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 No.114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

全館停電【年次点検】のお知らせ

インフルエンザ予防接種のご案内
インフルエンザ予防接種を開始します。
予約制となりますので、早めのご予約をお願いいたします。
　予約方法：ご予約は直接当院窓口にお越しいただくか、
下記時間内にお電話でお願いします。
　　・月～金曜日（14:00～16:00）
　　・予約電話　053-471-8337（外来窓口）
　　　　　※外来診察の際に医師に申し出ていただいても結構です。

「糖尿病のシックデイ･･･薬どうする？」
  ・基本動作シリーズ【3】椅子からの立ち上がり動作
  ・栄養だより　おから★おからのゴマ味噌和え★

当院では医療サービス改善のため、皆さまのご意見をお
伺いしております。
下記の日程で実施させていただきます。ぜひ、ご協力を
お願いいたします。
期間：2017年11月6日（月）～2017年11月19日（日）
アンケート回収場所：各病棟ナースステーション・総合受付・外来
　　　　　　　　　　受付・画像診断受付・リハビリ受付・玄関付近

利用者満足度調査にご協力お願いします！

日　時：2017年11月22日（水）18:30～
場　所：浜松市リハビリテーション病院 3階 第3リハビリテーション室
内　容：トランスファーの介助方法について（実技）、
　　　　日常生活動作への関わり
対象者：定員30名　介護福祉、ヘルパー、看護師等
申込締切：2017年11月10日（金）
問合せ先：053-471-8331（代表）　経営事務課　中道

リハビリテーション技術に関する
技術指導講習会のお知らせ

〒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

停電日時　　平成29年11月12日（日）12:30～15:00【予定】
　　　　　　　〔大雨順延〕：平成29年11月23日（木）

　当院の電気設備は3年に1度の法定点検が義務付けられています。
そのため、下記の日程で点検を実施いたします。その際、院内が非
常電源を除き停電しますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

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

えんげと声のセンター講演会を開催！えんげと声のセンター講演会を開催！

　10月10日当院で第5回えんげと声のセンター講演会を開催しまし
た。講師は東京慈恵会医科大学附属柏病院の神経内科医　谷口洋先生
をお迎えし、神経疾患の嚥下障害について動画も用いて分かりやすく
解説していただきました。院内外から集まった121名の参加者は熱心
に耳を傾けたいへん好評でした。



薬剤室　戸塚 淳子
とつか じゅんこ

糖尿病のシックデイ･･･薬どうする？

糖尿病の薬には、いろいろな種類があります。

薬についてご不明な点がありましたら薬剤師までお気軽に

お声をかけて下さい。

シックデイ時の経口血糖降下薬の調節方法　糖尿病の患者さんが風邪や感染症による発熱、下
痢、嘔吐、痛みなどにより、食事が十分とれなく
なったときを、「シックデイ」と呼びます。シックデ
イのときは、普段血糖コントロールが
良好な方でも血糖値が上がってしまい
高血糖となることがあります。シック
デイの際には薬に特別な対応が必要と
なりますので覚えておきましょう。

☆シックデイのときは・・・
●インスリン注射の場合
食事がとれていない状態でも継続し
なければならないインスリンがあり
ます。自己判断で中断・極端な減量
をしないようにしてください。

●内服薬の場合
薬の種類によって対応の仕方が異な
ります。また、食べることができた量によっ
て内服する薬の量を調節しなければならない
場合もあります。

患者さんの病状、普段の血糖コントロール状況、現
在の食事・水分の摂取状況、食事療法の遵守状況な
ども考慮して、対応が異なります。
　診察時に確認しておきましょう。また、不安な時
は主治医に連絡をしましょう。

　当院では上表を参考にして医師、看護師、その他
のスタッフと対応を共有しています。



基本動作シリーズ
【3】椅子からの立ち上がり動作

①足を引く（膝を曲げる）

①膝に手をつく ②手で椅子を押す

③手すりを使う ④座面が高い椅子を選ぶ

②お辞儀をする

③立ち上がる

こうおんしょうがい

嚥下内視鏡検査

Poin
t!

立ち上がり動作は4つの動作に区切られます。

立ち上がりが難しいときは．．．

理学療法士　鈴木 千尋　安井 萌
すずき ちひろ やすい めぐみ

※個人によって動作方法が異な
ります。
　詳しくは、
　当院リハビリスタッフまで
　お気軽にお声かけください。

④足を伸ばしながら身体を起こす

膝を伸ばしたままでは
立てない！

重心が後ろに
残らないようにする！
→つま先に体重を乗せる。



　おからは食物繊維が豊富です。100g中
11.5gも含まれており、これはごぼうの
約2倍に当たります。そのため便秘予防
になりますし、コレステロールなどの有
害物質を吸収排泄する働きもしてくれま
す。大豆成分であるサポニンも豊富で、血管を若返らせたり、肥満の抑
制にも効果が期待できます。

外来診療担当医一覧表

フライパンに油をひいて、おからを炒める。
①に顆粒だし、水大さじ3（分量外）を入れて混ぜ、粗熱をとる。
人参、アスパラガスは食べやすい大きさに切り、茹でて冷ます。
みそ、すりごま、砂糖を混ぜて、その中に2と3を入れて和える。
青ネギを小口切りにしてのせる。

【作り方】
①

②

③

④

⑤

月

午前
午後

午前

午後

重松
小川（第1･2･3･5週）

杉（第1週）

相井（第2週）

太城（第3週）

鄭（第4週）

市川 市川 交代制 中村

午後

午前 尾藤
桐村

（肩・肘）
棚橋（11/16～）

長野
町田

桐村（肩・肘）

滝（足の外科）
（第1・3・5週）

╭ ╮
┃ ┃
┃ ┃
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町田

尾藤
桐村
船越

尾藤
桐村

尾藤小林

藤島
昆

片桐
（第1・3週）

（高次脳）

昆
高次脳

自動車運転

藤島
金沢

中村
大久保

金沢
（嚥下音声）

谷口（第2週）

（神経内科）

重松
髙橋

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

☆おから☆

おからのゴマ味噌和え
材料（2人分）

・おから・・・・・・・・・・・50g
・サラダ油・・・・・小さじ1
・顆粒だし・・・・・小さじ1
・人参・・・・・・・・・・・・・30g
・アスパラガス・・・・・30g
・青ネギ・・・・・・・・・・・・2g
・みそ・・・・・・・・・大さじ1
・すりごま・・・・・大さじ1
・砂糖・・・・・・・・・小さじ1

【1 人分あたりの栄養価】エネルギー 134kcal、たんぱく質 5.0g、脂質 7.0g、
炭水化物 13.0g、塩分 1.5g、食物繊維 5.0g

軟 菜 食…材料を切る際に人参、アスパラガスはみじん切りにします。ねぎは除
きます。

移行食・嚥下食Ⅲ…ねぎを除いて完成した物をミキサーにかけます。そのときだ
し汁を少しずつ加えパサツキをなくします。

シダックスフードサービス株式会社　管理栄養士　竹田 圭衣子

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
伊藤（第1・3・5週）

大野（第2・4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。
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