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　6月10日（火）に当院で第43回浜松リハビリテーションセミナーが行われ
ました。
スポーツ整形を担当する当院の尾藤医師により「スポーツ傷害の診断と治療
～スポーツドクターとして～」の講演が行われました。講演では、当院スポー
ツ医学センターの紹介を交えながら、スポーツ傷害の診断と治療、スポーツ
ドクターとしての活動内容などについてお話しいただきました。
　今後も、様々なスポーツを対象とした講習会やセミナーなどの開催を予定
しております。
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特
集

特
集 MRI装置のご紹介

　当院では、本年４月からGE社製MRI装置（Optima 
MR360 Advance 1.5T）が稼働しています。本装置
は、明るい木目調のデザインを採用し、音楽を聴きなが
らリラックスして検査を受けていただけます。また、光
デジタル伝送技術により従来型MRIに比べ高画質化を
実現しており、あらゆる領域にあわせた最新の技術を積
極的に活用し、質の高い検査を行っています。

■MRIとは？
　MRI（Magnetic Resonanse Imaging）磁気共鳴
画像の略で、Ｘ線撮影やＣＴ検査のようにＸ線を使わな
いため放射線被ばくが全くない検査です。この検査は、
強い磁石と電波を使い体内の様子をあらゆる断面から
画像化する事が可能です。

■どんな検査ですか？
　MRIの検査時間は検査部位や検査内容によって異な
りますが15～30分程です。ベッドに寝ていただき検

査部位がずれないようにしっかりと固定します。その
後、狭いトンネルの中に入って検査を行います。工事現
場のような大きな音がしますが、音楽を聴きながらリラ
ックスして検査を受けていただけます。

■何が分かるのですか？
　全身の様々な病巣を
高いコントラストで画
像化する事ができます。
脳梗塞・脳出血・脳腫瘍
などの詳細な情報が得
られます。また、脳の神
経線維を立体的に画像
化するトラクトグラフ
ィ解析を生かして、質の
高いリハビリテ―ショ
ンに役立ちます。
　スポーツ傷害の方な
どは、通常X線撮影や
CT検査で評価が難しい
軟骨・靭帯・筋肉などの
損傷を画像化することができ、これまで得られなかった
病気の状態を評価できるようになりました。
　なお、検査について不明な点がございましたらお気軽
にご相談ください。

画像診断室　中野 仁

GE社製　Optima MR360 Advance 1.5T MRI検査待合室

脳梗塞画像 トラクトグラフィ解析

前十字靭帯 軟骨評価画像
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変形性関節症変形性関節症



 

1．Power Plate（パワープレート）とは何か？
　パワープレート®は、ストレッチ、トレー
ニング、リラクセーションの全てを1台で
実現できる加速度トレーニング(accelera-
tion training)マシンです。全身に振動刺
激を加えるマシンである加速度トレーニ
ングマシンの中でパワープレートは、本体
が前後・左右・上下の3次元方向へ1秒間に
25～50回と高速振動する特徴を持って
います。3次元方向への振動が身体に加わ
ることで、筋肉は加えられた振動と逆方向
に身体を支えるため収縮し、これにより筋力が鍛えられたり、ストレ
ッチ効果が得られたりします。

2．Power Plate使用により期待される効果
　振動するプレートの上に乗り、スクワットやストレッチ等の運動を
行う事により、以下の効果が得られると言われています。
　①筋力向上
　②筋血流量増加と筋温度の上昇
　③柔軟性の改善
　④骨密度の増加
　パワープレートの上で運動することで必要な筋肉に効果的に負荷
をかけたり、時にはストレッチをさせたり、リラクセーション効果を
もたらしたりします。このようにしてインナーマッスルやアウターマ
ッスルを問わず、全身の筋肉を小刻みに何度も活動させることによっ
て、トレーニング時間を短縮し、効率的に運動効果を得ることが可能
です。
　病院や整形クリニックなどの医療施設だけでなく、プロサッカーチ
ームなどのスポーツ現場でもパワープレートは活躍しています。

※妊娠中の方や網膜剥離の方、めまいの症状のある方の使用は禁忌と
　なります。

＜使用例＞

リハビリテーション部に新しく仲間入りした機械
「Power Plate（パワープレート）」

理学療法士　山下 徹

①筋肉を伸ばして乗る
　　　　　　→ストレッチ効果

③筋肉を緩めて乗る
　　　　　→リラクセーション効果

②筋肉を緊張させて乗る
　　　　　→トレーニング効果



お知らせ

浜リハコンサートのご案内
　日　時：7月16日（水）、16：00～16：40
場　所：後日、ご案内いたします。
内　容：当院職員の演奏による手作りのコンサー  
　　　 トです。多くの懐かしい曲の演奏やリハビ
　　　 リ体操もありますのでお楽しみに。一般の
　　　 方の来場も大歓迎です。

電子カルテ運用開始のお知らせ
　当院では、7月1日（火）8：30より入院・外来とも電子カルテ運
用となります。これまでの紙カルテから電子化された診療記録に
なることから、院内のどこでも必要な時にすぐに患者さんの状態
を確認し、医師が指示を送ることが可能にな
ります。電子カルテの運用開始により、医療の
質の向上や医療の安全に寄与することが期待
されますが、反面、職員がシステムに慣れるま
で操作に時間が掛かってしまうことも予想さ
れます。ご迷惑をお掛けすることがあるかも
しれませんが、ご理解の程、宜しくお願い申し
上げます。なお、十分なセキュリティ管理のも
とで運用されますので、ご安心ください。

看護師さん募集
　リハビリテーション看護は患者さんの笑顔に多く出
会えます。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先：経営事務課 川合・増尾
TEL：053‒471‒8331
E-mail：info＠hriha.jp
（注）新卒採用のお問い合わせは、聖隷福祉事業団ホー

ムページをご覧ください。



☆ひじき☆
栄養だより

簡単
レシピ ☆ ひじきのサラダ ☆

管理栄養士　 米山 美保

【栄養】
　カルシウムや鉄、リン、ヨウ素、カリウムな
どのミネラルが多く、食物繊維も豊富に含まれ
ているため、血液の浄化や高血圧、動脈硬化の
予防に効果があるとされています。カルシウム
は昆布の 2 倍含まれており、骨を丈夫にしたり
中枢神経を鎮めイライラをやわらげる効果が期待できます。また、貧血予防に有効
な鉄は牛乳の 500 倍以上も含んでいるので、少量で必要量を摂取できます。ただし、
ひじきに含まれる鉄は吸収が良くないので、鉄の吸収を助ける働きのあるビタミン
Cを含む野菜と一緒に食べるとより良いでしょう。
【調理方法】
　水がきれいになるまで何度も洗い、たっぷりの水に 30 分～ 1時間ほどつけてもど
した後、一度茹でこぼしてから調理します。下ごしらえをしっかりすることがポイ
ントです。
【選び方】
　色が鮮やかで変色していないものを選びます。葉先までピンとしていて、独特の
香りが強いものやしおれていないものが良いでしょう。選ぶ時には分かりませんが、
水に戻した際に柔らかく、増える率が高いものは良質のひじきといえます。

【作り方】
ひじきをきれいに洗い、水でもどし、茹でる。
コーン缶は水気をしっかりきり、きゅうり、プチトマトはお好みの大きさにカッ
トする。
鶏ささみは、茹でた後にほぐす。
ひじきと他の食材を混ぜ合わせ、お好きなドレッシングをかけて完成。

1.
2.

3.

材　料 （4人分）

（1人分栄養価 )※ドレッシングは別
エネルギー：64kcal　たんぱく質：8.4g　炭水化物：8.6g　脂質：0.5g 
カルシウム：80mg 　鉄：3.1mg　カリウム：480mg　塩分：0.3ｇ　食物繊維：3.4g

乾燥ひじき　　
コーン缶
きゅうり
プチトマト
鶏ささみ
お好みのドレッシング

……………………20ｇ
………………………80ｇ
……………………100ｇ
……………………80g 
……………………120g

………適量



外来診療担当医一覧表
受付時間 月～金曜日　8:30～11:00　13:30～16:00
　　　　（土･日曜日・祝日は休診）
◆外来予約・問合せ先　☎053－471－8337（外来窓口）
◆翌日以降の電話予約は、平日14:30～16:30にお願いします。
◆各診療科の担当は、医師等の都合により変更させていただくことが
　ございます。
　詳しくは、病院玄関の担当医表をご覧ください。

※非常勤医師
内科・リハビリテーション科（嚥下音声・神経内科・高次脳）

●内科
月 火 水 木 金

午前

午後

市川

市川

水嶋

水嶋
大久保

市川

市川

水嶋

水嶋

中村

中村

整形外科・専門外来（スポーツ整形外科）

●整形外科
月 火 水 木 金

午前

午後

尾藤

ー ー

町田 安間

ー

高橋

ー ー

●スポーツ整形外科（専門外来）
月 火 水 木 金

午前

午後

ー ー

小林※
高橋

安間
尾藤

安間
桐村

尾藤
船越※

高橋
滝※

町田
桐村

ー ー ー

●リハビリテーション科
月 火 水 木 金

午前

嚥下音声

藤島
金沢※

西村
重松

藤島
國枝※

ー 金沢※
藤島 ー

重松藤島

ー ー

神経内科 ー 谷口※
（第2週のみ）

片桐※
（第1・3週）

ー ー ー

高次脳 ー ー ー ー

午
後

注）スポーツ整形の午後診療は、15：00～となります。


