
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

看護師さん募集看護師さん募集

※非常勤医師

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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新しい年になり、早1ヶ月が経過しました。
今年は浜松市リハビリテーション病院の新しい建築計画が
スタートする年です。
新しい建築では、豊かな花と緑に囲まれた自然環境を生かし
ながら、安心してリハビリテーションに取り組み、少しでも早
く自宅に帰れるよう建物・設備の充実を図りたいと考えてお
ります。
市民に愛され、地域の皆さまの期待に応えられる病院づくりを
目指してまいりますのでご理解ご支援をお願い致します。　　

事務長　服部 東洋男

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/
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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
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

お知らせ

●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）

交代制（第2・4週）
重松（第1・3・5週）

【　 】

【　 】

【　 】

栄養だより

国産が冬から春にかけて収穫され、2月頃
が最盛期となりますが、輸入物をあわせると通年安定して出荷さ
れています。洋なし等と同様に追熟する果実で、収穫後一定期間
置くことで果肉がやわらかくなります。硬い時はりんごと一緒に
ポリ袋に入れ、暖かいところに置いておくと追熟し、美味しくな
ります。
ビタミンCが 100g中約 70mg前後（みかんの約 2倍）と豊
富に含まれているため、風邪予防や疲労回復、肌荒れに効果があ
ります。食物繊維もネギ等の野菜と同程度含まれているため、整
腸作用があり、便秘の改善も期待できます。またアクチニジンと
いう蛋白質分解酵素が含まれているため、肉や魚と一緒に調理す
ると軟らかく仕上がり、消化を助けてくれる働きもあります。

【作り方】
1．キウイフルーツは洗って皮をむき、2～3cm角に切る。
2．全ての材料をミキサーに入れて混ぜる。
※ミキサーにかけすぎるとキウイフルーツの種がつぶれて色が黒
くなるのでザッとかける程度がおすすめです。
3．グラスに注いで完成 !! お好みでキウイフルーツを飾っても良
いです。

（栄養成分1人分）エネルギー138kcal　たんぱく質4.0g　炭水化物17.3g　脂質3.5g
塩分 0.1g　ビタミンC 69mg

管理栄養士　井上　絵里

キウイフルーツ

キウイフルーツのヨーグルトドリンク簡単
レシピ

材　料（2人分）

キウイフルーツ ……………… 2個
プレーンヨーグルト…………… 100ml
牛乳 ……………………… 100ml
蜂蜜（砂糖でも可）…… 小さじ 2～（お好みで）

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。

◆一般整形外科外来
毎週月～金（8：30～11：00）

◆スポーツ整形専門外来
毎週月・水・木（15：00～17：00）
（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）

当院の整形外科についてのご案内

患者さんの送迎や花壇のお手入れ、患者さん
のケア物品のお手伝い、趣味や特技を生かし
た活動など…皆様で病院のボランティアに参
加されませんか？是非！お待ちしております。
問い合わせ先：医療福祉相談室
T E L：053 - 471 - 8351

病院ボランティア募集 !! 当院の西棟3階から見ることができる富士山
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ながら、安心してリハビリテーションに取り組み、少しでも早
く自宅に帰れるよう建物・設備の充実を図りたいと考えてお
ります。
市民に愛され、地域の皆さまの期待に応えられる病院づくりを
目指してまいりますのでご理解ご支援をお願い致します。　　
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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
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

お知らせ

●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）

交代制（第2・4週）
重松（第1・3・5週）
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栄養だより

国産が冬から春にかけて収穫され、2月頃
が最盛期となりますが、輸入物をあわせると通年安定して出荷さ
れています。洋なし等と同様に追熟する果実で、収穫後一定期間
置くことで果肉がやわらかくなります。硬い時はりんごと一緒に
ポリ袋に入れ、暖かいところに置いておくと追熟し、美味しくな
ります。
ビタミンCが 100g中約 70mg前後（みかんの約 2倍）と豊
富に含まれているため、風邪予防や疲労回復、肌荒れに効果があ
ります。食物繊維もネギ等の野菜と同程度含まれているため、整
腸作用があり、便秘の改善も期待できます。またアクチニジンと
いう蛋白質分解酵素が含まれているため、肉や魚と一緒に調理す
ると軟らかく仕上がり、消化を助けてくれる働きもあります。

【作り方】
1．キウイフルーツは洗って皮をむき、2～3cm角に切る。
2．全ての材料をミキサーに入れて混ぜる。
※ミキサーにかけすぎるとキウイフルーツの種がつぶれて色が黒
くなるのでザッとかける程度がおすすめです。
3．グラスに注いで完成 !! お好みでキウイフルーツを飾っても良
いです。

（栄養成分1人分）エネルギー138kcal　たんぱく質4.0g　炭水化物17.3g　脂質3.5g
塩分 0.1g　ビタミンC 69mg

管理栄養士　井上　絵里

キウイフルーツ

キウイフルーツのヨーグルトドリンク簡単
レシピ

材　料（2人分）

キウイフルーツ ……………… 2個
プレーンヨーグルト…………… 100ml
牛乳 ……………………… 100ml
蜂蜜（砂糖でも可）…… 小さじ 2～（お好みで）

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。

◆一般整形外科外来
毎週月～金（8：30～11：00）

◆スポーツ整形専門外来
毎週月・水・木（15：00～17：00）
（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）

当院の整形外科についてのご案内

患者さんの送迎や花壇のお手入れ、患者さん
のケア物品のお手伝い、趣味や特技を生かし
た活動など…皆様で病院のボランティアに参
加されませんか？是非！お待ちしております。
問い合わせ先：医療福祉相談室
T E L：053 - 471 - 8351

病院ボランティア募集 !! 当院の西棟3階から見ることができる富士山



手足の筋肉のつっぱり＝痙縮（spasticity）について
リハビリテーション科　中尾 真理

参考資料：高齢者の入浴 http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/kiki/bath/bath_3.htm
参考文献：『はじめての住宅改修、入浴、トイレ』 財団法人保健福祉広報協会

れんしゅく

今回は、浴室の改修ポイントについて説明していきます。

◎改修のポイント
つまずきやすい浴室の出入り口の段差、水にぬれた洗い場での移動、
片足立ちになる浴槽への出入りなど浴室内の動作は身体が不安定になり
がちです。安全に入浴するためにも、浴室内の広さや段差、身体状況に合
わせて改修していくことがポイントです。

◎浴室内の環境設定
浴室の住宅改修のポイント（下図参照）
●ドアの種類（開き戸から引き戸への変更など）
●段差の解消（床上げ・床下げなど）
●床面の材質（乾きやすいものへ変更など）
●手すりの設置（下図参照）
●物品の設置（シャワーチェアや浴槽内椅子など）
 

住宅改修のポイント②「浴室」 理学療法士：杉山 大祐　作業療法士：山田 祐花子

特
集

今回は脳梗塞・脳出血・脊髄損傷の麻痺に伴って
多くの患者さんを悩ませる痙縮についてご説明しま
す。痙縮とは麻痺した腕や脚の筋肉が緊張しすぎて
動かしにくかったり、勝手に「ガクガク」と動いてし
まう状態のことを言います。

●どうしておこるの？
痙縮は通常、筋肉が勝手な動きをしないように制
御している脳・脊髄の損傷によって起こります。そ
のため脳梗塞、脳卒中などの脳血管障害、脳性麻痺、頭部外傷、無酸素脳症、
脊髄損傷、多発性硬化症など、さまざまな疾患が原因となり、麻痺をきた
している腕や脚に起こります。欧米の調査では脳血管障害の発作3ヶ月後
に19％、12ヶ月後に38％の患者さんに痙縮が起こっていたとの報告も
あります。

●痙縮の症状は？
痙縮では、手指が握ったままとなり開こうとしても開きにくい、ひじが
曲がる、足先が足の裏側のほうに曲がってしまうなどの症状がみられま
す。痙縮を起している関節をほかの人が早く動かしたとき抵抗が強く、
ゆっくり動かすと抵抗が弱くなります。痙縮があると上着を着たり、何か
を取ろうと手を伸ばすことなどが難しくなったり、手を開きづらくなるた
め清潔を保てなかったり、物をつまむことが困難になるなど、日常生活に
支障をきたすことがあります。また、介護をするうえでも、車いすで座っ
た姿勢を保つことが困難になったり、膝や足の関節が伸びた（もしくは曲
がった）まま歩行しなければならず、不自然な歩行になったりします。
ただ、痙縮は必ずしも悪いものばかりではなく、患者さんの中には膝の
痙縮を利用して立つことや歩くことができる方もおり、そのような方はむ
やみに痙縮を弱めると立てなくなってしまう場合があります。

 ●痙縮を弱めるためにできること
痙縮を弱めるためにはいくつかの方法があります。まず、いやな刺激（痛
みやストレス）は痙縮を強めるため、取り除くことが大事です。例えば、
痛み、精神的ストレス、寒さは痙縮を強める要因になります。痙縮のある
筋肉の程よいストレッチや関節の可動域訓練はお勧めできます。（痛みが
あると逆効果になりますので、強さや程度など医療スタッフに相談して
行ってください）

●より積極的な治療として
痙縮に対するより積極的な治療としては、現在以下のような治療方法があ
ります。
① 内服薬
ダントロレンナトリウム・チザニジン・バクロフェン・ジアゼパム・トル
ペリゾンなどがあり、さまざまな仕組みで緊張している筋肉を緩めますが、
全身の筋肉に働くため、問題のない部位の筋肉に脱力を生じる場合もありま
す。また眠気や肝機能障害などの副作用を生じる場合もあります。
② 神経ブロック
筋肉を緊張させている神経や神経と筋肉の接続部分ににフェノールやアル
コールを注射し神経の伝達を遮断します。
③ ボツリヌス療法
ボツリヌストキシンという物質を緊張している筋肉内に注射する治療です。

（美容整形の分野では「皺とり薬」として知られていますね。）腕・脚の痙縮に
対しては2010年 10月から保険適応になり、当院でもこの治療を受けてい
ただくことが可能です。ボツリヌストキシンというのはボツリヌス菌が作り
出す天然のたんぱく質です。ボツリヌス菌そのものを注射するわけではない
のでボツリヌス菌に感染する危険性はありません。筋肉に注射することで、神
経が筋肉に収縮を命じる際に出す「アセチルコリン」という物質を出させない
ようにし、筋肉の緊張を緩めます。ただしこの注射の効果は3～ 4か月程度
で消えてしまうため、治療を繰り返し行うことが必要な場合もあります。
④ クロフェン髄注（ITB療法）
重症の痙縮患者さんの場合には、バクロフェンという薬剤の入ったポンプ
を体内に埋め込み、直接脊髄腔（脊髄の周辺）に投与します。薬剤ポンプはコ
ンピューターで制御され、2～ 3か月に 1回注射で薬剤を補充します。（当院
では行っていません。）
⑤ 外科的治療法
変形して固まってしまった部分を矯正する手術（アキレス腱の延長術など）
顕微鏡下で痙縮の経路となる神経を切除する手術（神経縮小術）などがあり
ます。
⑥ 頻度経皮的電気刺激（TENS)
鍼で電気的刺激を与える治療です。（当院では行っていません。）
患者さんの痙縮の強さ　部位　状態などによりそれぞれ適切な治療法は異
なりますので、痙縮でお困りの方は主治医の先生と相談してみてください。

◎脱衣室について
立って着脱衣を行なう場合には、安定して立っていられるか，片足
立ちが出来るか等といった身体機能の違いにより対処の方法が異なり
ます。手すりあるいは支持物の設置をご検討ください。
座って着脱衣を行なう場合には、
背もたれ付きあるいは肘掛け付き
の椅子の設置した方が安全です。脱
衣所にスペースが無い場合は、居
室・寝室での着脱衣という方法も
あります。

◎福祉用具について
「身体を洗う」「湯につかる」など、入浴にともなう動作は、身体状況
により負担や危険を伴います。ご本人の自立を支援するため、また介
助者の負担を軽減するために、現在の浴室の状況や身体機能を考慮し
て、入浴をサポートする用具を上手に活用しましょう。

すのこ（洗い場と脱衣所の段差解消のため） 吸盤式滑り止めマット

浴槽固定手すり シャワーチェア

バスボード 浴槽内椅子
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鍼で電気的刺激を与える治療です。（当院では行っていません。）
患者さんの痙縮の強さ　部位　状態などによりそれぞれ適切な治療法は異
なりますので、痙縮でお困りの方は主治医の先生と相談してみてください。

◎脱衣室について
立って着脱衣を行なう場合には、安定して立っていられるか，片足
立ちが出来るか等といった身体機能の違いにより対処の方法が異なり
ます。手すりあるいは支持物の設置をご検討ください。
座って着脱衣を行なう場合には、
背もたれ付きあるいは肘掛け付き
の椅子の設置した方が安全です。脱
衣所にスペースが無い場合は、居
室・寝室での着脱衣という方法も
あります。

◎福祉用具について
「身体を洗う」「湯につかる」など、入浴にともなう動作は、身体状況
により負担や危険を伴います。ご本人の自立を支援するため、また介
助者の負担を軽減するために、現在の浴室の状況や身体機能を考慮し
て、入浴をサポートする用具を上手に活用しましょう。

すのこ（洗い場と脱衣所の段差解消のため） 吸盤式滑り止めマット

浴槽固定手すり シャワーチェア

バスボード 浴槽内椅子


