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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
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当院では、４月１日より２３名の新入職員を迎え２０１１
年度がスタートしました。辞令交付後のオリエンテーション
では、当院の理念や方針、医療人としての心構えや医療制度、
救急蘇生法などの研修を行いました。一日も早い社会人とし
ての大きな飛躍を期待しています。

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

〒433-8511 浜松市中区和合町1327-1
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
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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

 金　沢※

重　松

ー

石　橋

ー

渡　辺

ー

 國　枝※

【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）

萩　原

ー

藤　島

ー

市　川

市　川

水　嶋

水　嶋
大久保
（総診）

市　川

市　川

水　嶋

水　嶋

中　村

中　村

尾　藤

【専門外来】  （スポーツ）
尾　藤

高 橋
【専門外来】  
（スポーツ）
小　林※

【専門外来】  （スポーツ）
高　橋

安　間

【専門外来】  （スポーツ）
安　間

高　橋  町　田※

 町　田※

【専門外来】  （スポーツ）
尾　藤

安　間
【専門外来】（スポーツ）
北　原※/ 船　越※

（交代制）

外来診療担当医表　

（注）【スポーツ整形】の診療時間は午後3：00～5：00
専門外来を受診される方は、事前に電話または外来窓口にて
予約をおとりください。

〈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・お問合せ：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※

（隔 週）

栄養だより

【栄養】エシャロットは、カルシウム、
リン、鉄、食物繊維などのビタミン、ミ
ネラルが豊富に含まれ、中でも特有の
においを放つアリシンには、食欲を増
進させ、血液循環の働きをうながし、
ビタミンＢ１の吸収を促進して、疲労
回復の働きがあると言われています。
そのため、運動量の多いスポーツ選手
や、疲れやすい体質の人には必要な成
分です。血液をさらさらにする効果もあるので、動脈硬化の予防にもつながります。
また、古くから薬用植物としても扱われており、利尿効果、発汗作用、整腸作用に
も効果があります。
【エシャロットとらっきょうの違い】「エシャロット」と「らっきょう」は同じもので
すが、専用種を用いて食用となる白い部分が7ｃｍ以上のものを「エシャロット」と
いいます。「エシャロット」は辛み成分が強くなる前のものを若採りしているので、
生食用として使用できます。また、静岡県の遠州地方で多く栽培・消費されています。

【作り方】
1．エシャロットは小口切、人参はできるだけ細い千切りにする。
2．野菜は水にさらし、ザルにあげて、キッチンペーパーなどでよく水気をとる。
3．ビニール袋に切ったエシャロットと人参、塩昆布を入れ、袋の上から手でよくもん
でできあがり。

（栄養成分1人分）エネルギー28kcal　たんぱく質1.6ｇ　脂質0.1ｇ　炭水化物7.2ｇ
食物繊維2.4ｇ　ナトリウム45ｍｇ　カルシウム129ｍｇ　鉄0.5ｍｇ　

管理栄養士　内藤美保

エシャロット

エシャロットの
塩昆布和え

簡単
レシピ

当院の整形外科は、骨折・捻挫などの外傷や
肩こり・腰痛・膝痛など日常的に起こる痛み
の診断・治療を行なう一般整形外来と、中高生
や社会人を中心としたスポーツによる障害や
外傷の診断・治療を専門としたスポーツ整形
専門外来があります。
4月1日からスポーツ整形専門外来は、平日（月～金）の午
後は毎日、診療を行うことになりました。診療時間の詳細につ
いては、外来診療担当医表をご覧ください。
（注）スポーツ整形専門外来は、事前に電話または外来窓口
にてご予約をおとり下さい。
問い合わせ先：053 - 471 - 8337（外来窓口）

スポーツ整形専門外来診療拡大のお知らせ

新入職員オリエンテーション

※非常勤医師

エシャロット …………30g
人参 ……………………50g
塩昆布 …………………15g

材　料（2人分）

声を出すこと、食べ物を食べるこ
とは、日常生活にとって非常に大切
な行為です。嚥下音声専門外来では
脳血管障害の後遺症による嚥下障害、
音声障害などを専門的な視点から診
断・治療を行います。
※毎週火曜日　14:00～16:00　事前にご予約をおとり下さい。
問い合わせ先：053-471-8337（外来窓口）

嚥下音声専門外来の開設

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

　野球やサッカーの障害からリハビリに励
む患者さんのために、実際にボールを使っ
て投げたり蹴ったりする訓練を行なう設備
が完成しました。スポーツ障害に悩む方は
スポーツ整形専門外来を受診してください。

屋外リハ訓練ゾーンが完成しました。
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な行為です。嚥下音声専門外来では
脳血管障害の後遺症による嚥下障害、
音声障害などを専門的な視点から診
断・治療を行います。
※毎週火曜日　14:00～16:00　事前にご予約をおとり下さい。
問い合わせ先：053-471-8337（外来窓口）

嚥下音声専門外来の開設

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

　野球やサッカーの障害からリハビリに励
む患者さんのために、実際にボールを使っ
て投げたり蹴ったりする訓練を行なう設備
が完成しました。スポーツ障害に悩む方は
スポーツ整形専門外来を受診してください。

屋外リハ訓練ゾーンが完成しました。
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「尿検査」ってなあに？
臨床検査室　西山 佳余

BIODEX スミスマシン ラットプルダウン

入浴シミュレーター

中庭

過流浴装置

今回は理学療法室、作業療法室、日常生活活動室（ADL室）、水治療室、
中庭について紹介します。

●  理学療法室
高い天井と広い採光部が特徴の開放的な空間です。また、屋外へも直
接出られ、屋外歩行練習の際の利便性を高めています。フローリングに
は床暖房が完備されており、冬でも快適な環境でリハに取り組んでい
ただけます。
設備としては、エアロバイク、各種物理療法機器、レッグプレスなど
が充実していますが、スポーツリハに対応した筋力測定機器（ＢＩＯＤ
ＥＸ）やトレーニングマシン（ラットプルダウン・スミスマシン）等も
特徴となっています。

●  作業療法室
大きな窓から日差しが入り、明るく開
放的な空間です。車椅子上でも使用しや
すい机や、高さ調節可能な机があり、病
室と同様のベッドも設置しています。
日常生活動作練習のための入浴シミュ
レーターがあり、自宅環境に合わせた手

リハビリテーション部紹介① 作業療法士：藤原明日香　  理学療法室：井手寛和

特
集

尿は、健康状態や生活環境によって日々変化し、私たちの目に
もわかる大きな変化を起こす前に、ミクロの世界で小さな変化を
起こしてトラブルを知らせます。
毎日の尿の色や量、においをみるといったセルフチェックは大
切ですが、それだけに頼っていては体のトラブル信号を見逃しか
ねません。

●どんな病気がわかるの？
まず、尿に直接かかわる病気として、腎臓・膀胱・尿管・尿道
の病気、その他血液の病気や心臓・肝臓・すい臓の病気、ホルモ
ンバランスの崩れによる病気や体内に腫瘍ができたこと。また精
神的な病気や妊娠したことも、尿の成分を調べればわかります。
その中で今回はよく行われている尿検査の項目について説明し
ます。

★尿ＰＨ　　　基準値　弱酸性
体内環境を弱アルカリ性に保つために、尿に酸を排泄すること
でバランスをとっています。このため、通常尿は弱酸性です。尿の
酸性・アルカリ性の片寄り程度を測ることで体内の様子を伺いま
す。

★尿比重　　　基準値1.015～1.030
尿の濃縮・希釈状態を示します。
脱水状態が進むと比重が高くなり、逆に水分の多量摂取では比
重が低くなります。

★潜血　　　　基準値 (－)
肉眼で確認できない微量の赤血球やヘモグロビン、ミオグロビ
ンを検出します。

★尿タンパク　　　基準値 (－)
腎臓や膀胱の炎症の指標です。
健常者では通常、尿にタンパクは排泄されません。しかし運動後、
入浴後、長時間立位などの身体負荷がかかった場合などは、少量の尿
タンパクが検出されることがあります。

★尿糖　　　　基準値 (－)
血糖値が160～180ｍｇ/ｄｌ( 腎の糖閾値 )を超えると、尿中に
糖が排泄されます。
血糖が基準範囲にもかかわらず、尿糖が陽性の場合には、糖尿病と
の鑑別が必要となります。

★ウロビリノーゲン　基準値(±)　★ビリルビン　基準値(－)
肝機能の指標です。
古くなった赤血球は、肝臓や脾
臓で分解されたとき、ヘモグロビ
ンがビリルビンという色素に変
わり胆汁に混じって腸内に排泄
されます。このビリルビンが腸内
細菌によって分解されて出来た
ものがウロビリノーゲンです。こ
の一部が尿中に排泄されます。

★ケトン体　　　基準値 (－)
糖尿病の指標です。
糖の代謝障害が起こると肝臓
で糖の代わりに脂肪酸が利用さ
れてケトン体が尿中に排泄され
ます。極端なダイエットをした場
合でも、排泄されます。

すり位置の調整ができ、また福祉用具を設置しての動作確認が可能
です。また、家事動作練習のためのキッチン、冷蔵庫、テーブルも完
備しており、より自宅生活を想定した練習が可能な環境となってい
ます。

●  日常生活活動室（ADL室）
4畳半の畳があり、その横には布
団を入れる棚も備え付けられており
床上動作訓練や布団の出し入れ、掃
除などの生活関連活動（APDL）訓練
時にも利用されます。また、縦型の手
すりが備わったベッドも設置してい
ます。

●  水治療室
タイル張りの室内には過流浴装置

（上下肢用と全身用）、ホットパック
などがあります。おもに運動療法前
の浮腫の軽減、血流増加などを目的
として実施しています。

●  中庭
病棟、訓練棟に囲まれた庭の中央
には、手作りの大きな花壇がありま
す。季節ごとにナスやキュウリ、ブ
ロッコリーなどの収穫可能な物や多
くの種類の花も植えてあります。中
庭では、歩行訓練やパターゴルフな
どもおこなわれます。

※次回は言語療法部門の施設紹介予定です。
引用：浜松市リハビリテーション病院ホームページ　http://www.hriha.jp/
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