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 No.128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

家族介護教室のご案内
日　程：2019年1月19日（土）排泄とえん下・口腔ケアについて
　　　　　（担当　歯科・看護師）
　　　　2019年2月2日（土）脳卒中という病気を知ろう、食事と薬の関係について
　　　　　（担当　医師・薬剤師・栄養士）
時　間：各回 13:30～14:30
定　員：各回 先着20名
場　所：浜松市リハビリテーション病院　3階 大会議室
問い合せ：浜松市リハビリテーション病院（受付　吉井・鈴木）
　　　　　　TEL 053-471-8332

「防災グッズを準備しよう！」
  ・住宅改修シリーズ③浴室の改修
  ・栄養だより　たら～たらのアクアパッツァ

〒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

【紅梅　花言葉：優美な人】

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）

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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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

　昨年はいきいきトレーナー養成事業がスポーツ庁長官団体部門優秀賞に見
事選ばれ、えんげと声のセンターが浜松市の医療奨励賞を受賞し、名誉な受
賞続きでした。病院は225床の病床はほぼ満室の状態で運営出来ておりま
す。重症患者さんも増えておりますが、地域包括ケアシステムを担う医療施
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

日　時：2019年2月4日（月）18:30～20:00（開場18:00）
会　場：アクトシティ浜松　コングレスセンター 3階　31会議室
講　師：東洋大学ライフデザイン学部・准教授（社会福祉士・介護支援専門員）
　　　　高野 龍昭　氏
テーマ：医療・介護の連携と自立支援・重度化防止の動向
　　　　～2018年度制度改正と今後の行方～
対　象：医療・介護従事者 等
　　　　※参加費無料、事前申込不要です。当日会場へお越しください。

第62回浜松リハビリテーションセミナー



●食料・飲料水の備蓄
　地震の直後は、食料の確保は満足にできません。救
援活動が受けられるまでの食料は、各家庭で備えてお
く必要があります。
食料品・・・7日分（うち非常食3日分）程度を用意

しておきましょう。
飲料水・・・1人につき、1日3リットルの水を最低

3日分用意しておきましょう。
●携帯用トイレ
　トイレは必需品です。地震により、水道や下水道が
損傷すると水洗トイレが使えなくなります。
　ホームセンター等で携帯型のトイレが販売されてい
るので、家族分の携帯トイレと予備のビニール袋を用
意しましょう。

　浜松は気候も穏やかで、雪もほとんど降らず、とて
も住みやすい地域です。しかし、地震に関しては、い
つ起こっても不思議ではないと言われ続けています。
昨年10月の台風では、豪雨、暴風とも最大規模で、停
電もあり甚大な被害がありました。いざという時には
避難所生活もあり得ます。
　当院は、救護病院として指定されており、災害時に
は病院機能を継続しながら、救護活動を実施する役割
を担っています。災害備品、食料の備蓄を定期的に確
認し、備えを行っています。外部からの支援は最低3
日かかるといわれており、備品の準備の目安としてい
ます。
　災害が起きる前に私たちにまずできる事は、防災
グッズを準備、点検する事です。既に準備は完璧な人
も、そうでない人も、今一度目を向けてみてはいかが
でしょうか。
　自治体やメディアでも、おおむね次の内容で準備す
る事が推奨されています。
非常持出し品
　家族構成を考えて、必要なものを「いざ！」という
とき持ち出せるように用意しておきましょう。そして
少なくとも年に1回は点検しましょう。
●あると便利な物
　■ウェットティッシュ　■ラップ　
　■トイレットペーパー　■マスク　■ビニール袋
　■テント　■笛（ホイッスル）　など

西１階病棟 防災委員会　久本 絹江
ひさもと きぬえ

防災グッズを準備しよう！ －備えあれば憂いなし－

【浜松市ホームページより】

〈非常持出し品の例〉

毛布・寝袋

タオル・石鹸

手ぶくろ（軍手）

ナイフ・缶切り

ちり紙
現金

飲料水

食料

ロープ

ラジオ

マッチ・ローソク・ライター

救急薬品・常備薬

下着類（着替）懐中電灯
※予備の電池

ヘルメット・防災頭巾



住宅改修シリーズ　③浴室の改修
＜浴槽内椅子＞

＜バスボード＞

<シャワーチェア＞

＜浴槽内手すり＞

脚が調節可能な為、
浴室での立ち座り
が楽に行えます。
折りたたみ式は、
狭い浴室でも邪魔
にならずに収納し
やすく便利です。

作業療法士　阿部 幸栄　河合 麻由
あべ ゆきえ かわい まゆ

浴槽が深く、座りや
立ち上がりがしにく
い場合に、浴槽内へ
設置します。
また、浴槽の縁をま
たぐときの踏み台と
しても利用できま
す。

浴槽の縁に取り付
けます。
浴槽の縁をまたぐ
とき、不安定にな
る体を支えます。
片手でも両手でも
握りやすく設計さ
れています。

浴槽のまたぎが不安な
方にお勧めです。ボー
ドの上に腰掛けてゆっ
くり入浴することがで
きます。
また、浴槽が狭い場合
は、座面が跳ね上がる
ものもあります。

※今回は浴室の改修について紹介いたしました。
　詳細は院内療法士へお気軽にご相談ください。

ADVICEREHABILITATION
アドバイスリハビリテーション



　鱈は、漢字で魚へんに雪と書く、冬の代
表的な魚です。
　消化が良くたんぱく質を多く含むため、
離乳食や高齢者の食事に向いています。
　クセがなくあっさり淡泊した味は、定番の鍋料理以外にも、和食、
洋食、中華、エスニックと、どんな味付けにも合います。

外来診療担当医一覧表

あさりは砂出しをしておく。にんにくはみじん切り、ミニトマトは半
分に切る。しめじは石突きを切り落としてほぐす。ブロッコリーは小
房に分けて下茹でする。
フライパンにオリーブオイルをひき、にんにくを中火で炒め、たらの
皮を下にして入れる。
たらの皮に焼き目がついたら裏返し、あさり、しめじ、白ワイン、水
を入れ蓋をして蒸す。
あさりの殻が開いたらミニトマト、ブロッコリーを加え、塩コショウ
で味を整える。

【作り方】
①

②

③

④

月

午前
午後

午前

午後

杉（第1週）

薮﨑（第2･4週）

棚橋（第3･5週）

小川

相井（第1･3･5週）
黒川（第1･4週）

伊藤（第3･5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）

町田

尾藤
桐村
小林

尾藤
桐村

尾藤船越

藤島
昆

片桐（第1・3週）

（高次脳）

昆
（高次脳・車運転）

藤島
金沢

中村

金沢
（嚥下音声）

重松
（ボトックス外来）

宮川（第1･3週）

谷口（第2週）

（神経内科）

髙橋
重松

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

☆たら☆

『たらのアクアパッツァ 』
フライパン 1つで簡単に作れます材料（2人分）

・たら ････････････････････2切れ
・あさり ･･････････････････ 10個
・しめじ ･･･････････････････ 50g
・ミニトマト ････････････････5個
・ブロッコリー ･････････････ 50g
・にんにく ･･･････････････ １かけ
・オリーブオイル ････････大さじ2
・白ワイン ･･････････････大さじ2
・水 ･･･････････････････ 大さじ２
・塩、コショウ ･････････････ 少々

【1人分あたりの栄養価】エネルギー 230kcal、たんぱく質20.5g、脂質12.9g、
炭水化物6.1g、塩分0.8g

管理栄養士　船曵 蓉子

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

大野（第2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。
軟 菜 食…たらの皮とあさりは取り除いて、軟らかく煮込む。
移 行 食…軟菜食を包丁、フードプロセッサーで刻み、スープは増粘剤を入れる。
嚥下食Ⅲ…軟菜食をミキサーでペースト状にする
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