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金沢※/ 藤島

 金　沢※

重　松

ー

石　橋

ー

渡　邉

ー

ー
【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）

萩　原

ー

藤　島

ー

市　川

市　川

水　嶋

水　嶋
大久保
（総診）

市　川
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尾　藤
【専門外来】（スポーツ）
尾　藤（第1・3・5週）
安　間（第2・4週）

 町　田※
【専門外来】  
（スポーツ）
小　林※

（一般・スポーツ整形）
高　橋

安　間

【専門外来】  （スポーツ）
安　間

高　橋  町　田※

高　橋
（第2・4週）

【専門外来】  （スポーツ）
尾　藤

安　間

【専門外来】  （スポーツ）
交代制

外来診療担当医表　

（注）【スポーツ整形】の診療時間は午後3：00～5：00
専門外来を受診される方は、事前に電話または外来窓口にて
予約をおとりください。

〈受付時間〉　午前 8：30～11：00
午後 1：30～  4：00

●土曜日は休診となります。

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。

外来予約・問合せ先：TEL.053ー471ー8337（外来窓口）
地域医療連携室：TEL.053ー471ー8347 FAX.053ー471ー8302
病 院 代 表：TEL.053ー471ー8331

【専門外来】（高次脳）
片　桐※

（第1・3週）

栄養だより

【栄養】セロリは、ビタミンAやビタミンC、カルシウム、

鉄分、マグネシウムなどのミネラルを豊富に含みます。そ

の効能は、強壮、整腸、鎮静などに効果を発揮します。また、食物繊維も多いので便

秘の解消やコレステロールを下げる働きがあります。

　生で食べると食欲増進効果がありますが、これはセロリ特有の香りに含まれてい

る精油成分の作用です。また、この香り成分は精神安定や頭痛にも効果があると言わ

れ、特に茎の部分には肝機能を高める強肝作用の成分が含まれるので二日酔いの頭

痛などに効果的です。

　薄皮をむいて生でサラダとして食べるのが一般的ですが、スープや煮込み料理、炒

め物にも合い、肉類などの料理のつけ合わせに最適です。

【セロリの選び方】茎は太くて、茎の丸みが広がっていない肉厚のものが良いです。

また香りが強く、葉は青々とパリッとしているものが新鮮です。指先で押すと凹むよ

うなものは避けましょう。

【セロリの保存方法】葉と茎に切り分け、葉はしっかりラップして、立てたまま冷蔵

庫で保存しましょう。茎は、水を入れたグラスに根元をさしておくと新鮮さが保てま

す。

栄養価(1人分) ： エネルギー 151kcal、たんぱく質 2.5ｇ、脂質 5.2ｇ、ナトリウム 902ｍｇ
カリウム 604ｍｇ、ビタミンA 4144μｇ、ビタミンB１ 0.06ｍｇ
ビタミンB２ 0.08ｍｇ、食物繊維 2.8ｇ、塩分 2.4g

管理栄養士　米山 美保

☆セロリ☆

セロリと人参のきんぴら簡単
レシピ

※非常勤医師

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

【作り方】
セロリは筋を取り、にんじんは皮をむき、4～5ｃｍの棒状にカットします。
フライパンにごま油を入れ、鷹の爪→にんじん→セロリの順で炒めます。この時、
鷹の爪が焦げないように注意しましょう。
調味料を入れて、煮汁がなくなるまで炒めたら完成です。

♪セロリの香りが苦手な方も、ごま油で炒めることで、食べやすくなりますよ♪

1.
2.

3.

セロリ
にんじん
鷹の爪
ごま油

……………………………100ｇ
…………………………50ｇ

………………………………少々
………………………………5ｇ

みりん
砂糖
醤油

……………………………10ｇ
………………………………10ｇ
………………………………15ｇ

材　料（1人分）

　聖隷福祉事業団が浜松市リハビリテーション病院の指定管
理者を受託して5年目に入ります。2008年4月の受託当初は
入院44床の稼働病床でしたが、現在では許可病床180床フ
ルオープンとなり、多くの患者さんにご利用頂いております。
　現在、2014年竣工予定の新病棟の建築準備にも取りか
かっており、工事期間中はご迷惑をおかけすることもあるか
と思いますが、何卒ご理解の上、ご了承のほど宜しくお願い申
し上げます。
　2012年度も引き続き、医療の質および利用者サービスの
更なる向上に努めてまいります。

2012年度を迎えて

　高齢者の健康増進、介護予防を目的とした体操を習得し、指導者
となって体操の普及を図る「市民いきいきトレーナー養成講習会」
を開催いたします。
日時：平成24年５月22日（火）～24日（木）　9：30～16：30
場所：浜松市リハビリテーション病院　定員：30名（応募多数の場合、抽選）
申し込み：4月または5月の広報はままつに掲載いたします。

第５回市民いきいきトレーナー
養成講習会のご案内

病棟から見下ろした満開のソメイヨシノ

事務長　服部東洋男

第４回浜リハ祭開催のご案内
　当院について広く知って頂くために様々な催し
を予定しています。是非、お越しください。
日　時：2012年5月12日（土）　14:00～15:30
場　所：浜松市リハビリテーション病院

（リハビリ訓練棟内）

浜リハ祭「写真コンクール」
作品募集のお知らせ

　テーマ「笑顔」または「自由課題」で作品を募集します。被写体の
種類は問いません。お一人につき各テーマ1点までの応募とさせ
て頂きます。（２Ｌサイズまで）
　5月12日の浜リハ祭会場にて優秀作品を表彰し、以後1ヶ月
間、病院内へ掲示致します。
応募方法：①回収箱（外来待合室） ②郵送 ③メール添付（info@hriha.jp）
締め切り：4月27日（金）
そ の 他：画像加工した作品は不可です。応募作品の所有権は主催

者に帰属し、応募作品は返却致しません。
問い合わせ：053-471-8331（事務部：山田・井澤）

院内停電工事のお知らせ
　新病院建設に伴う作業のため、4月は数回の停電を
予定しております。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力
をお願い致します。
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め物にも合い、肉類などの料理のつけ合わせに最適です。

【セロリの選び方】茎は太くて、茎の丸みが広がっていない肉厚のものが良いです。

また香りが強く、葉は青々とパリッとしているものが新鮮です。指先で押すと凹むよ

うなものは避けましょう。

【セロリの保存方法】葉と茎に切り分け、葉はしっかりラップして、立てたまま冷蔵

庫で保存しましょう。茎は、水を入れたグラスに根元をさしておくと新鮮さが保てま

す。

栄養価(1人分) ： エネルギー 151kcal、たんぱく質 2.5ｇ、脂質 5.2ｇ、ナトリウム 902ｍｇ
カリウム 604ｍｇ、ビタミンA 4144μｇ、ビタミンB１ 0.06ｍｇ
ビタミンB２ 0.08ｍｇ、食物繊維 2.8ｇ、塩分 2.4g

管理栄養士　米山 美保

☆セロリ☆

セロリと人参のきんぴら簡単
レシピ

※非常勤医師

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

【作り方】
セロリは筋を取り、にんじんは皮をむき、4～5ｃｍの棒状にカットします。
フライパンにごま油を入れ、鷹の爪→にんじん→セロリの順で炒めます。この時、
鷹の爪が焦げないように注意しましょう。
調味料を入れて、煮汁がなくなるまで炒めたら完成です。

♪セロリの香りが苦手な方も、ごま油で炒めることで、食べやすくなりますよ♪

1.
2.

3.

セロリ
にんじん
鷹の爪
ごま油

……………………………100ｇ
…………………………50ｇ

………………………………少々
………………………………5ｇ

みりん
砂糖
醤油

……………………………10ｇ
………………………………10ｇ
………………………………15ｇ

材　料（1人分）

　聖隷福祉事業団が浜松市リハビリテーション病院の指定管
理者を受託して5年目に入ります。2008年4月の受託当初は
入院44床の稼働病床でしたが、現在では許可病床180床フ
ルオープンとなり、多くの患者さんにご利用頂いております。
　現在、2014年竣工予定の新病棟の建築準備にも取りか
かっており、工事期間中はご迷惑をおかけすることもあるか
と思いますが、何卒ご理解の上、ご了承のほど宜しくお願い申
し上げます。
　2012年度も引き続き、医療の質および利用者サービスの
更なる向上に努めてまいります。

2012年度を迎えて

　高齢者の健康増進、介護予防を目的とした体操を習得し、指導者
となって体操の普及を図る「市民いきいきトレーナー養成講習会」
を開催いたします。
日時：平成24年５月22日（火）～24日（木）　9：30～16：30
場所：浜松市リハビリテーション病院　定員：30名（応募多数の場合、抽選）
申し込み：4月または5月の広報はままつに掲載いたします。

第５回市民いきいきトレーナー
養成講習会のご案内

病棟から見下ろした満開のソメイヨシノ

事務長　服部東洋男

第４回浜リハ祭開催のご案内
　当院について広く知って頂くために様々な催し
を予定しています。是非、お越しください。
日　時：2012年5月12日（土）　14:00～15:30
場　所：浜松市リハビリテーション病院

（リハビリ訓練棟内）

浜リハ祭「写真コンクール」
作品募集のお知らせ

　テーマ「笑顔」または「自由課題」で作品を募集します。被写体の
種類は問いません。お一人につき各テーマ1点までの応募とさせ
て頂きます。（２Ｌサイズまで）
　5月12日の浜リハ祭会場にて優秀作品を表彰し、以後1ヶ月
間、病院内へ掲示致します。
応募方法：①回収箱（外来待合室） ②郵送 ③メール添付（info@hriha.jp）
締め切り：4月27日（金）
そ の 他：画像加工した作品は不可です。応募作品の所有権は主催

者に帰属し、応募作品は返却致しません。
問い合わせ：053-471-8331（事務部：山田・井澤）

院内停電工事のお知らせ
　新病院建設に伴う作業のため、4月は数回の停電を
予定しております。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力
をお願い致します。
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【専門外来】
（嚥下音声）
金沢※/ 藤島

 金　沢※

重　松
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石　橋
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渡　邉
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【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）
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水　嶋
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大久保
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水　嶋
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尾　藤
【専門外来】（スポーツ）
尾　藤（第1・3・5週）
安　間（第2・4週）

 町　田※
【専門外来】  
（スポーツ）
小　林※

（一般・スポーツ整形）
高　橋

安　間

【専門外来】  （スポーツ）
安　間

高　橋  町　田※
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（第2・4週）

【専門外来】  （スポーツ）
尾　藤

安　間

【専門外来】  （スポーツ）
交代制

外来診療担当医表　

（注）【スポーツ整形】の診療時間は午後3：00～5：00
専門外来を受診される方は、事前に電話または外来窓口にて
予約をおとりください。

〈受付時間〉　午前 8：30～11：00
午後 1：30～  4：00

●土曜日は休診となります。

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。

外来予約・問合せ先：TEL.053ー471ー8337（外来窓口）
地域医療連携室：TEL.053ー471ー8347 FAX.053ー471ー8302
病 院 代 表：TEL.053ー471ー8331

【専門外来】（高次脳）
片　桐※

（第1・3週）

栄養だより

【栄養】セロリは、ビタミンAやビタミンC、カルシウム、

鉄分、マグネシウムなどのミネラルを豊富に含みます。そ

の効能は、強壮、整腸、鎮静などに効果を発揮します。また、食物繊維も多いので便

秘の解消やコレステロールを下げる働きがあります。

　生で食べると食欲増進効果がありますが、これはセロリ特有の香りに含まれてい

る精油成分の作用です。また、この香り成分は精神安定や頭痛にも効果があると言わ

れ、特に茎の部分には肝機能を高める強肝作用の成分が含まれるので二日酔いの頭

痛などに効果的です。

　薄皮をむいて生でサラダとして食べるのが一般的ですが、スープや煮込み料理、炒

め物にも合い、肉類などの料理のつけ合わせに最適です。

【セロリの選び方】茎は太くて、茎の丸みが広がっていない肉厚のものが良いです。

また香りが強く、葉は青々とパリッとしているものが新鮮です。指先で押すと凹むよ

うなものは避けましょう。

【セロリの保存方法】葉と茎に切り分け、葉はしっかりラップして、立てたまま冷蔵

庫で保存しましょう。茎は、水を入れたグラスに根元をさしておくと新鮮さが保てま

す。

栄養価(1人分) ： エネルギー 151kcal、たんぱく質 2.5ｇ、脂質 5.2ｇ、ナトリウム 902ｍｇ
カリウム 604ｍｇ、ビタミンA 4144μｇ、ビタミンB１ 0.06ｍｇ
ビタミンB２ 0.08ｍｇ、食物繊維 2.8ｇ、塩分 2.4g

管理栄養士　米山 美保

☆セロリ☆

セロリと人参のきんぴら簡単
レシピ

※非常勤医師

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

【作り方】
セロリは筋を取り、にんじんは皮をむき、4～5ｃｍの棒状にカットします。
フライパンにごま油を入れ、鷹の爪→にんじん→セロリの順で炒めます。この時、
鷹の爪が焦げないように注意しましょう。
調味料を入れて、煮汁がなくなるまで炒めたら完成です。

♪セロリの香りが苦手な方も、ごま油で炒めることで、食べやすくなりますよ♪

1.
2.

3.

セロリ
にんじん
鷹の爪
ごま油

……………………………100ｇ
…………………………50ｇ

………………………………少々
………………………………5ｇ

みりん
砂糖
醤油

……………………………10ｇ
………………………………10ｇ
………………………………15ｇ

材　料（1人分）

　聖隷福祉事業団が浜松市リハビリテーション病院の指定管
理者を受託して5年目に入ります。2008年4月の受託当初は
入院44床の稼働病床でしたが、現在では許可病床180床フ
ルオープンとなり、多くの患者さんにご利用頂いております。
　現在、2014年竣工予定の新病棟の建築準備にも取りか
かっており、工事期間中はご迷惑をおかけすることもあるか
と思いますが、何卒ご理解の上、ご了承のほど宜しくお願い申
し上げます。
　2012年度も引き続き、医療の質および利用者サービスの
更なる向上に努めてまいります。

2012年度を迎えて

　高齢者の健康増進、介護予防を目的とした体操を習得し、指導者
となって体操の普及を図る「市民いきいきトレーナー養成講習会」
を開催いたします。
日時：平成24年５月22日（火）～24日（木）　9：30～16：30
場所：浜松市リハビリテーション病院　定員：30名（応募多数の場合、抽選）
申し込み：4月または5月の広報はままつに掲載いたします。

第５回市民いきいきトレーナー
養成講習会のご案内

病棟から見下ろした満開のソメイヨシノ

事務長　服部東洋男

第４回浜リハ祭開催のご案内
　当院について広く知って頂くために様々な催し
を予定しています。是非、お越しください。
日　時：2012年5月12日（土）　14:00～15:30
場　所：浜松市リハビリテーション病院

（リハビリ訓練棟内）

浜リハ祭「写真コンクール」
作品募集のお知らせ

　テーマ「笑顔」または「自由課題」で作品を募集します。被写体の
種類は問いません。お一人につき各テーマ1点までの応募とさせ
て頂きます。（２Ｌサイズまで）
　5月12日の浜リハ祭会場にて優秀作品を表彰し、以後1ヶ月
間、病院内へ掲示致します。
応募方法：①回収箱（外来待合室） ②郵送 ③メール添付（info@hriha.jp）
締め切り：4月27日（金）
そ の 他：画像加工した作品は不可です。応募作品の所有権は主催

者に帰属し、応募作品は返却致しません。
問い合わせ：053-471-8331（事務部：山田・井澤）

院内停電工事のお知らせ
　新病院建設に伴う作業のため、4月は数回の停電を
予定しております。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力
をお願い致します。



おいしく安全に食べ続けるために リハビリテーション部紹介 作業療法士　藤原 明日香　　理学療法士　宅間 恵理

特
集

1 ゆったりと腰かけて深呼吸をし
ます。（数回）
吐く時はお腹がへこみ、吸う時はお腹が膨ら
むようにゆっくり深呼吸します。（腹式呼吸）

2 首をゆっくりとまわします。
右に1回、左に1回まわしたら、前後に1回、
左右に1回ずつゆっくりと首を曲げます。

回す

曲げる

3 肩の運動です。
両肩をすぼめて、すっと力を抜きます（2～
3回）、次にゆっくりと肩を回します。

4 両手を上に挙げて背筋をのば
します。
手を挙げたまま軽く前後左右に身体を傾
けます。

6 口を大きく開いて舌を出したり
引っ込めたりします。（2～3回）5 口を閉じたまま、ほっぺたを膨

らませたりへこませたりします。
（2～3回）

8 息を大きく吸って止めます。その
まま3つ数えて力強く吐きます。7 舌で唇のまわりを上下、左右と

なめます。（2～3回）
また、上下の歯を奥歯から順になめます。

10 ゆったりと腰をかけて、深呼吸
を行って終わりです。9 パパパパ、タタタタタ、カカカカ

とゆっくり発音します。

　浜松市リハビリテーション病院には、食べる・飲み込むこと
が困難な、いわゆる「嚥下障害」の患者さんが大勢いらしていま
す。外来では、飲み込む機能の検査（嚥下造影と内視鏡）や、採
血、CTなど全身の検査、訓練方法の紹介・アドバイスを中心に、
時には入院治療・訓練や手術を提案する事もあり、様々なケー
スに対応しています。
　嚥下障害は、重篤な合併症（誤嚥性肺炎、窒息、脱水など）を引
き起こすことがあります。
　超高齢化社会を迎え、嚥下障害に陥らないために、日々の予
防や嚥下の基礎体力維持が重要です。その一つとして、毎食前
に簡単な嚥下体操を行うことをおすすめします。食べるために
使う筋肉を、食事の前に動かしてほぐしておくことで、食事の
時に動きやすくする効果があります。その日の体調を見て、で
きそうなことを１～２項目ずつでもいいので続けてみてくだ
さい。「歳をとったら飲み込みにくくなった」「最近、食べ物を噛
んで飲み込むまでに時間がかかるようになった」「食事中や食
後にのどがゴロゴロして、痰がからんだ感じになる」「さらさら
した水分を飲む時や食べ始めにむせることがある」「1回の食事
に時間がかかるようになった」このように気になる症状があれ
ば外来へご相談ください。

えん  げ

えん  げ

えん  げ

えん  げ

えん  げ

摂食・嚥下障害認定看護師
鮫島 菜緒

　今年度4月から浜松市リハビリテーション病院リハビリテー
ション部は総勢約80名のスタッフで運営してまいります。

　今回は当院でおこなっているリハビリテーションと、各職種
の役割についてご紹介します。
１．リハビリテーション（以下「リハビリ」）
　リハビリとは、何らかの原因で障害を持たれた人が、人間ら
しい社会生活を営むことが出来る（社会復帰）ようになるため
の種々の手段のひとつです。医学的リハビリは、「急性期」「回
復期」「生活期」に分けられ、当院では主に回復期リハビリを
行っています。
　回復期リハビリとは、急性期（病気を発症し、障害の進行・
悪化が起こりうる時期）を脱し、いろいろな刺激、運動負荷に
耐えられる時期となり、日常生活をする上で機能の改善や能力
の獲得が期待できる時期に行うリハビリをいいます。
　ある程度リハビリがすすんだ時期になると、できるだけ早期
に入院生活から在宅へ移行します。これまで住み慣れた環境で
の生活に順応できるように、まずは試験外泊を試み、家庭生活
での自立、生活上の問題を評価し、在宅生活に復帰する前の準
備を行います。トイレ、風呂、台所、階段などを使用できるよ
うに家屋改修、介助用具などの整備を行い、自宅復帰後の生活
に支障をきたさないようにサポートしていきます。
２．各職種について
●理学療法（PT）とは
　脳卒中や高齢者の慢性疾患、整形疾患などの病気や傷害に
よって生じる機能や生活動作におけ
るさまざまな問題に対し、日常生活
で行う基本的な動作（寝返り、起き
上がり、立ち上がりなど）や「歩く」、
「階段を上る、降りる」などの動作の
練習を患者さんの状態に合わせて、
個別に実施しています。練習ででき

るようになった動作が、病棟そして
自宅生活でもおこなえるように病棟
看護師と連携して指導しています。
　また、中高生や社会人を中心とし
たスポーツによる障害や外傷のため
のスポーツリハビリにも力を入れて
います。
●作業療法（OT）とは
　脳卒中（中枢神経系疾患）、骨折（整
形外科疾患）などにより身体機能の
障害、日常生活上の問題に対してさ
まざまな作業、日常生活動作の練習、
家事活動（調理・掃除）の練習など
を通して生活の再構築を目指しま
す。また必要に応じて各部門と協力
し、患者さん宅に訪問して手すりの
設置や福祉用具の選定など住宅環境
調整を行い、円滑に在宅生活が送る
ことが出来るようお手伝いさせてい
ただきます。
　また高次脳機能障害の評価・リハビリ、地域支援活動、院内
の中庭を利用した園芸活動にも力を入れています。
 ●言語療法（ST）とは
　言葉を理解することや表現しにくくなる「失語症」や音声や
発音に障害がでる「構音障害」について治療を行います。また、
「高次脳機能障害」の方の検査・評価を行います。また、食物や
水分を食べたり、飲んだりすることの障害である「嚥下障害」
については、医師や看護師と共にチームで評価・治療を行って
います。

引用：浜松市リハビリテーション病院ホームページ
　http://www.hriha.jp/



おいしく安全に食べ続けるために リハビリテーション部紹介 作業療法士　藤原 明日香　　理学療法士　宅間 恵理

特
集

1 ゆったりと腰かけて深呼吸をし
ます。（数回）
吐く時はお腹がへこみ、吸う時はお腹が膨ら
むようにゆっくり深呼吸します。（腹式呼吸）

2 首をゆっくりとまわします。
右に1回、左に1回まわしたら、前後に1回、
左右に1回ずつゆっくりと首を曲げます。

回す

曲げる

3 肩の運動です。
両肩をすぼめて、すっと力を抜きます（2～
3回）、次にゆっくりと肩を回します。

4 両手を上に挙げて背筋をのば
します。
手を挙げたまま軽く前後左右に身体を傾
けます。

6 口を大きく開いて舌を出したり
引っ込めたりします。（2～3回）5 口を閉じたまま、ほっぺたを膨

らませたりへこませたりします。
（2～3回）

8 息を大きく吸って止めます。その
まま3つ数えて力強く吐きます。7 舌で唇のまわりを上下、左右と

なめます。（2～3回）
また、上下の歯を奥歯から順になめます。

10 ゆったりと腰をかけて、深呼吸
を行って終わりです。9 パパパパ、タタタタタ、カカカカ

とゆっくり発音します。

　浜松市リハビリテーション病院には、食べる・飲み込むこと
が困難な、いわゆる「嚥下障害」の患者さんが大勢いらしていま
す。外来では、飲み込む機能の検査（嚥下造影と内視鏡）や、採
血、CTなど全身の検査、訓練方法の紹介・アドバイスを中心に、
時には入院治療・訓練や手術を提案する事もあり、様々なケー
スに対応しています。
　嚥下障害は、重篤な合併症（誤嚥性肺炎、窒息、脱水など）を引
き起こすことがあります。
　超高齢化社会を迎え、嚥下障害に陥らないために、日々の予
防や嚥下の基礎体力維持が重要です。その一つとして、毎食前
に簡単な嚥下体操を行うことをおすすめします。食べるために
使う筋肉を、食事の前に動かしてほぐしておくことで、食事の
時に動きやすくする効果があります。その日の体調を見て、で
きそうなことを１～２項目ずつでもいいので続けてみてくだ
さい。「歳をとったら飲み込みにくくなった」「最近、食べ物を噛
んで飲み込むまでに時間がかかるようになった」「食事中や食
後にのどがゴロゴロして、痰がからんだ感じになる」「さらさら
した水分を飲む時や食べ始めにむせることがある」「1回の食事
に時間がかかるようになった」このように気になる症状があれ
ば外来へご相談ください。

えん  げ

えん  げ

えん  げ

えん  げ

えん  げ

摂食・嚥下障害認定看護師
鮫島 菜緒

　今年度4月から浜松市リハビリテーション病院リハビリテー
ション部は総勢約80名のスタッフで運営してまいります。

　今回は当院でおこなっているリハビリテーションと、各職種
の役割についてご紹介します。
１．リハビリテーション（以下「リハビリ」）
　リハビリとは、何らかの原因で障害を持たれた人が、人間ら
しい社会生活を営むことが出来る（社会復帰）ようになるため
の種々の手段のひとつです。医学的リハビリは、「急性期」「回
復期」「生活期」に分けられ、当院では主に回復期リハビリを
行っています。
　回復期リハビリとは、急性期（病気を発症し、障害の進行・
悪化が起こりうる時期）を脱し、いろいろな刺激、運動負荷に
耐えられる時期となり、日常生活をする上で機能の改善や能力
の獲得が期待できる時期に行うリハビリをいいます。
　ある程度リハビリがすすんだ時期になると、できるだけ早期
に入院生活から在宅へ移行します。これまで住み慣れた環境で
の生活に順応できるように、まずは試験外泊を試み、家庭生活
での自立、生活上の問題を評価し、在宅生活に復帰する前の準
備を行います。トイレ、風呂、台所、階段などを使用できるよ
うに家屋改修、介助用具などの整備を行い、自宅復帰後の生活
に支障をきたさないようにサポートしていきます。
２．各職種について
●理学療法（PT）とは
　脳卒中や高齢者の慢性疾患、整形疾患などの病気や傷害に
よって生じる機能や生活動作におけ
るさまざまな問題に対し、日常生活
で行う基本的な動作（寝返り、起き
上がり、立ち上がりなど）や「歩く」、
「階段を上る、降りる」などの動作の
練習を患者さんの状態に合わせて、
個別に実施しています。練習ででき

るようになった動作が、病棟そして
自宅生活でもおこなえるように病棟
看護師と連携して指導しています。
　また、中高生や社会人を中心とし
たスポーツによる障害や外傷のため
のスポーツリハビリにも力を入れて
います。
●作業療法（OT）とは
　脳卒中（中枢神経系疾患）、骨折（整
形外科疾患）などにより身体機能の
障害、日常生活上の問題に対してさ
まざまな作業、日常生活動作の練習、
家事活動（調理・掃除）の練習など
を通して生活の再構築を目指しま
す。また必要に応じて各部門と協力
し、患者さん宅に訪問して手すりの
設置や福祉用具の選定など住宅環境
調整を行い、円滑に在宅生活が送る
ことが出来るようお手伝いさせてい
ただきます。
　また高次脳機能障害の評価・リハビリ、地域支援活動、院内
の中庭を利用した園芸活動にも力を入れています。
 ●言語療法（ST）とは
　言葉を理解することや表現しにくくなる「失語症」や音声や
発音に障害がでる「構音障害」について治療を行います。また、
「高次脳機能障害」の方の検査・評価を行います。また、食物や
水分を食べたり、飲んだりすることの障害である「嚥下障害」
については、医師や看護師と共にチームで評価・治療を行って
います。

引用：浜松市リハビリテーション病院ホームページ
　http://www.hriha.jp/


