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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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　６月１４日（火）に聖隷浜松病院　放射線科　寺内一真先生
を講師にお迎えし、医療安全管理研修会を開催しました。放射
線被ばくへの関心が高まる中、医療分野にて扱われている放
射線について理解を深める研修会となりました。
　今後も院内の安全管理を徹底してまいります。
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浜松市リハビリテーション病院
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尾　藤
【専門外来】（スポーツ）
尾　藤（第1・3・5週）
安　間（第2・4週）

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・問合せ先：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※

（第１・3週）

栄養だより

　みょうがは「魏志倭人伝」にも登場するほど歴史が古い野
菜ですが、食用にするのは世界でも日本だけです。
　つぼみ状のものを『花みょうが』、軟白した若い芽を『みょ
うがたけ』といいます。
　漢方では消炎や解毒の作用がある生薬として、主に煎じ薬
や外用薬に利用されてきました。
　みょうがは日本料理と相性のよい独特の香り、しゃっきと
軽快な歯ざわりが楽しめます。香りのもとである精油成分のα‐ピネンには、胃の消化
を助ける作用があります。さわやかな香味には、夏の暑さで低下しがちな食欲を増進
させる効果もあります。また、しょうがの仲間であるため、しょうがと同様に体を温め
る作用があり、血行や発汗を促したりします。
　合わせやすい食材は、きゅうりやなすです。ぬか漬けにするときは繊維に沿って細
かく刻むと、みょうがには含まれないビタミンB1を浸透させることができます。α‐
ピネンは揮発性なので、生で切ったり、刻んだりする食べ方がおすすめです。アクがあ
るので、切ってから水にさらしてアク抜きをしましょう。
　選び方は身がしまっていて艶があり、ずんぐりとした厚みのあるものを選びましょ
う。先端が開いてつぼみが見えるものは、中がスカスカして繊維も固くなっています。
　保存については、霧吹きで湿らせてから保存容器に入れて冷蔵庫へ入れておくと、
みずみずしさが長持ちします。

【作り方】
1．ささみは筋のあるものは取り除き、塩ひとつまみ、酒小さじ1(塩、酒ともに分量外)
をまぶして焼き網の上で焼き、焼き色がついたら食べやすいように手で裂きます。

2．みょうがは縦半分に切ったあと、芯をV字形に切り落とし、縦に薄切りにして水
にさらしておきます。

3．みつばはさっと茹でたあと冷水にとり、水気を絞り3cmの長さに切ります。
4．梅干しは種をとり、果肉を裏ごしするか包丁で細かく刻んだあと、砂糖小さじ
1/2、しょうゆ小さじ1、酒大さじ1を加えて混ぜ合わせます。

5．ボウルに①～③を入れ、④の梅肉を加えて和えたら完成です。

（栄養成分1人分）エネルギー 38kcal、たんぱく質6.4g、脂質0.3g、炭水化物1.4ｇ
 塩分 0.8g、食物繊維0.3g

管理栄養士　丸尾 彩

みょうが【茗荷】

♪ささみ、みょうが
 みつばの梅肉あえ♪

簡単
レシピ

※非常勤医師

特定健診が当院でも受けられます。受診を希望される方は、予
約制となっておりますので事前にご予約をおとり下さい。
その他にも以下の健診が受けられます。
　・浜松市が実施する各種がん検診（子宮がん・乳がんを除く）
　・介護予防生活機能検査
　・生活保護者健診（いきいき健診）
　・結核接触者健康診断
　・被爆者健康診断

問 合 せ 先：053-471-8337（外来窓口）
問合せ受付時間：14:00～16:00
　※「特定保健指導」は今のところ承っておりません。

特定健診（特定健康診査）のお知らせ

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

材　料（4人分）
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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 合 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

看護師さん募集看護師さん募集
リハビリ看護は患者さんの笑顔に出会えます。

お気軽にお問い合わせください。
連絡先：事務課 内田・山田
T E L：053-471-8331
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　つぼみ状のものを『花みょうが』、軟白した若い芽を『みょ
うがたけ』といいます。
　漢方では消炎や解毒の作用がある生薬として、主に煎じ薬
や外用薬に利用されてきました。
　みょうがは日本料理と相性のよい独特の香り、しゃっきと
軽快な歯ざわりが楽しめます。香りのもとである精油成分のα‐ピネンには、胃の消化
を助ける作用があります。さわやかな香味には、夏の暑さで低下しがちな食欲を増進
させる効果もあります。また、しょうがの仲間であるため、しょうがと同様に体を温め
る作用があり、血行や発汗を促したりします。
　合わせやすい食材は、きゅうりやなすです。ぬか漬けにするときは繊維に沿って細
かく刻むと、みょうがには含まれないビタミンB1を浸透させることができます。α‐
ピネンは揮発性なので、生で切ったり、刻んだりする食べ方がおすすめです。アクがあ
るので、切ってから水にさらしてアク抜きをしましょう。
　選び方は身がしまっていて艶があり、ずんぐりとした厚みのあるものを選びましょ
う。先端が開いてつぼみが見えるものは、中がスカスカして繊維も固くなっています。
　保存については、霧吹きで湿らせてから保存容器に入れて冷蔵庫へ入れておくと、
みずみずしさが長持ちします。

【作り方】
1．ささみは筋のあるものは取り除き、塩ひとつまみ、酒小さじ1(塩、酒ともに分量外)
をまぶして焼き網の上で焼き、焼き色がついたら食べやすいように手で裂きます。

2．みょうがは縦半分に切ったあと、芯をV字形に切り落とし、縦に薄切りにして水
にさらしておきます。

3．みつばはさっと茹でたあと冷水にとり、水気を絞り3cmの長さに切ります。
4．梅干しは種をとり、果肉を裏ごしするか包丁で細かく刻んだあと、砂糖小さじ
1/2、しょうゆ小さじ1、酒大さじ1を加えて混ぜ合わせます。

5．ボウルに①～③を入れ、④の梅肉を加えて和えたら完成です。

（栄養成分1人分）エネルギー 38kcal、たんぱく質6.4g、脂質0.3g、炭水化物1.4ｇ
 塩分 0.8g、食物繊維0.3g

管理栄養士　丸尾 彩

みょうが【茗荷】

♪ささみ、みょうが
 みつばの梅肉あえ♪

簡単
レシピ

※非常勤医師

特定健診が当院でも受けられます。受診を希望される方は、予
約制となっておりますので事前にご予約をおとり下さい。
その他にも以下の健診が受けられます。
　・浜松市が実施する各種がん検診（子宮がん・乳がんを除く）
　・介護予防生活機能検査
　・生活保護者健診（いきいき健診）
　・結核接触者健康診断
　・被爆者健康診断

問 合 せ 先：053-471-8337（外来窓口）
問合せ受付時間：14:00～16:00
　※「特定保健指導」は今のところ承っておりません。

特定健診（特定健康診査）のお知らせ

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

材　料（4人分）

鶏ささみ
梅干し
みょうが
みつば

………100g
……………2個
…………3個

…………1/4わ

砂糖
しょうゆ
酒

………小さじ1/2
……小さじ1

……………大さじ1

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 合 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

看護師さん募集看護師さん募集
リハビリ看護は患者さんの笑顔に出会えます。

お気軽にお問い合わせください。
連絡先：事務課 内田・山田
T E L：053-471-8331
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上部消化管X線造影検査について 画像診断室
照屋幸次

胃・十二指腸解剖図 胃・十二指腸造影
（二重造影法）

＜厚生労働省（平成21年度人口動態統計年報より）＞

【不慮の事故】

第1位　溺水 第2位　窒息 第3位　転倒

【病気が慢性化し高齢者が寝たきりになる原因】

第1位　脳卒中 第2位　老衰 第3位　骨折

前頭骨
側頭骨
頬　骨

下顎骨

上顎骨
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脛　骨
腓　骨

寛　骨

第 1助骨

胸骨柄

胸骨体

へい

橈　骨
尺　骨

とう

●  はじめに
「転ぶこと」「骨折」は非常に身近に起こり得る出来事ですが、実際に
以下のようなデータも得られており、一概に軽視できません。

転倒を経験した高齢者は、たとえ軽傷であったとしても心理面に強
い影響を受け、活動性が低下する危険性があり、様々な健康上の障害を
招くとも言われています。転倒・骨折を未然に防ぐことは、生活の質を
維持するためにもとても重要な課題となっています。

●  転倒・転落の原因
転倒・転落事故の主な要因として、加齢、慢性疾患（脳血管系・神経
系障害など）、歩行やバランス能の低下（反射的防御動作の衰え）、視機
能の低下、精神的ストレスやうつ、薬物服用、アルコールの多飲、生活
環境などが考えられています。

●  高齢者に多い骨折
大腿骨頸部骨折（図中①）、橈骨遠位端骨折（②）、上腕骨外科頸骨折

（③）、脊椎圧迫骨折（④）などが多くみられます。

●  介護予防教室
当院では、浜松市より委託を受け、地域支援事業の一環として介護予
防教室を開催しています。この取り組みは、身体機能の向上による転倒・
骨折予防だけでなく、住み慣れた地域での高齢者の生活を支える視点

転倒予防のための身体づくり① 作業療法士：中野志保　 理学療法士：井手寛和

特
集

一般にいうバリウム検査のことです。X線を透過
しない硫酸バリウムの乳化剤を飲み、食道から胃･
十二指腸までの上部消化管を造影し、テレビモニ
ターで観察しながらX線撮影し、それらの臓器の病
変を診断します。また、手術後の経過観察にも使わ
れます。

●上部消化管X線造影検査で何がわか
 るのか？
食道、胃、十二指腸の病気の発見と診断のために

行われます。特に食道がん、胃がん、胃・十二指腸潰
瘍の診断に欠かせない検査です。通常のX線検査と
違うのは、バリウムを飲んで、さらに発泡剤で胃を
膨らませて撮影するという点です。胃を膨らませ

て、その内面にバリウムを塗りつけた状態になるの
で、胃壁などに生じた病変を早い段階から発見するこ
とができます（二重造影法）。

●上部消化管X線造影検査はどのように
 行うのか？
当日の朝食を抜き、一切の飲食をしない状態で検査

を行います。検査前には、胃の蠕動運動を抑えて鮮明
な画像を得るため、上腕部に鎮痙剤(ちんけいざい)の
筋肉注射をします。但し７０才以上の方や、心臓病・甲
状腺の疾患・前立腺肥大の方には、注射いたしません。
問診の際、看護師が確認いたします。
次に胃を膨らませる発泡剤（炭酸）を飲みます。胃の

中では発泡剤から発生した炭酸ガスで胃が膨らみ、バ
リウムが内壁の方へ押しやられて付着します。二重造
影法で消化管の内壁をはっきりと写し出すためには、
内壁に薄くまんべんなくバリウムを付着させる必要
があります。そのため、透視台を動かしたり、患者さん
自身に体の向きを変えてもらったりして、バリウムを
胃の中で動かし、内壁全体に行き渡るようにしている
のです。検査にかかる時間はおよそ１０～１５分程度
です。当院においても、浜松市の胃がん検診として、上
部消化管X線造影検査を実施しております。ご希望の
方は、外来窓口にご相談ください。

のもとに行われています。
対象者は、浜松市中区在住の高齢者で、特定検診の際、基本チェッ
クリストと医師の判断により運動器機能向上トレーニングが必要と
判断された者（要支援・要介護状態に陥る恐れのある者）です。教
室は週１回、３ヶ月間、計１２回を１クールとしています。内容は、
血圧や脈拍などの健康チェックをした後、レクリエーションや運動
プログラム（筋力トレーニ
ング・バランストレーニン
グ）、リラクゼーションなど
を行っています。詳しくは
当院スタッフまでお問い合
わせ下さい。

次回は、転倒予防に役立
つストレッチについてご紹
介いたします。

食道

胃体部

十二指腸

3

4

1
2
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●  はじめに
「転ぶこと」「骨折」は非常に身近に起こり得る出来事ですが、実際に
以下のようなデータも得られており、一概に軽視できません。

転倒を経験した高齢者は、たとえ軽傷であったとしても心理面に強
い影響を受け、活動性が低下する危険性があり、様々な健康上の障害を
招くとも言われています。転倒・骨折を未然に防ぐことは、生活の質を
維持するためにもとても重要な課題となっています。

●  転倒・転落の原因
転倒・転落事故の主な要因として、加齢、慢性疾患（脳血管系・神経
系障害など）、歩行やバランス能の低下（反射的防御動作の衰え）、視機
能の低下、精神的ストレスやうつ、薬物服用、アルコールの多飲、生活
環境などが考えられています。

●  高齢者に多い骨折
大腿骨頸部骨折（図中①）、橈骨遠位端骨折（②）、上腕骨外科頸骨折

（③）、脊椎圧迫骨折（④）などが多くみられます。

●  介護予防教室
当院では、浜松市より委託を受け、地域支援事業の一環として介護予
防教室を開催しています。この取り組みは、身体機能の向上による転倒・
骨折予防だけでなく、住み慣れた地域での高齢者の生活を支える視点

転倒予防のための身体づくり① 作業療法士：中野志保　 理学療法士：井手寛和

特
集

一般にいうバリウム検査のことです。X線を透過
しない硫酸バリウムの乳化剤を飲み、食道から胃･
十二指腸までの上部消化管を造影し、テレビモニ
ターで観察しながらX線撮影し、それらの臓器の病
変を診断します。また、手術後の経過観察にも使わ
れます。

●上部消化管X線造影検査で何がわか
 るのか？
食道、胃、十二指腸の病気の発見と診断のために

行われます。特に食道がん、胃がん、胃・十二指腸潰
瘍の診断に欠かせない検査です。通常のX線検査と
違うのは、バリウムを飲んで、さらに発泡剤で胃を
膨らませて撮影するという点です。胃を膨らませ

て、その内面にバリウムを塗りつけた状態になるの
で、胃壁などに生じた病変を早い段階から発見するこ
とができます（二重造影法）。

●上部消化管X線造影検査はどのように
 行うのか？
当日の朝食を抜き、一切の飲食をしない状態で検査

を行います。検査前には、胃の蠕動運動を抑えて鮮明
な画像を得るため、上腕部に鎮痙剤(ちんけいざい)の
筋肉注射をします。但し７０才以上の方や、心臓病・甲
状腺の疾患・前立腺肥大の方には、注射いたしません。
問診の際、看護師が確認いたします。
次に胃を膨らませる発泡剤（炭酸）を飲みます。胃の

中では発泡剤から発生した炭酸ガスで胃が膨らみ、バ
リウムが内壁の方へ押しやられて付着します。二重造
影法で消化管の内壁をはっきりと写し出すためには、
内壁に薄くまんべんなくバリウムを付着させる必要
があります。そのため、透視台を動かしたり、患者さん
自身に体の向きを変えてもらったりして、バリウムを
胃の中で動かし、内壁全体に行き渡るようにしている
のです。検査にかかる時間はおよそ１０～１５分程度
です。当院においても、浜松市の胃がん検診として、上
部消化管X線造影検査を実施しております。ご希望の
方は、外来窓口にご相談ください。

のもとに行われています。
対象者は、浜松市中区在住の高齢者で、特定検診の際、基本チェッ
クリストと医師の判断により運動器機能向上トレーニングが必要と
判断された者（要支援・要介護状態に陥る恐れのある者）です。教
室は週１回、３ヶ月間、計１２回を１クールとしています。内容は、
血圧や脈拍などの健康チェックをした後、レクリエーションや運動
プログラム（筋力トレーニ
ング・バランストレーニン
グ）、リラクゼーションなど
を行っています。詳しくは
当院スタッフまでお問い合
わせ下さい。

次回は、転倒予防に役立
つストレッチについてご紹
介いたします。

食道

胃体部

十二指腸
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