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　5月 13日（水）浜リハコンサートを開催いたしました。今回も病院長

自らチェロを弾き、職員手作りのコンサートがおこなわれました。多くの

懐かしい曲などの演奏やリハビリ体操なども交えて患者さんやご家族の方

と共に楽しい時間を過ごすことができました。

浜リハコンサートを開催しました。浜リハコンサートを開催しました。

当院で行っているえんげ造影検査（VF）の紹介
  ・地域の担い手！「市民いきいきトレーナー」 
  ・栄養だより　さやいんげん★さやいんげんの納豆サラダ★

アクセス
◆バスご利用の場合

　浜松駅前バスターミナルから

　14番のりば

　□せいれい泉高丘線

　「浜松リハビリ病院」下車

　16番のりば

　□和合西山線

　　「浜松リハビリ病院」下車

◆お車でお越しの場合

　東名浜松西インターから

　お車で約10分

　東名浜松インターから

　お車で約30分

日　時：201５年６月３日（水）　18:30～20:00（開場18:00）
場　所：浜松市リハビリテーション病院 3階 大会議室
テーマ：「地域包括ケアシステムとリハビリテーション
 　～病床機能分化と医療介護連携・自立支援と介護予防～
 講師：佐々木嘉光　様
 　　　医療法人社団明徳会 十全記念病院 理学療法士
 　　リハビリテーションセンター 技師長
 　　一般社団法人 静岡県理学療法士会 副会長
対　象：リハビリテーション・福祉関係に関わる医療従事者等
 ※当日会場へお越し下さい。

　売店の横に郵便ポストを設置いたしました。
　回収時間は、月～金曜日の午前 9:30 となり
ます。（土・日・祝日・年末年始除く）
　また、普通郵便のみのお取扱いとなりますの
で書留・速達は投函しないようにお願いします。

院内に郵便ポストを設置しました。

第47回浜松リハビリテーションセミナーのお知らせ



■えんげ造影検査って何？
　水分や食べ物を口から取り込んで飲
み込む運動を「嚥下」と言います。脳
梗塞・脳出血などによりこの機能が失
われると水分や食べ物が飲み込めなく
なったり、気管に入ってしまいます。どの様な条件（食
材の形態・食事をする姿勢）が整えば水分や食べ物を
うまく飲み込むことができるかを調べる検査がえんげ
造影検査（VF）です。
　この検査の結果により食事摂取困難やむせ込みの改
善のための効果的なリハビリテーションを行うことが
できます。

■えんげ造影検査ってどうやってやるの？
①最初に専用の検査椅子に座り、内視鏡で喉の観察
を行います。（えんげ内視鏡）

②レントゲンの透視装置を使用し、食べ物や飲み物
を飲み込み、えんげ機能の評価を動画で観察しま
す。患者さんの状態に合わせ、誤嚥しにくい食形
態や姿勢から評価を開始し、徐々に難易度を上げ
て検査を行います。

③食物の形態は、とろみ
剤の入った液体やゼラ
チンゼリー、寒天、クッ
キー、蒸しパン等です
べてに少量のバリウム
が入っている検査用の
食材です。

画像診断室　照屋 幸次・加藤 修也
当院で行っているえんげ造影検査（VF）の紹介

VF検査の風景

④検査椅子の角度（30～90 度）を変えたり、顔や
体の向きを変えて、最も飲み込みやすい姿勢や食
べ物等が喉に残らない姿勢を実際に評価します。

⑤最後に再び細い内視鏡で咽頭・喉頭の観察を行い、
口の中をきれいにして検査を終了します。

　この検査は、30分程度で終了します。
■当院のえんげ造影検査の特徴
　当院では、外科用 C アームイメージ装置を使用して
います。検査を受ける患者さんには専用の椅子に座っ
ていただき、自然な姿勢で飲み込みの状態を様々な方
向から観察することが出来ます。また患者さんのご家
族も検査室や観察室で検査を見学することができます。
検査を実際に見学することにより、病気の理解が深ま
ります。
　新病院開設時にえんげ造影専用の最新動画配信シス
テムを導入しております。このシステムは、えんげ造
影検査・内視鏡・検査場面を観察するカメラ映像を音
声付で同時に保存し、院内の電子カルテからリアルタ
イムに閲覧を行うことが可能になりました。
　このシステムの導入により患者
さんやご家族の方への説明・スタッ
フとの情報共有・カンファレンス
等に活用し、リハビリの質の向上
に貢献しています。

えんげ

のど

のど

いんとう こうとう

　最近、食べ物が飲み込みにくくなったり、食事中に
ムセることが多くなった方、当院の専門外来（えんげ
と声のセンター）に一度ご相談下さい。



　当院では、60歳以上の元気な方を対象とした「市民いきいき
トレーナー養成講座」を開催しています。市民いきいきトレー
ナーの役割とは････

①市民による市民の健康増進・介護予防活動
・「元気なうちに元気に介護予防」をテーマに「浜松いきいき体
操」を習得することが目的です。

・習得した「浜松いきいき体操」を地域の高齢者に指導し、健康
増進に寄与します。

②地域活動・交流の場の創生
・健康で元気な高齢の方々が「いきいきトレーナー」という新た
な社会的役割を担い、体操を通し地域交流の場を生み出し、
地域に貢献します。

　「浜松いきいき体操」はふだん使わない体幹筋を鍛える体操で
す。今回は床で行う体操をご紹介します。その名も「浜松いけい
け体操！」。椅子のない環境でも体操ができるように考案された
22種類の体操です。この中から気軽にできる床体操を抜粋しご
紹介します。ぜひお試し下さい。

地域の担い手！
　　　「市民いきいきトレーナー」

理学療法士　小山 貴之・北川 歩

　「市民いきいきトレーナー養成講座」に興味のある方、是非参加
してみませんか？
　詳しくは、当院のリハビリテーション部までお問い合わせ下さい。

目的：股関節周囲と下部腹筋を鍛える
動き：仰向けに寝て空中でペダルを漕ぐように脚を動かす

ゆっくり10回

1．自転車漕ぎ（仰向け）

目的：背骨の可動性を良くする
動き：四つ這い姿勢で①背中を丸める、②背中をそる

4カウントで背中を反り、
4カウントで真ん中に戻す　2回

2．cat & dog（四つ這い）

目的：股関節の筋力を鍛え歩く能力を高め、さらに身体のバランス
感覚を養う

動き：腕は胸の前でクロスする、左右のお尻を交互に浮かせながら
前にすすみ、更に後ろに戻る

3．お尻歩き（脚を投げ出して座る）



　さやいんげんは 1年に 3度収穫ができるため
「三度豆」ともよばれています。 生育期間が短く、
極早生種ならわずか 50 日で収穫できます。4月
～ 7月まで次々と種をまくことができて、長く
収穫出来るので家庭菜園にもってこいの野菜で
す。色どりとしても多くの料理に使えますので、
是非この時期に御召し上がり下さい。 
【栄養】
   豆類に特徴的なたんぱく質のほかビタミン、ミネラルを含みます。大豆や落花生
などと異なり脂質の含有量は少ないです。食物繊維はさつまいもとほぼ同じくらい
の量を含むので、便秘予防効果があります。また、疲労回復効果や美肌づくりにも
有効とされるアスパラギン酸も含んでいます。さらにβ-カロテンは抗がん作用や動
脈硬化の予防だけでなく、夏にダメージを受けやすい皮膚や毛髪の健康維持にも効
果を発揮します。
【選び方】
　細めで緑色が濃く、先がとがっていて曲げるとポキッと折れるものがよいでしょ
う。また皮が薄く、はりがあるものを選びましょう。 
  すぐに食べる場合はラップに包み冷蔵庫に入れましょう。すぐに食べない場合は新
鮮なうちに茹でて、密閉容器に入れ 冷蔵庫か冷凍庫で保存するとよいです。

外来診療担当医一覧表

※非常勤医師

さやいんげんは、熱湯で茹でて食べやすい長さに切る。
 玉ねぎは薄切りにして水にさらし、水気をきる。 
さやいんげんと玉ねぎを混ぜて器に盛る。 
納豆は粘りがでるまでよく混ぜ②の上にのせる。
練り辛子、サラダ油、酢、醤油を混ぜ合わせ③にかけたら完成。

【作り方】
1.

2.
3.
4.

月

午前

午後

午前

嚥下音声

神経内科

高 次 脳

藤島

午
後

市川

市川

市川

市川

水嶋

水嶋

中村

中村

水嶋

午前

午後

午前

午後

尾藤 桐村
（肩・肘） 高橋 町田

桐村（肩・肘）

滝※（第1・3・5週）
（足の外科）

町田

尾藤
桐村
船越※

尾藤
桐村

尾藤
船越※ 高橋（第2・4週）小林※

高橋

水嶋
大久保

西村※
重松

片桐※
（第1・3週）

藤島
金沢※
金沢※
藤島
谷口※

（第2週のみ）

重松
伊藤

藤島
國枝

火 水 木 金

月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

注） 整形外科・スポーツ整形の午後診療は、15:00～となります。

●内科

●リハビリテーション科

●整形外科

●スポーツ整形外科（専門外来）

整形外科・専門外来（スポーツ整形外科）

内科・リハビリテーション科（嚥下音声・神経内科・高次脳）

☆さやいんげん☆

さやいんげんの納豆サラダ
材　料（4人分）

さやいんげん··········· 120g
玉ねぎ···························  40g
ひきわり納豆
　···········  1パック(約45ｇ)

練り辛子 ···················  少々
サラダ油、酢、醤油
　·················  各小さじ2杯

【1人分栄養価】エネルギー：58kcal　たんぱく質：2.7g　炭水化物：4.1g　脂質：3.6g
カリウム：175mg　食物繊維：1.6g　塩分：0.4g

栄養士　栗原 益美

受付時間 月～金曜日　8:30～ 11:00（土･日曜日・祝日は休診）
◆午後の診察をご希望の方は、予約制のため電話でお問い合わせください。
◆予約の問い合わせ・変更は14:00～ 16:30の間にお願いします。

☎053-471-8337（外来窓口）
◆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。
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