
65 歳からの肺炎予防接種（肺炎球菌ワクチン）
  ・正しい口腔ケアの大切さをご存じですか ?
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外来診療担当医一覧表
受付時間 月～金曜日　8:30～11:00　13:30～16:00
 （土･日曜日･祝日は休診）
◆外来予約･問合せ先　☎053-471-8337（外来窓口）
◆翌日以降の電話予約は、平日14:00～16:30にお願いします。
◆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。

内科・リハビリテーション科（嚥下音声・神経内科・高次脳）

●内科
月

市川

市川

火

水嶋

水嶋
大久保

水

市川

市川

木

水嶋

水嶋

金

中村

中村

午前

午後

整形外科・専門外来（スポーツ整形外科）

●整形外科
月 火

町田 町田
桐村

尾藤
桐村

水

安間

木

高橋

金

午前

午後

●スポーツ整形外科（専門外来）
月 火

高橋（第2・4週）
滝※（第1・3・5週）

尾藤
船越※

安間
桐村

小林※
高橋

安間
尾藤

水 木 金

午前

午後

●リハビリテーション科
月

藤島

火
藤島
金沢※

西村
重松

重松
伊藤

藤島
國枝※

金沢※
藤島
谷口※

（第2週のみ）
片桐※

（第1・3週）

水 木 金

午前

嚥下音声

神経内科

高次脳

※非常勤医師

注）スポーツ整形の午後診療は、15：00～となります。

午
後

新病院の出入口・駐車場工事新病院の出入口・駐車場工事

　昨年11月より始まっている病院出入口・駐車場の工事も完成を目指して着々と進

んでいます。2015年11月には、全ての外構工事が終わる予定です。工事期間中ご利

用の皆さまには大変ご不便をお掛けしておりますが、引き続きスタッフ一同、患者さ

んの療養環境の充実に努めてまいります。何卒、ご理解の程宜しくお願いいたします。

【完成予定図】【完成予定図】



■65歳を過ぎると肺炎による入院が増えます！

　元気なようでいても 65 歳を過ぎ

ると、肺炎による入院が多くなるこ

とがわかっています。原因菌の中で

最も多いのは、「肺炎球菌」で全体の

約30％を占めます。肺炎球菌は通常、

ヒトの鼻やのどの奥にいておとなしくしていますが、

体力や抵抗力が落ちた

りすると体内に入り込

んで肺炎などの病気を

引き起こすのです。

　肺炎は主な症状が、

せき、発熱、たんなど、

かぜの症状と似ている

ため、“かぜをこじらせたもの”と考えられがちですが、

肺炎とかぜはちがいます。肺炎では、病原体が、酸素

と二酸化炭素のガスの交換を行う肺胞に感染して炎症

を起こします。このガス交換に障害が生じると、息切れ、

黄色～緑色や鉄さび色のたん、38 度以上の高熱などの

症状が長く続き、一般的なかぜよりも症状が重くなり、

入院治療が必要な場合もあります。

■大人だってワクチンで健康維持！

　全ての肺炎を予防できるわけではありませんが、肺

炎球菌による肺炎に対してもワク

チンが開発されていて、医療機関

で接種できるようになっていま

す。このワクチンの効果は 5 年程

度持続するため、毎年接種する必

要がありません。ワクチン接種により、加齢とともに

落ちてくる免疫力の維持が期待できます。この結果、

病原体が体内に侵入しても発症を予防したり、症状を

軽くすませたりすることができるのです。

★肺炎球菌ワクチン定期接種の接種対象年齢

　平成 26 年 10 月より肺炎球菌ワ

クチンが定期接種になりました。定

期接種とは自治体が実施する予防接

種のことで、公費助成が受けられま

す。65 歳の方が対象となりますが、

平成 27～ 30 年度までの経過措置

として、各年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、

95 歳、100 歳になる方も対象となります。その他の

年齢の方は任意接種となります。

　病気や障害により定期接種の対象になる場合もあり

ますので、くわしくはかかりつけ医にご相談ください。

また当院でも各種予防接種を行っております。ご希望

の方は、外来窓口にお問い合わせください。

65 歳からの肺炎予防接種（肺炎球菌ワクチン）
薬剤師　樋川 昭

【肺炎球菌の電子顕微鏡写真】
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言語聴覚士　石垣 亮太　　歯科衛生士　橋詰 桃代

　誤嚥性肺炎は、口腔機能や日常生活自立度が低下した高齢者に多く、平成
２３年度の人口動態統計では、脳卒中を上回り死因の第３位となりました。
このため肺炎予防の観点からも正しい口腔ケアは非常に重要となります。今
月は、誤嚥性肺炎を防ぐために有効と言われている口腔ケアについてお話し
致します。

【誤嚥性肺炎とは･･･】
食べ物や唾液などが気管に入って
しまうことを誤嚥（ごえん）といい、
誤嚥が原因で起こる肺炎を誤嚥性
肺炎といいます。

【誤嚥性肺炎と口腔衛生の関係】
・唾液の分泌低下や唾液による自浄作用の低下
・咀嚼（そしゃく）や嚥下に必要な運動、感覚の低下

それに伴う食物の残留などで口腔内細菌が増殖

口腔内が不衛生になると口腔や咽頭が汚染される

汚染された分泌物を誤嚥することにより細菌が肺に入り、
誤嚥性肺炎につながる危険性がある。

【最後に･･･】
・汚染の有無、入れ歯の有無、口腔内に問題はないかなど、しっかり観察しましょう。
・道具の使い方をしっかり理解して正しい使い方をしましょう。
・口腔ケアは嚥下訓練や誤嚥性肺炎の予防として重要です。
・口腔内に汚れが蓄積しないために日々の口腔ケアが重要です。

以上が大切なポイントです。しっかりと口腔ケアを行い、肺炎を起こさないよ
う気を付けていきましょう。

正しい口腔ケアの大切さをご存じですか ?

肺
気管

唾液、異物、
細菌など

食道

誤嚥性肺炎を予防するためにも毎日の口腔ケアで
口の中を清潔に保つことが重要になります。



☆菜の花☆

菜の花と筍のあさり蒸し

【栄養】ほんのりとした苦みがくせになる菜の花。春の野菜と思
われがちですが、実際は冬から春にかけて出回る野菜です。ぷっ
くりとしたつぼみ、太い茎、柔らかい葉を丸ごと食べることので
きる、季節感が満点の花野菜です。また、含まれている栄養素の
種類と量が豊富なことでも知られています。特に多いのがビタ
ミンB1、ビタミンB2、カルシウム、カリウム、食物繊維です。これらの栄養素は、野
菜の中でもトップクラスの含有量です。その他に、女性に不足しがちな葉酸や鉄な
どのミネラルも含まれています。春の食卓に菜の花料理を一品プラスするだけで、
効率的に幅広い栄養を摂取することができるのでおすすめです。

【選び方】つぼみが小さく、そろっているものを選びましょう。花が咲いてしまっ
ていると、味が落ちているので避けた方がよいです。さらに茎は柔らかく、切り口
がみずみずしいものがよいです。 葉の色は鮮やかなグリーンのものが新鮮です。

【保存方法】乾燥に弱いので、ビニール袋か新聞紙に包みます。畑に生えていると
きと同じ状態になるように、立てて冷蔵庫の野菜室で保存します。余ってしまう場
合は、塩茹でして硬く絞り、ラップでくるみ冷凍保存します 。

材　料（2人分）

あさり貝
にんにく

（みじん切り）
オリーブオイル

………30個

……大1
…大3

筍の水煮
菜の花
白ワイン（または酒）
白だし醤油

…１パック（約500ｇ）
…………1束（約200ｇ）

……200cc
………………小１

フライパンにオリーブオイル、にんにく、あさりを入れて火を点ける。
にんにくが香ったら、白ワインを入れてアルコールを飛ばす。
白だし醤油を入れて、あさりの口が開いたものから一旦取り出しておく。
あさりを取り出したフライパンに、筍を入れて沸騰したら5分程煮る。
菜の花を入れて、ざっくり混ぜ合わせたら、あさりを戻して再び沸騰したら出
来上がり!

【作り方】
1.
2.
3.
4.
5.

・アサリ…バットにあさりの殻が半分くらい隠れるまで塩水を入れ､新聞紙をかぶ
　　　　  せて2時間ぐらい置き、砂出しする。
・菜の花… 茎の根元を1cmほど切り、シャキッとするまで水に活けておく。
・　筍　…縦半分に切り、さらに写真のような三角になるよう縦に切る。

【下処理】

（1人分栄養価）エネルギー：212Kcal　たんぱく質：8.7g　脂質：10.5g　炭水化物：12.1g
カリウム：515mg　カルシウム：198mg　ビタミンB1：0.19mg
ビタミンB2：0.37mg　食物繊維：5.6ｇ　塩分：1.2ｇ

栄養士　永井 穂波

第46回浜松リハビリテーション
セミナーのお知らせ

看護師さん募集
　リハビリテーション看護は患者さんの笑顔に
多く出会えます。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先：経営事務課 川合・小松
TEL：053-471-8331
E-mail：info@hriha.jp

日　時：2015年2月18日（水）
　　　 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 5階
テーマ：「在宅生活を支えるリハスタッフの仕事」
　　　  ～訪問サービスの視点から～
講　師：河本 のぞみ 様
　　　 （訪問看護ステーション住吉 作業療法士）
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
　　　 ※当日会場へお越し下さい。

浜リハコンサートのご案内
日　時：2015年2月18日（水） 16：00 ～
場　所：第１理学療法室
内　容：当院職員の演奏による手作りのコ

ンサートです。多くの懐かしい曲の
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。

（注）新卒採用のお問い合わせは、
　　 聖隷福祉事業団ホームページをご覧ください。
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　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。

内科・リハビリテーション科（嚥下音声・神経内科・高次脳）

●内科
月

市川

市川

火

水嶋

水嶋
大久保

水

市川

市川

木

水嶋

水嶋

金

中村

中村

午前

午後

整形外科・専門外来（スポーツ整形外科）

●整形外科
月 火

町田 町田
桐村

尾藤
桐村

水

安間

木

高橋

金

午前

午後

●スポーツ整形外科（専門外来）
月 火

高橋（第2・4週）
滝※（第1・3・5週）

尾藤
船越※

安間
桐村

小林※
高橋

安間
尾藤

水 木 金

午前

午後

●リハビリテーション科
月

藤島

火
藤島
金沢※

西村
重松

重松
伊藤

藤島
國枝※

金沢※
藤島
谷口※

（第2週のみ）
片桐※

（第1・3週）

水 木 金

午前

嚥下音声

神経内科

高次脳

※非常勤医師

注）スポーツ整形の午後診療は、15：00～となります。

午
後

新病院の出入口・駐車場工事新病院の出入口・駐車場工事

　昨年11月より始まっている病院出入口・駐車場の工事も完成を目指して着々と進

んでいます。2015年11月には、全ての外構工事が終わる予定です。工事期間中ご利

用の皆さまには大変ご不便をお掛けしておりますが、引き続きスタッフ一同、患者さ

んの療養環境の充実に努めてまいります。何卒、ご理解の程宜しくお願いいたします。

【完成予定図】【完成予定図】




