
「病棟訓練 リハビリのない時間はどう過ごしているの？」
  ・リハ Keyword　呼吸リハビリテーション ～③日常生活動作について～
  ・栄養だより　秋刀魚（さんま）★さんまと秋なすの甘辛炒め★

東棟３階病棟オープン東棟３階病棟オープン

　１０月１日から東棟３階病棟（一般病棟４５床）がオープンし、回復期病棟

８８床と併せて合計２２５床となります。東棟の３階にあり、非常に明るく

景色の良い病棟です。旧病院棟から新病院棟に移転し正面玄関は、あと僅か

で完成いたします。ひき続き、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。
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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14:30～16:30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

藤島
國枝※

金沢※
藤島
谷口※

（第2週のみ）
片桐※

（第1・3週）

水 木

重松

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。
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後
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病棟訓練 リハビリのない時間はどう過ごしているの？
東棟１階病棟　葉山 祐子

　当院に入院される患者さんは、リハビリテーショ

ンによる機能や能力の回復を目的に入院されます。

入院されるときの病状や症状により異なりますが、

療法士が関わりリハビリをする種類は「理学療法」

「作業療法」「言語療法」に分かれています。入院中、

集中的にリハビリを実施する時間は午前と午後に分

けてそれぞれ40分から60分程度です。

　では、リハビリをする時間以外は何をして過ごしているのでしょう

か？リハビリを目的として入院された患者さんは退院後の生活をどう

過ごされるのかを検討、訓練しているため入院中の全ての動作がリハ

ビリにつながっていると考えることが出来ます。

　病室で自主トレーニングが可能な患者さんには、各療法士がメニュ

ーを作成し提供しています。それ以外にも機能や能力の回復に寄与す

る一つの手法として当院では看護師の介助による病棟訓練を実施して

います。

　ベッドサイドで患者さんが立ち上がったり座ったりを繰り返しその

前に看護師がいる風景をご覧になられている方もいらっしゃるかもし

れません。これは当院では「起立訓練」と呼び、筋力強化や耐久性の向

上を図ったり、安定して立ち上がる動作が行えるように促しています。

立ち上がる動作は日常生活のあらゆる場面で必要であり、患者さんの

退院後の生活を送られる中でもご自身がやりたいことを自発的に行え

るきっかけとなったり、介助をする側のご家族の負

担の軽減にも重要な役割を果たしています。

　起立訓練の他にも病棟では、患者さんに必要な動

作に応じて「車椅子駆動訓練」や「歩行訓練」などの

訓練も提供しています。

　これからも、入院される患者さんの機能や能力の回復を一緒に目指

せる病院として、病棟訓練の充実に努めて行ければと考えております。

　起立訓練を行っているときのポイントと注意点を紹介します。

＜ポイント＞ベッドサイド、L字柵を使用して行います。

①患者さんには、膝の曲がっている角度が90度程度になるようベッ

ドサイドに腰掛けていただきます。

②足元は靴を履き（もしくは滑り止めマットを使用）、座った姿勢を安

定させます。

③介助者は患者さんの正面、または隣に座り安全を確保します。

④患者さんにお辞儀をするように身体を前へ倒していただき、おしり

が上がった所から顔を前に向けて立ち上がるよう声をかけます。

⑤筋力が弱い方や立ち上がる際にふらつく方は、介助者が支えながら

動作を行います。

⑥立ち上がったらできる限り背筋を伸ばし、

ご自身で立つ感覚を確認していただきます。

⑦再び患者さんにお辞儀をするように身体を

前へ倒していただき、腰が曲がったところ

で膝もゆっくり曲がるように促し腰掛けた

姿勢に戻ります。

   　座る際は勢いよくならないようゆっくり行

い、安全の確保をして行いましょう。
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作業療法士　加藤 彩那呼吸リハビリテーション
 ～③日常生活動作について～
　日常生活動作の訓練では、まず息切れを誘発しやすい効率の悪い動作
を修正し、息切れを軽減させる方法の獲得や呼吸に合わせた動作の実施
など、動作自体に対する訓練をしています。また、周りの環境を整備し効
率よく動けるようにする方法もあります。今回はこれらの方法をいくつ
か紹介します。
【息苦しい動作の例】
☆腕を上げる（胸郭の動きを制限）  ☆息を止める
　・高い所の物をとる 　・洗濯物を干す  　・排便 ・洗顔
　・洗髪 　　　　　　　・上着の着脱

☆反復する ☆腹部を圧迫する
　（力を入れ続け、スピードがつきやすい） 　（横隔膜の動きを制限）
　・体を洗う　　 ・掃除機をかける  　・靴下やズボンをはく

【基本的なＡＤＬ指導方法のポイント】
①呼吸パターンに合わせてゆっくり動作を行う。
②息切れの強い動作では、動作の開始時に息を吐きながら実施する。
　口すぼめ呼吸（口をすぼめてゆっくりと息を吐く）を意識する。
③息切れを感じたら、動作の途中で休憩を入れる。
④一つの動作が完了したら、安静状態に回復してから次の動作を開始する。
⑤動作に応じて方法や手順を変更する。
⑥動作を簡略化する。
⑦できる日常生活動作とできない日常生活動作を把握してもらう。
⑧環境を整備する。（シャワーチェアーの使用、シャンプーを手の届きや
　すいところに置く）

【代表的な活動のポイント】
●入浴
・入浴は脱衣から始まり、洗髪、体を洗う、湯舟につかる、体を拭く、着
衣など、息苦しくなりやすい動作が多く含まれています。

（１）洗髪
・入浴動作の特徴としては両手の頻回な反復動作と
腕の挙上があげられます。

・洗髪動作を両手ではなく、片手で実施しましょう。
・無意識に息を止めている場合があるので、ゆっく
りと息を吐くように意識します。

・シャンプーハットを使用することで、息を止める
ことを避けます。

（２）体を洗う
・反復動作なのでスピードが速くなり、また力を入
れ続けるために息苦しくなります。

・ゆっくりと、動作に合わせて息を吐きながら実施
しましょう。

・背中を洗う時は、長めのタオルを使用しましょう。
タオルが短いと腕を高く挙げなくてはならず呼吸
がしづらい姿勢となってしまいます。

●着替え
・衣服の着脱の際に畳や床に座って行うと、大きく
姿勢を変えたり無理な姿勢をとらなければなりま
せん。椅子に座って行いましょう。

・靴下やズボンをはく時は、足を組んで腹部の圧迫
を少なくすれば、比較的楽に行えます。

・パンツとズボンをはく時には、立ち上がり動作を
１回にするように心がけます。

【参考文献】
息切れでお悩みの方へ 楽にできる！日常生活動作のコツ
作業療法学全書 改訂第３版 第４巻 作業療法治療学１ 身体障害



☆秋刀魚

さんまと秋なすの甘辛炒め

【栄養】秋の季語にもなっている秋刀魚は、安くて栄養満点

の大衆魚の代表として昔から親しまれています。北の海か

ら南下を始める9月頃より次第に脂が乗りはじめ、銚子沖

に降りてくる10月下旬には美味しさも栄養価もピークを迎えます。魚の脂の成分

であるDHA※1やEPA※2は、肉の脂と違い固まりにくい性質を持つため、脳細胞や血

管細胞をしなやかにし、血液をサラサラにするなどの生理作用を発揮するといわれ

ています。結果として、動脈硬化や高血圧の予防をはじめ、認知症の改善や予防、学

習能力や運動機能の向上などの効果が期待できます。これらは体内で合成できな

いため、旬のこの時期に青魚を食べる事は非常におすすめです。身も、良質なたん

ぱく源であるとともに、特に血合いの部分には貧血に効果的な鉄やビタミンB2、ま

たカルシウムの吸収率をアップさせてくれるビタミンDも豊富に含まれます。

【選び方】表面が銀色に輝いて張りがあり黒目のまわりが透明で澄んでいるもの、

口先が黄色く丸々と太っているものを選ぶのが、新鮮で脂乗りの良い秋刀魚を見分

けるポイントです。 　　　　　　 ※１：ドコサヘキサエン酸　※２：エイコサペンタエン酸

材　料（2人分）

さんま
塩
なす
青じそ
小麦粉
ごま油

…………2尾
………………少々
………………1個
…………10枚
…………適量
………大さじ1

赤味噌
酒
みりん
砂糖
生姜
水
片栗粉

…大さじ1 1/2
…………大さじ1
………大さじ2
………小さじ1
………1/3かけ

…………大さじ2
……小さじ1/4

さんまは頭と尾を切り落とし、5～ 6㎝長さの筒切りにする。割り箸などでわた
を取り除いてよく水洗いし、軽く塩をして染み出た臭みの水分を拭く。
なすはへたを取って食べやすい大きさに切る。青じそは千切りにする。生姜は
すりおろし、aを混ぜ合わせておく。
1.のさんまに小麦粉をまぶす。
フライパンにごま油を熱し、3.のさんまを転がしながら焼く。フライパンのあ
いているところになすを入れて焼く。
4.に火が通ったら、aを回し入れ、香ばしく炒め上げる。器に盛って、青じそをのせる。

【作り方】
1.

2.

3.
4.

5.

（1人分栄養価）エネルギー：362kcal　たんぱく質：14.6g　炭水化物：22.8g　糖質：17.9g
塩分：1.7g　ビタミンB2：0.42mg　ビタミンD：22.8μg　鉄：2.1mg

管理栄養士　山本 加菜子

第６回 浜リハ祭開催のご案内

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・増尾
TEL：053-471-8831
E-mail：info@hriha.jp　（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。

インフルエンザ予防接種のご案内

浜リハ祭「写真コンクール」
作品募集のお知らせ
　テーマ「○○といっしょ」または「自由課題」で作品を募集します。被写
体の種類は問いません。お一人につき各テーマ１点までの応募とさせてい
ただきます。１１月１日（土）の浜リハ祭会場にて優秀作品を表彰致します。
応募方法：詳細については院内掲示板・病院ホームページに掲載致します。
締め切り：２０１４年１０月２４日（金）
その他：画像加工した作品は不可です。作品の大きさは、２Lサイズまでと
します。応募作品の所有権は主催者に帰属し、応募作品は返却致しません。
お問い合わせ先：０５３-４７１-8３３１（事務部：中道・鈴木）

さ ん ま

a

　インフルエンザ予防接種が始まります。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：予約は直接当院窓口までお越しいただくか、
　　　　 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）
接種可能日：木・金曜日の１４時～１６時（診察がなく接種のみの場合）
接種対象者：１３歳以上
接種費用：外来にておたずねください。
　　　　 ※公費対象者は市町村が設定する金額です。
※ワクチンが無くなり次第、終了となりますのでご了承ください。

　当院の利用者とそのご家族、および地域の皆さんに楽しんで頂くた
め様々な催しを予定しました。是非、お越しください。
日　時：2014年11月1日（土）14:00 ～ 16:00
場　所：浜松市リハビリテーション病院
　　　 （外来棟・リハビリ訓練棟内を予定しております。）
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いため、旬のこの時期に青魚を食べる事は非常におすすめです。身も、良質なたん

ぱく源であるとともに、特に血合いの部分には貧血に効果的な鉄やビタミンB2、ま

たカルシウムの吸収率をアップさせてくれるビタミンDも豊富に含まれます。

【選び方】表面が銀色に輝いて張りがあり黒目のまわりが透明で澄んでいるもの、

口先が黄色く丸々と太っているものを選ぶのが、新鮮で脂乗りの良い秋刀魚を見分

けるポイントです。 　　　　　　 ※１：ドコサヘキサエン酸　※２：エイコサペンタエン酸

材　料（2人分）

さんま
塩
なす
青じそ
小麦粉
ごま油

…………2尾
………………少々
………………1個
…………10枚
…………適量
………大さじ1

赤味噌
酒
みりん
砂糖
生姜
水
片栗粉

…大さじ1 1/2
…………大さじ1
………大さじ2
………小さじ1
………1/3かけ

…………大さじ2
……小さじ1/4

さんまは頭と尾を切り落とし、5～ 6㎝長さの筒切りにする。割り箸などでわた
を取り除いてよく水洗いし、軽く塩をして染み出た臭みの水分を拭く。
なすはへたを取って食べやすい大きさに切る。青じそは千切りにする。生姜は
すりおろし、aを混ぜ合わせておく。
1.のさんまに小麦粉をまぶす。
フライパンにごま油を熱し、3.のさんまを転がしながら焼く。フライパンのあ
いているところになすを入れて焼く。
4.に火が通ったら、aを回し入れ、香ばしく炒め上げる。器に盛って、青じそをのせる。

【作り方】
1.

2.

3.
4.

5.

（1人分栄養価）エネルギー：362kcal　たんぱく質：14.6g　炭水化物：22.8g　糖質：17.9g
塩分：1.7g　ビタミンB2：0.42mg　ビタミンD：22.8μg　鉄：2.1mg

管理栄養士　山本 加菜子

第６回 浜リハ祭開催のご案内

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・増尾
TEL：053-471-8831
E-mail：info@hriha.jp　（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。

インフルエンザ予防接種のご案内

浜リハ祭「写真コンクール」
作品募集のお知らせ
　テーマ「○○といっしょ」または「自由課題」で作品を募集します。被写
体の種類は問いません。お一人につき各テーマ１点までの応募とさせてい
ただきます。１１月１日（土）の浜リハ祭会場にて優秀作品を表彰致します。
応募方法：詳細については院内掲示板・病院ホームページに掲載致します。
締め切り：２０１４年１０月２４日（金）
その他：画像加工した作品は不可です。作品の大きさは、２Lサイズまでと
します。応募作品の所有権は主催者に帰属し、応募作品は返却致しません。
お問い合わせ先：０５３-４７１-8３３１（事務部：中道・鈴木）

さ ん ま

a

　インフルエンザ予防接種が始まります。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：予約は直接当院窓口までお越しいただくか、
　　　　 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）
接種可能日：木・金曜日の１４時～１６時（診察がなく接種のみの場合）
接種対象者：１３歳以上
接種費用：外来にておたずねください。
　　　　 ※公費対象者は市町村が設定する金額です。
※ワクチンが無くなり次第、終了となりますのでご了承ください。

　当院の利用者とそのご家族、および地域の皆さんに楽しんで頂くた
め様々な催しを予定しました。是非、お越しください。
日　時：2014年11月1日（土）14:00 ～ 16:00
場　所：浜松市リハビリテーション病院
　　　 （外来棟・リハビリ訓練棟内を予定しております。）



「病棟訓練 リハビリのない時間はどう過ごしているの？」
  ・リハ Keyword　呼吸リハビリテーション ～③日常生活動作について～
  ・栄養だより　秋刀魚（さんま）★さんまと秋なすの甘辛炒め★

東棟３階病棟オープン東棟３階病棟オープン

　１０月１日から東棟３階病棟（一般病棟４５床）がオープンし、回復期病棟

８８床と併せて合計２２５床となります。東棟の３階にあり、非常に明るく

景色の良い病棟です。旧病院棟から新病院棟に移転し正面玄関は、あと僅か

で完成いたします。ひき続き、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。
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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14:30～16:30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

藤島
國枝※

金沢※
藤島
谷口※

（第2週のみ）
片桐※

（第1・3週）

水 木

重松

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

東棟３階病棟オープン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０月１日から東棟３階病棟（一般病棟４５床）がオープンし、回復期病棟８８床と併

せて合計２２５床となります。東棟の３階にあり、非常に明るく景色の良い病棟です。旧

病院棟から新病院棟に移転し正面玄関は、あと僅かで完成いたします。ひき続き、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。 

東棟３階ﾅｰｽｽﾃｰｼｮ  

東棟３階からの景色 

東棟3階ナースステーション

東棟3階からの景色




