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 No.112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

「臨床工学技士ってどんな仕事？」
  ・基本動作シリーズ【1】立位姿勢・座位姿勢
  ・栄養だより　味噌★ひき肉のオーブン焼き（味噌風味）★

日　時：９月6日（水）16：00～
場　所：第１リハビリテーション室
内　容：当院職員の演奏による手作りのコンサートです。懐かしい

曲の演奏やリハビリ体操もありますのでお楽しみに。一般
の方の来場も大歓迎です。

浜リハコンサートのご案内

日　時：2017年10月11日（水）　18:30～20:00（開場18:00）
場　所：アクトシティ浜松　コングレスセンター 3階 31会議室
テーマ：「認知症高齢者と自動車運転」　
　　　　～新たな改正道路交通法と臨床現場への影響～
講　師：高知大学医学部附属病院 神経科精神科　講師
　　　　　　　　上村 直人 医師
対　象：リハビリテーション・福祉関係に関わる医療従事者等
　　　　※事前申込は不要です。当日会場へお越しください。

第56回浜松リハビリテーションセミナーのお知らせ

〒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

　とっておきの写真に五・七・五の川柳を詠んでご応募ください。
『俳句』ではなく『川柳』なので、季語や切れ字にとらわれず、自由
に五・七・五で考えてください。今年のテーマ『歴史』または『自由作品』
で作品を募集します。
被写体の種類は問いません。
　詳しい内容は、院内チラシまたは院内ホーム
ページをご覧ください。
http://www.hriha.jp/で検索！

浜リハ祭2017「写真川柳コンクール」作品募集

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

『リハビリ講座』を開催しました。『リハビリ講座』を開催しました。

　リハビリ講座は患者さん、ご家族を対象に、医療スタッフより知識
の伝達や介助指導を行っています。8月19日に開催したリハビリ講座
では、介護保険制度や住宅改修・福祉用具について、動画や実技を含
めて説明させていただきました｡今後も多くの患者さん、ご家族のご参
加をお待ちしております。



手術室･中材室 看護師　臼井 友美
うすい ともみ

臨床工学技士ってどんな仕事？

　今回は、皆さんがあまりご存じではない臨床工学
士をご紹介します。
　臨床工学技士（CE:Clinical Engineers）は医療
機器の専門医療職で医療機器がいつでも安心して使
用できるように保守・点検を行っております。安全
性の確保と有効性維持の担い手としてチーム医療に
欠かせない存在です。
　代表的な臨床工学士の業務には、呼吸治療に必要
な人工呼吸器のメンテナンスや管理、手術室での麻
酔器･人工心肺等の多種多様な医療機器の操作や事前
の管理、人工透析装置の操作、病院内の各種医療機
器管理業務などがあります。

　臨床工学技士は、定められた学校を卒業し国家試
験に合格すると資格を取得するができます。
　当院では、臨床工学技士4名が１名ずつ交代で毎
日勤務しています。火曜日と木曜日の整形外科の手
術日には、手術中に使用する麻酔器や関節鏡などの
医療機器の事前管理や手術中の操作を行います。手
術日以外は病棟や外来、画像診断室、検査室等で輸
液ポンプや人工呼吸器、心電図モニター、血圧計、
エアマット、内視鏡、検査機器などの保守・点検を
行っています。

患者さんに直接接することは少ないですが、

現在の高度医療を支えるとても重要な仕事です。



基本動作シリーズ
【1】立位姿勢・座位姿勢

こうおんしょうがい

嚥下内視鏡検査

Check：自分の姿勢を観察してみよう。 
Point! 耳、肩、股関節、膝、くるぶしを繋げて一直線

となるか見てみましょう。

理学療法士　笹田教太郎　春田琴美
ささだ きょうたろう はるた ことみ

良い立位姿勢 悪い立位姿勢

耳・肩・股関節・膝関節・ 
くるぶしが一直線となるよ
うな姿勢となっており負担
が少ない状態です。

まっすぐな線から外れた姿
勢は身体への負担が大きく
なります。
へっぴり腰や猫背などもそ
の1つの例です。

良い座位姿勢 悪い座位姿勢

骨盤がまっすぐになってお
り耳・肩・股関節が一直線
となった姿勢となり脊柱へ
の負担も少ない状態です。

骨盤が後方へ倒れてしまい、
首や腰への負担が大きい状
態です。

※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。

悪い姿勢というのは楽な姿勢のこともありますが身体への
負担が大きい姿勢のため普段の自分の姿勢を見直し、腰痛
や肩凝りを予防しましょう。

肩凝り

腰痛



　味噌は、大豆や米、麦などに塩、麹を加えて
発酵させた日本の伝統的な調味料の一つです。
原料、製法の違いにより米味噌、豆味噌、赤味噌、
白味噌など様々な種類があります。全国各地で
製造されており、地方特有の味噌が多く存在し
ます。愛知県では、八丁味噌（豆味噌）、京都では西京味噌（米味噌）など、
地域により特色があり、郷土料理にも多く使われています。色々な種類
の味噌を使った料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。
※味噌は、塩分を多く含みます。使用量に注意しましょう。

外来診療担当医一覧表

玉ねぎ、人参、しいたけをみじん切りにする
①にひき肉とAを混ぜ合わせ、練る
耐熱の容器にサラダ油を塗り、②を入れ、平らにならす
　※厚くすると火が通りづらいので注意
200℃のオーブンで15分程度焼く
　※大きさにより、焼き時間は前後します
食べやすい大きさに切り分け、出来上がり

【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）

杉（第1週）

相井（第2週）

太城（第3週）

鄭（第4週）

市川 市川 交代制 中村

午後

午前 尾藤
桐村

（肩・肘） 長野
町田

桐村（肩・肘）

尾藤（～ 9/8）

滝（足の外科）
（第1・3・5週）

╭ ╮
┃ ┃
┃ ┃
╰ ╯

町田

尾藤
桐村
船越

尾藤
桐村

尾藤
（9/14～）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

☆味噌☆

ひき肉のオーブン焼き
　（味噌風味）

材料（4人分）

・鶏ひき肉・・・・・・・・・60g
・豚ひき肉・・・・・・・・100g
・玉ねぎ・・・100g（1/2個）
・人参・・・・・・・・・・・・・40g
・生しいたけ・・・・・・・25g
・油・・・・・・・・・・・・・・・・8g

【1 人分あたりの栄養価】カロリー 136kcal、たんぱく質 9.1g、脂質 7.2g、
炭水化物 8.4g、塩分 0.6g

軟 菜 食…混ぜ込む野菜を一度茹でて軟らかくし、水気を絞ってから混ぜ合わせる。

移 行 食…軟菜食をフードプロセッサーにかける。アンをかけると食べやすくなる。

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。

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（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。

・おろし生姜・・・・・・2.5g
・片栗粉・・・・・・・・・・・12g
・味噌・・・・・・・・・・・・・16g
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・8g
・白すりごま・・・・・・・・4g
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