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「診療情報管理士」とは？
  ・自宅で出来る自主トレーニング【3】股関節周りの運動について
  ・栄養だより　大根★大根つみれ★

受診を希望される方は、事前にご予約をおとりください。
　浜松市健康診査の内容
　　・特定健康審査（国民健康保険被保険者のみ対象）
　　・後期高齢者健康審査
　　・いきいき健康審査
　　・がん検診（結核肺がん・胃がん・大腸がん・前立腺がんのみ実施）
問合せ先：053－471－8337
問合せ受付時間：14:00～16:00（月～金）

28年度浜松市健康診査の受診日期日は29年3月15日

■ベーシックコース3級
　　平成29年5月16～18日（応募締切　4月27日）
　　平成29年9月26～28日
　　平成29年12月5～7日
■リフレッシュコース3級
　　平成29年7月5･6日
　　平成30年1月31・2月1日
■費用　500円（テキスト代・保険料含む）
■会場
　　浜松市リハビリテーション病院大会議室
　お問い合わせ先
　　浜松市リハビリテーション病院　リハビリテーション部
　　　℡：053-471-8332　森下・鈴木
　　　　（受付時間　土日祝日を除く9時～17時）

29年度 市民いきいきトレーナー養成講座参加者募集

〒433-8511 浜 松 市 中 区 和 合 北 1 丁目6 － 1
Tel.053 － 471 － 8331　Fax.053 － 474 － 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

【お互いの身だしなみチェックを行う様子】

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15分

　東名浜松インターから

　お車で約30分
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接遇研修会を開催しました。接遇研修会を開催しました。

　2月2日（木）に接遇研修会を開催しました。『接遇の５原則』をテー
マに行い、あいさつや表情、身だしなみなど、普段の接遇をふりかえ
る良い機会となりました。今後も当院を利用してくださる方々がより
安心して気持ちよく治療をうけられるよう、病院全体で接遇の向上に
取り組んでまいります。

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



【診療情報管理室内】
電子カルテ導入前のカルテが

保管されています。

医療情報管理課（診療情報管理士）　泉 真由美
いずみ まゆみ

「診療情報管理士」とは？

　「診療情報管理士」という言葉を聞かれたことがありますか？

　今回は「診療情報管理士」と「当院のカルテ」についてご

紹介したいと思います。

◎診療情報管理士とは？
　診療情報管理士とは、「診療記録」（一般的にカルテ）やそ

の他の診療情報を管理し、その中に記載されている情報の収

集や活用を行う専門職です。

　診療情報管理士は国家資格ではなく、民間団体で認定され

る資格です。

　当院では2名の診療情報管理士が働いています。

◎どんな仕事をしているの？
◆カルテの整理・チェック

カルテに必要な記録が漏

れていないか、記載間違

いがないかチェックしま

す。

◆診療情報収集・統計作成

カルテに記載された情報

を収集・整理し、そこか

ら様々な統計データを作

成します。

◎電子カルテについて
　当院では2014年7月に電子カルテを導入しました。

　電子カルテ導入により、院内のあらゆる場所のパソコンか

らカルテを即時に参照・入力することができるようになり、

医療の質の向上・チーム医療の推進・医療安全に役立ってい

ます。

　診療情報管理の仕事は、紙カルテから電子カルテの導入に

より「物の管理」から「情報の管理」へと業務内容が大きく

変化してきました。

　今後も診療情報を適切に管理し、診療情報管理の側面から、

よりよい医療サービス提供に貢献できるよう支援していきた

いと思います。



　股関節は身体の中で最も大きな関節で、体重を支え、立っ
たり、歩くなどを行う上で大切な関節です。日常生活を快適
なものにするために股関節周囲を鍛えましょう。

自宅で出来る自主トレーニング
【3】股関節周りの運動について

こうおんしょうがい

①ストレッチ ①
・片足を前に伸ばし、つ

ま先を触るように（難
しい場合は膝まで）ゆっ
くり体を前に倒す。
膝裏～太もも裏が伸び
る。

・片脚30秒×4回

太ももの裏の筋肉（ハム
ストリング）を伸ばすこ
とで、股関節周囲の柔軟
性を向上させる。

②足挙げ
②
・椅子に浅く座り、ゆっ

くり足踏みする。その
際に体が後ろに倒れな
いようにするのがポイ
ント。

・10回、2～3セット

足をまげる筋肉（腸腰
筋）を強くする。

③立ち上がり ③
・上半身を前に倒しなが

らゆっくりお尻を上げ
る。座るときも同様。

（難しい場合は座面を
高くし、座面に手をつ
く）

・10回、2～3セット

体幹～下肢にかけての
広範な筋肉を強くする。

④横開き ④
・椅子や手すりなどに掴

まり、ゆっくり足を横
に開く。
つま先が外に向かない様
にすることがポイント。

お尻の横の筋肉（中殿
筋）を強くする。

理学療法士　河上 智　米本映子
かわかみ さとし よねもと ようこ

※今回は、主な股関節周囲のストレッチ・運動を紹介しま
した。個人によって症状が異なります。詳しくは、当院
リハビリスタッフまでお気軽にお声かけください。



　大根は淡色野菜で、低カロリー食材です。ダイ
エットやカロリーを抑えたい方にもオススメです。
また、大根には、ジアスターゼやアミラーゼなど
の消化酵素を含みます。消化を助け、腸の働きを
整えてくれる為、胃もたれ、胸やけに良いと言わ
れています。ジアスターゼは、熱に弱い為、大根
おろしがオススメです。

外来診療担当医一覧表

大根は５㎜角で長さが２㎝くらいの拍子切りにする
大根は塩でもんで、30分～１時間ほど置いておく
②の大根の水切り、鶏ひき肉と混ぜ合わせこねる
③を丸め、小判型に成形し、フライパンにサラダ油をしき、焼く
火が通ったら、Aを合わせた物をからめて出来上がり
※お好みで大根おろし等と一緒にお召し上がりください

【作り方】

①

②

③

④

⑤

月

午前

午後

午前

午後

重松
小川（第1･2･3･5週）

後藤
鄭（第4週）

市川

市川

市川

市川

水嶋

水嶋

中村

中村

水嶋

午後

午前 尾藤
桐村

（肩・肘） 長野
町田

桐村（肩・肘）

尾藤
滝（足の外科）
（第1・3・5週）

町田

尾藤
桐村
船越

尾藤
桐村

小林

藤島・昆
杉山（第2週）

八木（第4週）

片桐
（第1・3週）

（高次脳）

藤島
金沢

水嶋
大久保

金沢・藤島
（嚥下音声）

谷口（第2週）

（神経内科）

重松･伊藤
髙橋（第1･3･5週）

岩永（第2･4週）

火 水 木 金

月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

●内科

●リハビリテーション科

●整形外科

●スポーツ整形外科

☆大根☆

大根つみれ
材　料（4人分）

鶏ひき肉・・・・・・・・・・200g
大根・・・・・・・・・・・・・・150g
塩・・・0.4g（ひとつまみ弱）
おろし生姜・・・・・・・・・0.4g
サラダ油・・・・・・・・・・少々

【1 人分あたりの栄養価】カロリー 97kcal、たんぱく質 10.6g、脂質 4.7g、
炭水化物 1.8g、塩分 0.3g

軟 菜 食…大根を軟らかく茹で、塩は肉に混ぜ、味付けをする。
（豆腐をつなぎとして入れると、より軟らかく仕上がる）

移 行 食…軟菜食をフードプロセッサーにかける。

嚥下食Ⅲ…だし汁を加え、ミキサーでペーストにする。必要に応じて増粘剤で粘
度を調整する。
タレはだし汁と合わせ、トロミをつけてアンにし、かける。

管理栄養士　小柳 雄一

診療受付時間　月～金曜日　（土・日曜・祝日、12/29～1/3は休診）
　午前　8：30～11：00　　午後13：30～16：00
◆各診療科の担当は、都合により変更させていただくことがあります。
◆午前の診察をご希望の方は、事前に予約されることをお薦めいたします。

直接ご来院の場合は、ご予約の方が優先となることをご了承ください。
◆午後の専門外来をご希望の方は、予約制のため電話で予約をお取りください。
◆紹介状がなくても受診可能ですが、かかりつけ医がある方は紹介

状をご持参ください。
外来予約問い合せ先

　　☎053－471－8337（14:00～16:30）

藤島・國枝
昆（1・3・5週）

大野（2・4週）

Ａ

■は専門外来、青文字は非常勤医師

注）スポーツ整形の診療は、15:00 ～となります。

料理酒・・・6g（小さじ1強）
醤油・・・・・・・6g（小さじ1）
砂糖・・4g（小さじ1と1/3）
みりん・・・・・4g（小さじ1）



2017

3
 No.106

「診療情報管理士」とは？
  ・自宅で出来る自主トレーニング【3】股関節周りの運動について
  ・栄養だより　大根★大根つみれ★

受診を希望される方は、事前にご予約をおとりください。
　浜松市健康診査の内容
　　・特定健康審査（国民健康保険被保険者のみ対象）
　　・後期高齢者健康審査
　　・いきいき健康審査
　　・がん検診（結核肺がん・胃がん・大腸がん・前立腺がんのみ実施）
問合せ先：053－471－8337
問合せ受付時間：14:00～16:00（月～金）

28年度浜松市健康診査の受診日期日は29年3月15日

■ベーシックコース3級
　　平成29年5月16～18日（応募締切　4月27日）
　　平成29年9月26～28日
　　平成29年12月5～7日
■リフレッシュコース3級
　　平成29年7月5･6日
　　平成30年1月31・2月1日
■費用　500円（テキスト代・保険料含む）
■会場
　　浜松市リハビリテーション病院大会議室
　お問い合わせ先
　　浜松市リハビリテーション病院　リハビリテーション部
　　　℡：053-471-8332　森下・鈴木
　　　　（受付時間　土日祝日を除く9時～17時）

29年度 市民いきいきトレーナー養成講座参加者募集

〒433-8511 浜 松 市 中 区 和 合 北 1 丁目6 － 1
Tel.053 － 471 － 8331　Fax.053 － 474 － 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

【お互いの身だしなみチェックを行う様子】

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15分

　東名浜松インターから

　お車で約30分

アクセス
マップ

浜松
オートレース場
浜松
オートレース場

城北工業高校城北工業高校

高台
協働センター
高台
協働センター

楽園和合店楽園和合店

泉小泉小

龍の子ラーメン龍の子ラーメン

むこうだか
耳鼻咽喉科
むこうだか
耳鼻咽喉科 交番交番

ピアゴピアゴ

静岡銀行
住吉支店
静岡銀行
住吉支店

浜松学院高校浜松学院高校

聖隷
浜松病院
聖隷
浜松病院

メガネ・パリミキメガネ・パリミキ
洋服の青山洋服の青山

さわやか
和合町店
さわやか
和合町店みどり台

海谷眼科
みどり台
海谷眼科

藤野歯科医藤野歯科医

浜信
和合支店
浜信
和合支店

浜松市
リハビリテーション病院

NN

152257

364

接遇研修会を開催しました。接遇研修会を開催しました。

　2月2日（木）に接遇研修会を開催しました。『接遇の５原則』をテー
マに行い、あいさつや表情、身だしなみなど、普段の接遇をふりかえ
る良い機会となりました。今後も当院を利用してくださる方々がより
安心して気持ちよく治療をうけられるよう、病院全体で接遇の向上に
取り組んでまいります。

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




