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1
 No.116私達は、地域に根ざし、利用者の尊厳と生活の質を

尊重した、患者中心主義に基づく医療を提供します

「骨密度測定ってどうやって受けるの？」
  ・物品紹介車椅子について【2】～リクライニングとティルト機能～
  ・栄養だより　米粉★小豆の米粉パウンドケーキ★

日　時：2018年1月18日（木）　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：２次骨折予防に目指す多職種による地域連携
講　師：聖隷浜松病院 整形外科統括部長（骨・関節外科部長） 森 諭史 医師
対　象：リハビリテーション・福祉関係に関わる医療・介護従事者等
　　　　　※事前申込は不要です。当日会場へお越しください。

〒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

【ベコニア　　花言葉：親切,幸福な日々】

第 57 回浜松リハビリテーションセミナーのお知らせ

高齢化社会を迎えるにあたり、地域の皆さまに「介護」についての関
心や理解を深める機会となるよう、下記の講座を企画しました。
　時　間：各回とも13:30～14:30
　場　所：浜松市リハビリテーション病院　大会議室
　内　容：2018年1月20日（土）排泄・えんげ・口腔ケアについて
　　　　　　 　　　2月 3日（土）福祉用具と家屋改修 他
　　　　　　 　　　2月17日（土）脳卒中という病気を知ろう
　　　　　　　　　　　　　　　　病気再発予防のためのお食事 他
　　　　　　 　　　3月 3日（土）脳卒中患者の介助方法
　お申し込み：リハビリテーション部受付 鈴木・吉井
　　　　　　　☎053-471-8332（受付時間：平日午前11時～16時）

家族介護教室のご案内

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

　約 15 分

・東名浜松インターから

　約 30 分

・東名三方原スマートインターから

　約 10 分
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浜松市リハビリテーション病院
（指定管理者　社会福祉法人 聖隷福祉事業団）

　　　明けましておめでとうございます　　　明けましておめでとうございます

　2017年は訪問リハビリテーション事業を立ち上げました。高次脳機能
センターも軌道に乗り、225床の病床はほぼ満室の状態で運営出来ており
ます。今後もより緊密に地域連携を行い、地域包括ケアシステムの一翼を
担う医療施設として尽力して行きたいと存じます。

　患者さんに優しく、利用しやすい浜松市リハビリテーショ
ン病院として、これまで以上に職員一同心を一つにしてが
んばっていきます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

院長　藤島　一郎



■骨粗鬆症とは？
　「骨の強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大し
やすくなる疾患」と定義されています。骨の強度は、
骨密度（骨量）と骨質から
なり、そのうち70％をしめ
ると言われている骨密度を
測ることが重要になります。
　
■骨密度測定にはどんな方法があるの？
＜DXA（デキサ）法＞
　2種類の微量なX線を骨に照射し、骨と他の組織との
吸収率の差で骨密度を計算します。
この方法は、誤差も少なく、非常
に信頼度の高い測定法です。一般
には代謝が盛んな腰椎で骨密度の
変化を測定しますが、大腿骨など
ほぼ全身の骨密度が測定可能です。
＜超音波法＞
　超音波で骨密度を測定します。主にかかとの骨を対
象としています。X線を利用しないので被ばくの心配は
ありませんが、測定される超音波と骨密度との相関理
由を裏付ける立証が十分になされ
ていないため信頼度が低いという
欠点があります。またかかとの骨
しか測定できないため身体全体の
骨密度の測定はできません。

画像診断室　加藤 修也
かとう しゅうや

骨密度測定ってどうやって受けるの？

こつそしょうしょう

　検査に対するご質問やご不明な点などございましたら、

画像診断室スタッフまでお気軽にお声かけください。

■当院の骨密度測定
　当院では、臨床的信頼度の高いDXA法を利用した全
身用骨密度測定装置を使用して骨折危険部位である腰
椎と大腿骨の測定を行っています。
　また、当院の全身用骨密度測定装置は、筋肉量や体
脂肪量なども測定することができ、筋肉減少症（サル
コペニア）の診断指標となるSMI（骨格筋指数）値も
知ることができます。
　
　この検査は、検査
台に5～15分程仰向
けに寝ていただいて
行います。測定中は、
特に息を止めていた
だく必要はありませ
んが、体を動かさな
いようにしていただ
きます。

　骨粗鬆症の予防や早期発見・治療効果判定には、
１年に1～2回の検査が望ましいとされています。
微妙な骨量の変化を知るために同じ病院で定期的に
測定することが大切です。

GE 社製 PRODIGY



物品紹介車椅子について【2】
～リクライニングとティルト機能～

浜リハでは…
「リクライニング」＋「ティルト」を併用した車椅子を増やしています！

(1) リクライニング機能 (2) ティルト機能

く対象者＞

・食事に角度調整が必要
な方

・普通型車椅子では姿勢
が安定しない方

・起立性低血圧がある方

背もたれが倒れて、
快適な姿勢を保つことが出来ます。

背もたれと座面の角度を保ったまま、
座面ごと後ろに倒すことができます。

座面にかかる体圧を分散させ、
疲れにくくする効果があります。

利点

リクライニングする度に、
身体が前方にズレてしまいます。

弱点

座面にかかる体圧を分散させ、身体の前方へのズレを
防ぎ、安定した姿勢を保つことができます。

利点

作業療法士　阿部 幸栄　岡村 真莉
あべ ゆきえ おかむら まり

※他にも、さまざまな環境や用途に対応する車椅子があります。
　お気軽に院内療法士にお声かけください！ !



　うるち米を粉末にした食材で、パンや
ケーキ、麺類など幅広く利用されていま
す。小麦アレルギーの代替食品としても
利用できます。独特のもちっとした食感
が特徴です。油の吸収率が小麦粉より低
い為、揚げ物などに利用するとヘルシーに仕上がります。

外来診療担当医一覧表

卵を卵黄と白身に分け、白身は泡立ててメレンゲ状にする
卵黄に砂糖を入れ、白っぽくなるまで混ぜる
②に油、小豆缶を入れよく混ぜ合わせる
③に米粉、ベーキングパウダーをふるい入れ、混ぜ合わせる
④に①のメレンゲを入れ、さっくりと混ぜる
型に流し入れ、オーブンで180℃25～30分焼く

【作り方】
①

②

③

④

⑤

⑥

月

午前
午後

午前

午後

重松
小川

杉（第1週）

鄭（第4週）

相井（第1･3･5週）

太城（第2・4週）

市川 市川 交代制 中村

午後

午前 尾藤
桐村

（肩・肘）
棚橋
長野

町田
桐村（肩・肘）

滝（足の外科）
（第1・3・5週）

╭ ╮
┃ ┃
┃ ┃
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町田

尾藤
桐村
船越

尾藤
桐村

尾藤小林

藤島
昆

片桐
（第1・3週）

（高次脳）

昆
高次脳

自動車運転

藤島
金沢

中村
大久保

金沢
（嚥下音声）

谷口（第2週）

（神経内科）

重松
髙橋

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

☆米粉☆
こめ こ

『小豆の米粉パウンドケーキ』
材料（4人分）

・米粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40g
・卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g
・ベーキングパウダー・・小さじ1/2杯
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25g
・ゆで小豆缶・・・・・・・・・・・・・・・・・100g

【1 人分あたりの栄養価】エネルギー 175kcal、たんぱく質 3.3g、脂質 7.0g、
炭水化物 23.9g、塩分 0.8g

軟 菜 食…小豆の粒が気になる場合は、ゆで小豆をフードプロセッサーで軽く刻
んでから使用する。

移行食・嚥下食Ⅲ…出来上がった物と水分（牛乳、豆乳など）を一緒にミキサーに
かけ、固形化補助食品（当院ではスベラカーゼを使用）を入れ
混ぜ合わせる。電子レンジで70℃以上になるように加熱し、
器に入れ冷蔵庫で冷やす。

※固形化補助食品…酵素（アミラーゼ）が入っているため、でんぷんの粘りを軽減
し、なめらかなムース状になります。スベラカーゼ以外にも
ホット&ソフトなどもあります。

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。
外来診察予約問い合せ先
　　☎053－471－8337（受付時間 平日14:00 ～ 16:30）外来窓口

高次脳・運転評価外来、嚥下音声外来予約問い合せ先
　　☎053－471－8347（受付時間 平日14:00 ～ 16:30）地域医療連携室

藤島・國枝
伊藤（第1・3・5週）

大野（第2・4週）

■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。



2018

1
 No.116私達は、地域に根ざし、利用者の尊厳と生活の質を

尊重した、患者中心主義に基づく医療を提供します

「骨密度測定ってどうやって受けるの？」
  ・物品紹介車椅子について【2】～リクライニングとティルト機能～
  ・栄養だより　米粉★小豆の米粉パウンドケーキ★

日　時：2018年1月18日（木）　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：２次骨折予防に目指す多職種による地域連携
講　師：聖隷浜松病院 整形外科統括部長（骨・関節外科部長） 森 諭史 医師
対　象：リハビリテーション・福祉関係に関わる医療・介護従事者等
　　　　　※事前申込は不要です。当日会場へお越しください。

〒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

【ベコニア　　花言葉：親切,幸福な日々】

第 57 回浜松リハビリテーションセミナーのお知らせ

高齢化社会を迎えるにあたり、地域の皆さまに「介護」についての関
心や理解を深める機会となるよう、下記の講座を企画しました。
　時　間：各回とも13:30～14:30
　場　所：浜松市リハビリテーション病院　大会議室
　内　容：2018年1月20日（土）排泄・えんげ・口腔ケアについて
　　　　　　 　　　2月 3日（土）福祉用具と家屋改修 他
　　　　　　 　　　2月17日（土）脳卒中という病気を知ろう
　　　　　　　　　　　　　　　　病気再発予防のためのお食事 他
　　　　　　 　　　3月 3日（土）脳卒中患者の介助方法
　お申し込み：リハビリテーション部受付 鈴木・吉井
　　　　　　　☎053-471-8332（受付時間：平日午前11時～16時）

家族介護教室のご案内

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

　約 15 分

・東名浜松インターから

　約 30 分

・東名三方原スマートインターから

　約 10 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

浜松市リハビリテーション病院
（指定管理者　社会福祉法人 聖隷福祉事業団）

　　　明けましておめでとうございます　　　明けましておめでとうございます

　2017年は訪問リハビリテーション事業を立ち上げました。高次脳機能
センターも軌道に乗り、225床の病床はほぼ満室の状態で運営出来ており
ます。今後もより緊密に地域連携を行い、地域包括ケアシステムの一翼を
担う医療施設として尽力して行きたいと存じます。

　患者さんに優しく、利用しやすい浜松市リハビリテーショ
ン病院として、これまで以上に職員一同心を一つにしてが
んばっていきます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

院長　藤島　一郎




