo Do リストの一種で『１つ
の作業が終わるまでは、断固として次の事はやらない』という仕組み作りです。作り方と
しては、前日の夜ないし当日の朝に今日やるべき事を６つ上げて、１番から６番まで優
先順位の高い順に番号を付けます。ルールとしては、１番をやり終えていないのに２番
目の事や３番目の事に手を付けないということです。 
 
 もし、一日の作業時間内の途中で終ってしまった場合、その日のリストは破棄し、きれ
いさっぱり忘れて次の日に改めてTo Do リストを作成します。リストに上げた事を全部で
きなくても、悲観的になるのではなく「今日一番やらないといけないことをやり遂げた」と
自分を褒めてあげましょう。 
 
 これは我々人間は本能的に複数のことを同時に気になってしまう性質をも持っている
為、無意識下で別のやるべき事が気になったりして集中力の邪魔をして結局、何も出
来なくなってしまうのです。しかし「今は終わるまでこれしかやらない」と目に見えて書き
上げることで、即座に取り掛かるべき作業が定まり、集中力を持ってやる事ができると
いうことに繋がります。 
 
 もし日常生活において色々とやりたい事があってもなかなか捗らない、手をつけられ
ないという方は、その日一日のやるべき事を明確化し順に実行することで、たとえ全部
出来なくても達成感が味わえるかと思うので、是非、一度お試しください。 
 
※ちなみに、私の今日のTo Do リストの＃１は「この原稿を書くこと」でしたので、普段書
かない作文を作成した自分を褒めると同時に今日一日の達成感を感じております。 
 

麻酔科医 
  比嘉 孝雅 

ジギングで念願の 
アーラミーバイを釣り 

上げました‼ 
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セクション便り   
    指定通所介護 デイサービス とどろきの里 

 
 私たち、とどろきの里は地域に根付いたデイサービスです。 
 現在通われている利用者様は総合事業対象者・要支援・要介護１～要介護５までの方々が利用されてい
ます。みんなで楽しみながら体を動かしたり、沖縄の歌・三線・踊りと充実した音楽療法などお一人、お一人に
合わせたケアができるように職員一同心がけています。 
 
 介護が必要であっても住み慣れた地域での生活を続けていきたい、また普段介護をがんばっているご家族の手
助けになりたいという思いに応えていきたいと思います。 
 
 職員は年齢も経験も様々ですが、利用者様がとどろきの里で充実して過ごしていただけるよう職員一同力を
合わせていきたいと思います。 

  

 

ご利用者様とご家族様のために精一杯頑張ります！ 
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院外講演会活動 

浦添市老人福祉センターにて骨密度測定会を開催しました。 
平成29年9月13日(水) 9：00～16：00  

今年も地域包括支援センター「仁」と浦添市老人福祉センター主催による敬老フェスタに参加しまし
た！骨密度測定会の他に保健師、管理栄養士による保健指導や理学療法士によるマシーントレー
ニングの正しい使い方、検査室畦元室長は頸動脈エコーを実施しました。特別講演として午前はPT
津覇主任による「貯筋」のための講演、午後には内科部長、内視鏡センター長の山城先生による
「胃がん、大腸がんにならないために」について行い、参加者の皆さん興味深く聞いていただいたよう
に思います。老人福祉センターの所長はじめスタッフの皆様、当日は台風が接近していたにも関わ
らずご協力頂き誠にありがとうございました。 

南部地区歯科医師会 寺子屋講演会 
平成29年8月10日(木)  

南部地区歯科医師会会長挨拶から始まり、座長に当院歯科・口腔外科部長の吉田先生、院長代

理、整形外科部長の山内（裕）先生の講演が行われました。医科歯科連携はこれからも重要な要

素となり、より一層の連携強化が必要となります。 

 

演題 

「整形外科医からみた骨粗鬆症薬とMRONJの問題点」 

院長代理、整形外科部長 山内 裕樹 
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【在宅介護ガイダンス】 
やえせＡssemble  Garden  地鎮祭 

               やえせＡｓｓｅｍｂｌｅ Ｇａｒｄｅｎの地鎮祭、安全祈願祭を無                  
              事終える事が出来ました。冒頭紹介にもありました通り、構想段階を 

              含めると約10年の歳月を要しましたが、周辺や多くの方々のご理解、 

              ご協力により辿り着けたこの日でした。 

              具体的な施設配置、設計に関しては、田場朝和総務部長を筆頭に、 

              砂川保博「仁」センター長、池間幸之介「シルバー園」所長、親川渡 

              「とどろきの里」所長、そして山内ヒロ子薬務室参与が中心となり、 

              推進・具体化され、そして、多くのスタッフの協力がありました。 

               しかし、本番はこれからです。クリニック、介護、居住施設等１０ 

              施設が参入する沖縄ではおそらく初めてのモデルともなる総合施設で 

              す、われわれ八重瀬会は、今まで多くの医療介護及び関連施設を運営
し、成果を挙げてきました。地域の方々に、ひいては沖縄全体にしっかり貢献したい、がその源泉です。
やえせＡＧは、その名の通り、多くの人々が集まり、手作りの庭園の様なやすらぎの空間をみんなで作
り上げる。その中で、利用者の方々に楽しく充実した時間を過ごしていただき、我々スタッフも楽しく
やりがいのある業務を推進していく、という基本コンセプトで作られる施設です。八重瀬会の素晴らし
い施設が、又一つ増えます。楽しみです。みんなで、魂のこもった施設をしっかり作り上げていきま
しょう。 

去った平成29年8月23日（水）構想10年、ここに至るまで様々な困難や障害を乗越え、在宅
介護総合センターやえせＡｓｓｅｍｂｌｅ Ｇａｒｄｅｎの地鎮祭、安全祈願祭を無事終える事
ができました。ほっとした気もありますが、ここからが本番！兜の緒を締め、次なる課題・目標
に向け在宅介護部一同みんなで力を合わせ邁進していきます！！ 

山内理事長コメント 

名称： 在宅総合介護センター  やえせＡｓｓｅｍｂｌｅ Ｇａｒｄｅｎ 

    Ａｓｓｅｍｂｌｅ＝集まる、集合する   Garden＝庭園、庭、園、空間 等 

 

 決定した名称のごとく、人の集まる庭園や空間などで、明るく温かみがあり、人を大切にす

る施設を目指します。 
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ＦMレキオ（80.6MHｚ）H29.10.5（木）ONAIR 

「てーげードクターＫ」 17：00～18：00 

第187回 同仁病院ゴルフコンペ～ベルビーチゴルフクラブ～ H29.9.20（水） 

食事摂取・嚥下訓練について 
      Ｈ29.9.14(木)18：10～ ティーダホール 

リハビリテーション科の言語聴覚士5名による院内
講演会が行われました。それぞれの発表に加え実
技を交え解り易く、多数の職員が参加しました。
高齢化社会を向かえる問題の一つに摂食・嚥下
機能強化は口から栄養をしっかり取るために必要
です。STの皆さん発表お疲れ様でした。 

今回のてーげードクターＫは麻酔科比嘉、潮平Ｄｒと何故
か玉城大樹が出演。台風さなかの収録となりましたが麻
酔科医としての熱い想いや、リアルに海で鮫と格闘したエ
ピソード、カープファンなあまり広島大学に進学した裏話
など話題いっぱいの内容となりました。理想の麻酔科医
とは⇒手術が終わって退院する頃には、患者さんが存
在すら忘れているような麻酔科医を目指したい、との言
葉が印象的でした。       
 

優勝：山入端 

２位：小禄 

３位：宗 

ドラコン 

№5  比嘉（清） 

№18 町田 

ニアピン 

№2  宮城 

№9  玉城(大) 

№15 宮城 

№17 鈴木 
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●柏木 宏幸                平成２９年７月２３日（会場：東京都） 

ＰＥＧ・在宅医療研究会主催 

「嚥下機能評価研修会 ～第１８回ＰＤＮ ＶＥセミナー東京～ 修了証」 
  

●具志堅 美智子●又吉 里美●比嘉 恵子●吉浜 佳菜子●窪田 桃子 

●稲福 梓                平成２９年６月１８日（会場：沖縄県） 

一般社団法人 日本臨床看護マネジメント学会主催 

「'１７ 重症度、医療・看護必要度評価者院内指導者研修 修了証」 

  

●金城 政美●又吉 里美●東濵 幸恵●城間 一美●中野 智子●玉城 里穂

●海江田 三佳●砂川 優子●大嶺 みさと   

平成２９年８月３１日（会場：沖縄県） 

公益社団法人 日本看護協会主催 

「平成２９年度 認知症高齢者の看護実践に必要な知識 研修修了証」 

  

●金城 康治                平成２９年１０月１日（会場：埼玉県） 

公益財団法人 日本体育協会主催 

「日本体育協会公認スポーツドクター 認定証」 

●田仲 綾子●照屋 郁美 

平成２９年３月１日（会場：大阪） 

一般社団法人日本医療機器学会主催 

「第２種滅菌技士 認定証」 

   

●赤嶺 良光  

平成２９年８月６日（会場：東京都） 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター主催 

「認知症サポート医養成研修 修了証」 
   

●與那城 彰子（ぐしくま） 

平成２９年１０月５日（会場：沖縄県） 

沖縄県主催 

「平成２９年度 沖縄県保健師助産師看護師 

実習指導者講習会（特定分野）修了証」 


