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リハビリテーション科 内　科 整形外科

藤　島

ー

藤　島
【専門外来】
（嚥下音声）
金沢※/ 藤島

重　松

ー

藤　島

ー

ー

金　沢
【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）

大　洞

ー

國枝※

ー

外来診療担当医表　

( 注 ) 午後の診療は各科異なります。事前に予約をお取り頂くか
電話または外来窓口にてお問い合わせください。

(注 ) スポーツ整形の午後診療は3:00～になります。

〈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

※非常勤医師

　４月１日より２１名の新入職員が当院で社会人として一歩
を踏み出しました。辞令交付後、当院の理念や方針、医療人と
しての心構えなどを学びました。一日も早く社会人として、医
療人として成長してくれることを期待しています。

新入職員オリエンテーション新入職員オリエンテーション新入職員オリエンテーション新入職員オリエンテーション
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中　村

中　村

尾　藤

町　田
【専門外来】  
（スポーツ）
小林※

再診【専門外来】  
（スポーツ）
安間

初診【専門外来】  
（スポーツ）
尾藤

再診【専門外来】  
（スポーツ）
高橋

初診【専門外来】  
（スポーツ）
安間

再診【専門外来】  
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高橋

初診【専門外来】  
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高　橋

町　田

【専門外来】  （スポーツ）
交替制

簡単
レシピ

☆明日葉のチーズ焼き☆

管理栄養士　大塚 純子

【栄養】

　β-カロテンやビタミン K、B2、ナイア

シン、葉酸、パントテン酸といったビタ

ミン類が豊富で抗がん作用や体の代謝、カルシウムの結合を促す大切な働きがあり

ます。その他に機能性成分であるカルコンが含まれていて腸の調子を整えたり、抗

酸化作用、胃酸の分泌抑制や抗潰瘍作用があります。

【選び方】

　葉の緑が鮮やかで濃く、切り口はなるべく新しくて変色していないものを選びま

しょう。古くなると色があせて黄色みを帯びてきます。

1. 
2.
3.
4.
5.
6. 

【作り方】
じゃが芋は皮をむき5mm程度に薄くスライスし、水にさらす。
明日葉は水洗いし葉と茎にわけ、茎は小口切り、葉は2cm程度に切る。
フライパンに油を入れて明日葉の茎と豚こま肉を炒め、塩・こしょうを入れる。
耐熱容器に水気を拭き取ったじゃが芋と3を交互に盛りつける。
明日葉の葉を上から散らして細切りチーズをかける。
オーブンで200℃15分焼く。

豚こま肉
細切りチーズ

材　料 （1人分）
…………40g
……30g

油
塩・こしょう
…………大さじ1/2

……少々
じゃが芋
明日葉

…1個 ( 約 100g)
…………………30g

（栄養価 1人分 )

　今日若葉を摘んでも明日にはまた伸び

ているということから、この名前がつい

たと言われています。実際は名前ほどの

早さではありませんが生長力が強く栄養

価も高い植物です。

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 七條・内田
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。

院内停電のお知らせ
　電気設備の定期点検のため、下記の日程にて院内の停電を実施いた
します。
　患者さん、ご家族の方には、大変ご迷惑をお掛け
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
日　程：2013年5月12日（日）
時　間：12:15～13:15
　　　〈終了時間は作業の進み具合によって多少前後します。〉
停電範囲：院内全域

　天ぷら、炒め物など油を使った料理が一般的ですが
チーズや豚肉等動物性食品との味や栄養の相性も良い
ので、これらを一緒に使った料理をおすすめします。
明日葉を原材料とする健康食品が多く出回っています
が、旬の時期（4 月～ 6 月頃頃）にはぜひ料理として
食べましょう。

エネルギー330kcal、たんぱく質16.8g、脂質　13.8g、炭水化物　20.0g、
カルシウム 209mg、カロテン 1,659μg、葉酸 60μg、塩分 1.0g

第５回浜リハ祭開催のご案内
　第５回 浜リハ祭を下記日程にて開催いたします。
様々な催しを予定しています。是非、お越しください。
日　時：2013年5月18日（土）　14:00～16:00
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「私の宝物」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いただきます。
応募方法：回収箱（外来待合室） ・ 郵送 ・ メール添付

（info＠hriha.jp）
締め切り：２０１３年５月１０日（金）
そ の 他 ：画像加工した作品は不可です。作品の大き

さは、２Lサイズまでとします。
問い合わせ：０５３‒４７１‒８３３１（事務部：堤・井澤）
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　葉の緑が鮮やかで濃く、切り口はなるべく新しくて変色していないものを選びま

しょう。古くなると色があせて黄色みを帯びてきます。

1. 
2.
3.
4.
5.
6. 

【作り方】
じゃが芋は皮をむき5mm程度に薄くスライスし、水にさらす。
明日葉は水洗いし葉と茎にわけ、茎は小口切り、葉は2cm程度に切る。
フライパンに油を入れて明日葉の茎と豚こま肉を炒め、塩・こしょうを入れる。
耐熱容器に水気を拭き取ったじゃが芋と3を交互に盛りつける。
明日葉の葉を上から散らして細切りチーズをかける。
オーブンで200℃15分焼く。

豚こま肉
細切りチーズ

材　料 （1人分）
…………40g
……30g

油
塩・こしょう
…………大さじ1/2

……少々
じゃが芋
明日葉

…1個 ( 約 100g)
…………………30g

（栄養価 1人分 )

　今日若葉を摘んでも明日にはまた伸び

ているということから、この名前がつい

たと言われています。実際は名前ほどの

早さではありませんが生長力が強く栄養

価も高い植物です。

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 七條・内田
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。

院内停電のお知らせ
　電気設備の定期点検のため、下記の日程にて院内の停電を実施いた
します。
　患者さん、ご家族の方には、大変ご迷惑をお掛け
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
日　程：2013年5月12日（日）
時　間：12:15～13:15
　　　〈終了時間は作業の進み具合によって多少前後します。〉
停電範囲：院内全域

　天ぷら、炒め物など油を使った料理が一般的ですが
チーズや豚肉等動物性食品との味や栄養の相性も良い
ので、これらを一緒に使った料理をおすすめします。
明日葉を原材料とする健康食品が多く出回っています
が、旬の時期（4 月～ 6 月頃頃）にはぜひ料理として
食べましょう。

エネルギー330kcal、たんぱく質16.8g、脂質　13.8g、炭水化物　20.0g、
カルシウム 209mg、カロテン 1,659μg、葉酸 60μg、塩分 1.0g

第５回浜リハ祭開催のご案内
　第５回 浜リハ祭を下記日程にて開催いたします。
様々な催しを予定しています。是非、お越しください。
日　時：2013年5月18日（土）　14:00～16:00
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「私の宝物」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いただきます。
応募方法：回収箱（外来待合室） ・ 郵送 ・ メール添付

（info＠hriha.jp）
締め切り：２０１３年５月１０日（金）
そ の 他 ：画像加工した作品は不可です。作品の大き

さは、２Lサイズまでとします。
問い合わせ：０５３‒４７１‒８３３１（事務部：堤・井澤）



お知らせ
☆明日葉（あしたば）☆

私達は、地域に根ざし、利用してくださる方々の
尊厳と生活の質を尊重した医療を提供します

理念

2013

5
No.060

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
浜松市リハビリテーション病院

〒433-8511 浜松市中区和合北1丁目６ー１
Tel.053ー 471ー 8331　Fax.053ー 474ー 8819
ホームページアドレス http://www.hriha.jp/
発行責任者　病院長　藤島 一郎

月

火

水

木

金

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

リハビリテーション科 内　科 整形外科

藤　島

ー

藤　島
【専門外来】
（嚥下音声）
金沢※/ 藤島

重　松

ー

藤　島

ー

ー

金　沢
【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）

大　洞

ー

國枝※

ー

外来診療担当医表　

( 注 ) 午後の診療は各科異なります。事前に予約をお取り頂くか
電話または外来窓口にてお問い合わせください。

(注 ) スポーツ整形の午後診療は3:00～になります。

〈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

※非常勤医師

　４月１日より２１名の新入職員が当院で社会人として一歩
を踏み出しました。辞令交付後、当院の理念や方針、医療人と
しての心構えなどを学びました。一日も早く社会人として、医
療人として成長してくれることを期待しています。

新入職員オリエンテーション新入職員オリエンテーション新入職員オリエンテーション新入職員オリエンテーション

篠　田

ー

ー

篠　田

篠　田

ー

ー

ー

ー

ー

市　川小　野

市　川

水　嶋

大久保
（総診）

市　川重　松 杉　山

市　川

水　嶋

水　嶋

中　村

中　村

尾　藤

町　田
【専門外来】  
（スポーツ）
小林※

再診【専門外来】  
（スポーツ）
安間

初診【専門外来】  
（スポーツ）
尾藤

再診【専門外来】  
（スポーツ）
高橋

初診【専門外来】  
（スポーツ）
安間

再診【専門外来】  
（スポーツ）
高橋

初診【専門外来】  
（スポーツ）
尾藤

再診【専門外来】  
（スポーツ）
尾藤

初診【専門外来】  
（スポーツ）
安間

安　間

高　橋

町　田

【専門外来】  （スポーツ）
交替制

簡単
レシピ

☆明日葉のチーズ焼き☆

管理栄養士　大塚 純子

【栄養】

　β-カロテンやビタミン K、B2、ナイア

シン、葉酸、パントテン酸といったビタ

ミン類が豊富で抗がん作用や体の代謝、カルシウムの結合を促す大切な働きがあり

ます。その他に機能性成分であるカルコンが含まれていて腸の調子を整えたり、抗

酸化作用、胃酸の分泌抑制や抗潰瘍作用があります。

【選び方】

　葉の緑が鮮やかで濃く、切り口はなるべく新しくて変色していないものを選びま

しょう。古くなると色があせて黄色みを帯びてきます。

1. 
2.
3.
4.
5.
6. 

【作り方】
じゃが芋は皮をむき5mm程度に薄くスライスし、水にさらす。
明日葉は水洗いし葉と茎にわけ、茎は小口切り、葉は2cm程度に切る。
フライパンに油を入れて明日葉の茎と豚こま肉を炒め、塩・こしょうを入れる。
耐熱容器に水気を拭き取ったじゃが芋と3を交互に盛りつける。
明日葉の葉を上から散らして細切りチーズをかける。
オーブンで200℃15分焼く。

豚こま肉
細切りチーズ

材　料 （1人分）
…………40g
……30g

油
塩・こしょう
…………大さじ1/2

……少々
じゃが芋
明日葉

…1個 ( 約 100g)
…………………30g

（栄養価 1人分 )

　今日若葉を摘んでも明日にはまた伸び

ているということから、この名前がつい

たと言われています。実際は名前ほどの

早さではありませんが生長力が強く栄養

価も高い植物です。

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
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　電気設備の定期点検のため、下記の日程にて院内の停電を実施いた
します。
　患者さん、ご家族の方には、大変ご迷惑をお掛け
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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停電範囲：院内全域

　天ぷら、炒め物など油を使った料理が一般的ですが
チーズや豚肉等動物性食品との味や栄養の相性も良い
ので、これらを一緒に使った料理をおすすめします。
明日葉を原材料とする健康食品が多く出回っています
が、旬の時期（4 月～ 6 月頃頃）にはぜひ料理として
食べましょう。

エネルギー330kcal、たんぱく質16.8g、脂質　13.8g、炭水化物　20.0g、
カルシウム 209mg、カロテン 1,659μg、葉酸 60μg、塩分 1.0g

第５回浜リハ祭開催のご案内
　第５回 浜リハ祭を下記日程にて開催いたします。
様々な催しを予定しています。是非、お越しください。
日　時：2013年5月18日（土）　14:00～16:00
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「私の宝物」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いただきます。
応募方法：回収箱（外来待合室） ・ 郵送 ・ メール添付

（info＠hriha.jp）
締め切り：２０１３年５月１０日（金）
そ の 他 ：画像加工した作品は不可です。作品の大き

さは、２Lサイズまでとします。
問い合わせ：０５３‒４７１‒８３３１（事務部：堤・井澤）



　今年度4月から浜松市リハビリテーション病院のリハビリテーショ
ン部は総勢86名のスタッフで運営していきます。昨年10月からは日
曜日リハビリテーションも開始となり、入院患者さんに365日リハビ
リテーションが提供できるようになりました。今月はリハビリテー
ション部の各部門の内容について紹介します。

　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
でも行えるように病棟看護師と連携して指導しています。

　脳卒中、骨折などによる身体機能の障害や生活上の問題に対して、日
常生活動作の練習、家事活動（調理・掃除）の練習などを行っています。
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、円滑に在宅生活を送る
ことが出来るようお手伝いさせていただきます。

　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。
※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認
知障害全般を指し、失語・失行・失認のほか記
憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動
障害などが含まれる。

　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」
の検査・評価を行います。その他に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、医師を始めとする様々な
職種と共にチームで評価・治療を行っています。

リハビリテーション部紹介
特
集 理学療法士　宅間 恵理

　私たちの睡眠を妨げる要
因のひとつとして最近注目
されている病気に、睡眠時
無呼吸症候群（SAS）があり
ます。睡眠時無呼吸症候群
とは、睡眠中に何回も呼吸
が止まりぐっすり眠ることができない病気です。

SASの症状
睡眠時無呼吸症候群になる
とさまざまな症状が現れま
す。
・いびきをかく
・日中の強い眠気
・倦怠感・頭重
・何度もトイレに起きる
・寝汗をかく、寝相が悪い
・集中力・記憶力の低下

SASの原因
無呼吸はどうして起こるのでしょうか。一般に以下のようなこ
とが原因と言われています。
・肥満のため首が太く、気道を塞いでしまう
・舌が大きく喉を塞いでしまう
・鼻の空気の通り道が曲がっている
・扁桃腺が大きい
・寝ていると喉がふさがりやすい体質

　当院ではSASの簡易検査を行っています。自宅で小さな機器
（携帯型睡眠時評価装置）を取り付けて寝るだけの簡単な検査で
す。いびきやSASについて気になる方は是非一度ご相談される
ことをおすすめします。

SASの合併症
　SASは頻繁に起こる無呼吸による血液中の酸素の低下や中
途覚醒による睡眠の分断等により動脈硬化や自律神経の乱れ、
糖代謝の異常等多くの生活習慣病の合併症を引き起こすことが
明らかになってきています。
　特に循環器疾患において、高血圧は健常人の1.37倍、夜間心
臓突然死は健常人の2.61倍、脳卒中・脳梗塞は健常人の3.3倍
リスクが高くなると報告されて
います。また睡眠の分断が日中
の眠気、集中力の低下を起こし、
交通事故率を健常人の約７倍も
高くすると報告されています。
　これら合併症を防ぐためにも
SASの適切な診断と継続的に
治療することが最も重要です。

臨床検査室　白井 由夏

●理学療法の紹介

●作業療法の紹介

●言語療法の紹介
 

睡眠時無呼吸症候群
（Sleep Apnea Syndrome ：SAS　サス）

【携帯型睡眠評価装置】

理学療法士　疋田 勇樹

第1理学療法室 第2理学療法室

　今年度理学療法士は41名となりました。昨年か
ら365日リハも開始となり、入院患者さんが毎日
楽しくリハビリできるよう様々な練習メニューを
組んでいます。また外来チームでは、中高生や社会
人を中心としたスポーツによる障害ための「ス
ポーツリハビリ」にも力を入れています。

　作業療法士は36名のスタッフで活動していま
す。陽当たりの良いリハビリ室で和気あいあいと
皆さんがご自宅に帰られた時に必要な、お風呂の
動作や家事の練習を行っています。また病棟での
リハビリも実施しており、実際に病棟でどのよう
に生活し、動作を行っているかを確認しています。

　今年度から言語聴覚士は9名となります。言語訓
練では、失語症や構音障害などのコミュニケー
ション障害や嚥下障害に対するリハビリを行って
います。特に嚥下障害に関しては「えんげと声のセ
ンター」も開設され、より積極的なアプローチが行
えると思います。お困りのことがあれば気軽にご
相談下さい。

作業療法士　白柳 千鶴

作業療法室

【小型化により装着負担を軽減し
睡眠の妨げになりません】

飲み込みの検査風景

言語聴覚室

言語聴覚士　岡本 圭史
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の検査・評価を行います。その他に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、医師を始めとする様々な
職種と共にチームで評価・治療を行っています。

リハビリテーション部紹介
特
集 理学療法士　宅間 恵理

　私たちの睡眠を妨げる要
因のひとつとして最近注目
されている病気に、睡眠時
無呼吸症候群（SAS）があり
ます。睡眠時無呼吸症候群
とは、睡眠中に何回も呼吸
が止まりぐっすり眠ることができない病気です。

SASの症状
睡眠時無呼吸症候群になる
とさまざまな症状が現れま
す。
・いびきをかく
・日中の強い眠気
・倦怠感・頭重
・何度もトイレに起きる
・寝汗をかく、寝相が悪い
・集中力・記憶力の低下

SASの原因
無呼吸はどうして起こるのでしょうか。一般に以下のようなこ
とが原因と言われています。
・肥満のため首が太く、気道を塞いでしまう
・舌が大きく喉を塞いでしまう
・鼻の空気の通り道が曲がっている
・扁桃腺が大きい
・寝ていると喉がふさがりやすい体質

　当院ではSASの簡易検査を行っています。自宅で小さな機器
（携帯型睡眠時評価装置）を取り付けて寝るだけの簡単な検査で
す。いびきやSASについて気になる方は是非一度ご相談される
ことをおすすめします。

SASの合併症
　SASは頻繁に起こる無呼吸による血液中の酸素の低下や中
途覚醒による睡眠の分断等により動脈硬化や自律神経の乱れ、
糖代謝の異常等多くの生活習慣病の合併症を引き起こすことが
明らかになってきています。
　特に循環器疾患において、高血圧は健常人の1.37倍、夜間心
臓突然死は健常人の2.61倍、脳卒中・脳梗塞は健常人の3.3倍
リスクが高くなると報告されて
います。また睡眠の分断が日中
の眠気、集中力の低下を起こし、
交通事故率を健常人の約７倍も
高くすると報告されています。
　これら合併症を防ぐためにも
SASの適切な診断と継続的に
治療することが最も重要です。

臨床検査室　白井 由夏

●理学療法の紹介

●作業療法の紹介

●言語療法の紹介
 

睡眠時無呼吸症候群
（Sleep Apnea Syndrome ：SAS　サス）

【携帯型睡眠評価装置】

理学療法士　疋田 勇樹

第1理学療法室 第2理学療法室

　今年度理学療法士は41名となりました。昨年か
ら365日リハも開始となり、入院患者さんが毎日
楽しくリハビリできるよう様々な練習メニューを
組んでいます。また外来チームでは、中高生や社会
人を中心としたスポーツによる障害ための「ス
ポーツリハビリ」にも力を入れています。

　作業療法士は36名のスタッフで活動していま
す。陽当たりの良いリハビリ室で和気あいあいと
皆さんがご自宅に帰られた時に必要な、お風呂の
動作や家事の練習を行っています。また病棟での
リハビリも実施しており、実際に病棟でどのよう
に生活し、動作を行っているかを確認しています。

　今年度から言語聴覚士は9名となります。言語訓
練では、失語症や構音障害などのコミュニケー
ション障害や嚥下障害に対するリハビリを行って
います。特に嚥下障害に関しては「えんげと声のセ
ンター」も開設され、より積極的なアプローチが行
えると思います。お困りのことがあれば気軽にご
相談下さい。

作業療法士　白柳 千鶴

作業療法室

【小型化により装着負担を軽減し
睡眠の妨げになりません】

飲み込みの検査風景

言語聴覚室

言語聴覚士　岡本 圭史


