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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・小松
TEL：053-471-8331　E-mail：info＠hriha.jp

　6月26日（金）に旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授 原渕保明先
生と東北大学病院耳鼻咽喉科教授 香取幸夫先生により、各大学病院で行わ
れている専門的な手術療法や電気刺激療法などの取り組みについて貴重な
講演が行われました。

第２回えんげと声のセンター講演会第２回えんげと声のセンター講演会

「あなたの病気は口の中の病気と関連はありませんか？」
  ・脳卒中シリーズ　知っておきたい介助のポイント　②階段昇降
  ・栄養だより　ブルーベリー★ブルーベリーとヨーグルトのケーキ★

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

　総合受付の横と１ F・２Ｆのエレベーターホールに
「ご意見箱」を設置しております。皆さんから頂いた貴
重なご意見・ご質問と当院の回答を５月より総合受付
横に掲示しておりますので、ご覧ください。
　今後も患者さんの療養環境充実に努めてまいります。

患者さんの声の掲示板を設置しました！

　第７回浜リハ祭を11月７日（土）に開催いた
します。今回も写真コンクールを予定しています。
優秀作品は、浜リハ祭会場にて表彰し、以後1ヶ
月間、病院内へ掲示させていただきます。
　尚、募集方法や作品テーマなど詳細が決まりま
したらお知らせいたします。

浜リハ祭「写真コンクール」のお知らせ



　口の中の代表的な病気はう蝕（虫歯）と歯周病ですが、

これらはしばしば全身の病気と関連しています。主な

ものは糖尿病、心疾患・脳血管疾患、骨粗鬆症、肺炎

などです。

◆糖尿病

歯周病は糖尿病の合併症の一つであり、相互に関係

があることが分かってきています。

◆心疾患・脳血管疾患

心疾患などの原因には血管が硬くなる動脈硬化があ

ります。その動脈硬化の成り立ちに、慢性の炎症で

あるう蝕や歯周病菌が関与しているという研究結果

があります。

◆骨粗鬆症

骨がもろくなる病気ですが、歯を支える骨ももろく

なります。また、骨粗鬆症薬の種類によっては口の

中の衛生状態を良好に保つことが特に重要になりま

す。

◆肺炎

肺炎の中でも誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、

口の中の細菌であると言われており、誤嚥性肺炎の

予防には口の中の衛生状態を良好に保つことが重要

になります。

歯科　松下 新子

「あなたの病気は口の中の病気と関連はありませんか？」

参考文献：１）日本臨床歯周病学会
　　　　　２）8020推進財団
　　　　　３）浜松市歯科医師会

　う蝕（虫歯）や歯周病の予防、進行防止には歯垢を

取り除くための普段の歯磨きが最も大切です。歯や歯

肉の状態、歯並び等により、歯ブラシや歯間ブラシ等

の補助清掃道具の適切な選択や歯磨き方法が異なりま

す。きちんと行っているつもりでも間違った道具の選

択や、間違った歯磨き方法で効果的に歯磨きができて

いない場合もあります。あなたに合った清掃道具や歯

磨き方法を学びましょう。また、歯ブラシ等では除去

できない歯石の除去、歯や歯肉の変化に早く気付くた

めに、かかりつけ歯科で定期的にチェックしてもらい

ましょう。

しょく

しょく

歯周病の進行過程

正常 歯肉炎 軽度歯肉炎 重度歯肉炎



【脳梗塞とは･･･】
脳を養う血管が詰まる疾患です。
脳梗塞は、主に３つのタイプに分かれます。
①アテローム血栓性梗塞：太い動脈の内側にコレステロー

ルの固まりができ、血管を塞ぐ
もの。

②ラクナ梗塞：脳の細い血管が詰まるもの。
③心原性脳塞栓症：心臓内にできた血栓が脳に流れてきて

血管を塞ぐもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　※厚生労働省HP　参照
今回は、階段昇降の介助方法についてご紹介します。

脳卒中シリーズ　
知っておきたい介助のポイント　②階段昇降

理学療法士　東福 卓也・山田 麻恵

☆ 降段の時の動き方と介助方法：【帰りはコワイ…】

※以下、写真は左半身麻痺の方を想定。

☆ 昇りの時の動き方と介助方法：【行きはヨイヨイ♪】

★ 覚えて欲しいフレーズ

「行きはヨイヨイ♪、帰りはコワイ…」

※今回は脳卒中の介助についての基本的な介助方法を掲載
させていただきましたが、症状によって介助方法が異な
ります。
　詳しくは、院内のセラピストまでお気軽にお声かけ下さ
い！

◎ポイント !!◎ポイント !!
麻痺側の足から降ろすため、引っかかりやすく恐怖心も強
いです。麻痺側は力が弱くバランスを崩しやすい為、介助
者はすぐに支えられる位置にいます。

階段を昇る時…
①手すり（杖）

↓
②良い足
↓

③麻痺側の足

（緑色）介助者は
麻痺側の腕と腰
を支えます。昇
る動きに合わせ
て介助します。

（黄色）介助
者は麻痺側
の後ろから
支えます。

階段を降りる時…
①手すり（杖）

↓
②麻痺側の足

↓
③良い足

（緑色）介助者は麻
痺側の腕と腰を支
えます。降りる動
きに合わせて介助
します。

（黄色）介助者
は麻痺側につ
き先に降りて
支えます。

③②

①

③

②

①



　以前はジャム用の果物としておなじみでした
が、栄養価が高く栽培しやすいことから、近年
は生のブルーベリーも多く出回るようになりま
した。
【栄養】
ブルーベリーといえば、紫色の色素成分であるアントシアニンが多く含まれていま
す。アントシアニンは優れた抗酸化作用をもつポリフェノール系の成分で、眼精疲
労や視力低下の予防に有効です。
　そのほかにビタミンEを多く含むので、老化を抑制したり、動脈硬化の予防にも
効果があると言われています。ビタミンAやCの多いフルーツなどと合わせることで、
さらに抗酸化性をアップさせることができます。ビタミンEは脂質と一緒に摂ると
吸収が良いので、乳脂肪を含むヨーグルトとの組み合わせは、味も良くおすすめです。
　便秘解消に効く食物繊維も豊富とあって、女性にとっては特に注目の果物といえ
ます。

【選び方と保存方法】
　皮が黒色に近く、大粒で平たいものが甘味と酸味のバランスに優れています。表
面に白い粉があるほうが新鮮です。密閉容器やジップ付きの袋に入れ、冷蔵庫の野
菜室で保存しましょう。2～3日で食べない場合は、粒のまま冷凍すると鮮度が保て
ます。

外来診療担当医一覧表

※非常勤医師

ボールにヨーグルト、砂糖、卵を入れ、よく混ぜます
ホットケーキミックスを加え混ぜます（多少ダマがあってもOK）
型に②を流し込み、ブルーベリーをまんべんなく入れて、オーブン180℃
で30～40分焼いたら完成です。
※上の部分が焦げやすいので、様子をみてアルミホイルを被せてください。

【作り方】
1.
2.
3.

月

午前

午後

午前

嚥下音声

神経内科

高 次 脳

重松
後藤

午
後

市川

市川

市川

市川

水嶋

水嶋

中村

中村

水嶋

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

藤島
杉山※（第2週）

佐藤※（第4週）

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

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）

☆ブルーベリー☆

ブルーベリーとヨーグルトのケーキ☆
とても簡単♪ボール 1個と泡立て器があればできます！
材　料（18㎝型1台分）

ブルーベリー …… お好みで（今回30粒使用）
ヨーグルト（無糖、水切りなしでそのまま使用）…400g
砂糖 ……………………………………… 60g
卵 ……………………………… Mサイズ2個
ホットケーキミックス …………………150g

【1人分栄養価】（ブルーベリーを30個使用し1/8 にカットした場合）
エネルギー155kcal　たんぱく質4.7g　脂質 3.4g　炭水化物26.7g
カルシウム81mg　ビタミン E0.4mg　塩分 0.2g

　ブルーベリーはクリームチーズとも相性が良いですが、ヨーグルトを使用することでカロリー
を抑えることができます。

管理栄養士　丸尾 彩

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。

藤島・國枝
西村※（1・3・5週）

大野※（2・4週）
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