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今月の花言葉

☆チンゲンサイ(青梗菜)☆

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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リハビリテーション科 内　科 整形外科

藤　島

ー

藤　島
【専門外来】
（嚥下音声）
金沢※/ 藤島

重　松

ー

藤　島

ー

ー

金　沢
【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）

大　洞

ー

國枝※

ー

外来診療担当医表　

( 注 ) 午後の診療は各科異なります。事前に予約をお取り頂くか
電話または外来窓口にてお問い合わせください。

(注 ) スポーツ整形の午後診療は3:00～になります。

〈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

※非常勤医師

　新病院の建築工事は、２０１４年４月の開院を目指して着々と進んでいま
す。現在は、外壁工事もほぼ終わり建物を覆う足場も外されてきました。今後、
内装工事も進められ、最新の設備や医療機器などの搬入も予定されておりま
す。完成までの間、近隣の皆さま、当院をご利用になる皆さまには大変ご迷惑
をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願いいたします。

新病院・建築工事

ー

ー

ー

大久保
（総診）

小野※
（第4週）

ー

ー

ー

ー

ー

ー
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交替制

簡単
レシピ ☆簡単！チンゲンサイの変わりおひたし☆

管理栄養士　大塚 純子

　チンゲンサイ ( 青梗菜 ) は中国から伝わった野菜で
す。１年を通して手に入りますが、露地物が多く作ら
れる春と秋が旬と言えます。中でも気温が下がるぎり
ぎりの晩秋あたりが、最も味が良くなるようです。
　チンゲンサイは適応力が強い野菜で、北は北海道
から南は九州まで全国各地で栽培出荷されています。
その中でも最も出荷量が多いのは茨城県で、次いで
静岡県となっています。
【栄養】
　抗酸化作用や免疫力を上げる作用で知られている
βカロテンを多く含みます。βカロテンは体内でビタ
ミンＡに変換され、髪の健康維持や視力維持、粘膜
や皮膚の健康維持、そして喉や肺などを守る働きもあるといわれています。また野
菜の中ではカルシウムを多く含んでいますので、積極的にとりたい食品です。
【選び方】
　葉の色が濃緑色で、葉の軸が短め、密に葉が付いているものが良いです。葉に厚
みがあり株の根元付近がふっくらとしているものに甘味があります。
【保存方法】
　 なるべく新鮮なうちに使用しましょう。調理するまでは乾燥しないよう濡れた新
聞紙などで包み、ポリやビニールの袋に入れて野菜庫に立てて入れておきましょう。

1. 

2.
3.
4.
※

【作り方】
チンゲンサイは茎の部分から熱湯に入れ30秒程度茹ですぐに冷水にとって冷ま
す。水気をよく絞り1～2cm幅のざく切りにする。
トマトはへたをとり、種は残したままざく切りにし、１のチンゲンサイに加える。
白ごま以外の調味料を合わせてよく混ぜ合わせ、2に加えて全体に和える。
器に盛って白ごまをふりかける。
お好みにより、こしょうやガーリックパウダーを多めにかけたりすると一味違っ
た料理になります。

材　料 （1人分）

（1人分栄養価 ) エネルギー：107.7kcal｠ タンパク質：2.3g｠ 炭水化物：9.7g ｠ 脂質：1.0g｠ 
カルシウム：174mg｠ βカロテン：3270μｇ｠ 塩分：1.2g  

11月の花と花言葉

インフルエンザ予防接種のご案内

チンゲンサイ
トマト
砂糖
オイスターソース
酢　
ごま油　
こしょう
白ごま

……………150g(1 束 )
………………1/2 個 ( 約 50g)

……………………大さじ　1/4
………大さじ1/2

…………………………大さじ1/2
……………………大さじ1/2

…………………………少々
……………………小さじ1/2

椿（ツバキ）
花言葉
　完璧な魅力・誇り・控えめな美点
　美徳

利用者満足度調査にご協力お願いします！

　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：2013年11月18日（月）～2013年12月1日（日）
実施場所：各病棟・外来・リハビリ棟・会計窓口
アンケート回収場所：各病棟・受付窓口・リハビリ棟・会計窓口

第４回 はままつ健康フォーラム（市民公開健康講座）
日　時：11月30日（土）13：30～16：00（受付13:00より）
場　所：浜松市医師会館　7階講堂
テーマ：講演１　骨粗しょう症とロコモティブシンドローム
　　　　　　　　　　～実は40代から要注意！？～
　　　　　　　　　　浜松労災病院　院長補佐　整形外科部長　河本 正昭先生
           講演２　高齢者の摂食・嚥下（えんげ）リハビリテーション
　　　　　　　　　　～口から食べることの大切さ～
　　　　　　　　　　浜松市リハビリテーション病院　病院長　藤島 一郎先生
定　員：200名（※ハガキ又はファックスにて事前の申し込みが必要です）
　　　　　　　　　　応募締切：11月19日（火）必着
参加費：無料
詳細や申込方法は、下記ＵＲＬ若しくははままつ健康フォーラムのチラシをご確認ください。
http://www.k-mix.co.jp/topics/131130_kenkou.html?argType=3

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：053‒471‒8331
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。

　　「限度額適用認定証」をご存じですか？
　・リハ keyword　IVES（随意運動介助型電気刺激装置）について
　・栄養だより　チンゲンサイ（青梗菜）～ﾁﾝｹﾞﾝｻｲの変わりおひたし～

特
集
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リハビリテーション科 内　科 整形外科
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ー

藤　島
【専門外来】
（嚥下音声）
金沢※/ 藤島

重　松

ー

藤　島

ー

ー

金　沢
【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）

大　洞

ー

國枝※

ー

外来診療担当医表　

( 注 ) 午後の診療は各科異なります。事前に予約をお取り頂くか
電話または外来窓口にてお問い合わせください。

(注 ) スポーツ整形の午後診療は3:00～になります。

〈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

※非常勤医師

　新病院の建築工事は、２０１４年４月の開院を目指して着々と進んでいま
す。現在は、外壁工事もほぼ終わり建物を覆う足場も外されてきました。今後、
内装工事も進められ、最新の設備や医療機器などの搬入も予定されておりま
す。完成までの間、近隣の皆さま、当院をご利用になる皆さまには大変ご迷惑
をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願いいたします。

新病院・建築工事
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ー

ー

大久保
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小野※
（第4週）
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ー
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安間
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【専門外来】  （スポーツ）
交替制

簡単
レシピ ☆簡単！チンゲンサイの変わりおひたし☆

管理栄養士　大塚 純子

　チンゲンサイ ( 青梗菜 ) は中国から伝わった野菜で
す。１年を通して手に入りますが、露地物が多く作ら
れる春と秋が旬と言えます。中でも気温が下がるぎり
ぎりの晩秋あたりが、最も味が良くなるようです。
　チンゲンサイは適応力が強い野菜で、北は北海道
から南は九州まで全国各地で栽培出荷されています。
その中でも最も出荷量が多いのは茨城県で、次いで
静岡県となっています。
【栄養】
　抗酸化作用や免疫力を上げる作用で知られている
βカロテンを多く含みます。βカロテンは体内でビタ
ミンＡに変換され、髪の健康維持や視力維持、粘膜
や皮膚の健康維持、そして喉や肺などを守る働きもあるといわれています。また野
菜の中ではカルシウムを多く含んでいますので、積極的にとりたい食品です。
【選び方】
　葉の色が濃緑色で、葉の軸が短め、密に葉が付いているものが良いです。葉に厚
みがあり株の根元付近がふっくらとしているものに甘味があります。
【保存方法】
　 なるべく新鮮なうちに使用しましょう。調理するまでは乾燥しないよう濡れた新
聞紙などで包み、ポリやビニールの袋に入れて野菜庫に立てて入れておきましょう。

1. 

2.
3.
4.
※

【作り方】
チンゲンサイは茎の部分から熱湯に入れ30秒程度茹ですぐに冷水にとって冷ま
す。水気をよく絞り1～2cm幅のざく切りにする。
トマトはへたをとり、種は残したままざく切りにし、１のチンゲンサイに加える。
白ごま以外の調味料を合わせてよく混ぜ合わせ、2に加えて全体に和える。
器に盛って白ごまをふりかける。
お好みにより、こしょうやガーリックパウダーを多めにかけたりすると一味違っ
た料理になります。

材　料 （1人分）

（1人分栄養価 ) エネルギー：107.7kcal｠ タンパク質：2.3g｠ 炭水化物：9.7g ｠ 脂質：1.0g｠ 
カルシウム：174mg｠ βカロテン：3270μｇ｠ 塩分：1.2g  

11月の花と花言葉

インフルエンザ予防接種のご案内

チンゲンサイ
トマト
砂糖
オイスターソース
酢　
ごま油　
こしょう
白ごま

……………150g(1 束 )
………………1/2 個 ( 約 50g)

……………………大さじ　1/4
………大さじ1/2

…………………………大さじ1/2
……………………大さじ1/2

…………………………少々
……………………小さじ1/2

椿（ツバキ）
花言葉
　完璧な魅力・誇り・控えめな美点
　美徳

利用者満足度調査にご協力お願いします！

　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：2013年11月18日（月）～2013年12月1日（日）
実施場所：各病棟・外来・リハビリ棟・会計窓口
アンケート回収場所：各病棟・受付窓口・リハビリ棟・会計窓口

第４回 はままつ健康フォーラム（市民公開健康講座）
日　時：11月30日（土）13：30～16：00（受付13:00より）
場　所：浜松市医師会館　7階講堂
テーマ：講演１　骨粗しょう症とロコモティブシンドローム
　　　　　　　　　　～実は40代から要注意！？～
　　　　　　　　　　浜松労災病院　院長補佐　整形外科部長　河本 正昭先生
           講演２　高齢者の摂食・嚥下（えんげ）リハビリテーション
　　　　　　　　　　～口から食べることの大切さ～
　　　　　　　　　　浜松市リハビリテーション病院　病院長　藤島 一郎先生
定　員：200名（※ハガキ又はファックスにて事前の申し込みが必要です）
　　　　　　　　　　応募締切：11月19日（火）必着
参加費：無料
詳細や申込方法は、下記ＵＲＬ若しくははままつ健康フォーラムのチラシをご確認ください。
http://www.k-mix.co.jp/topics/131130_kenkou.html?argType=3

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：053‒471‒8331
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。

　　「限度額適用認定証」をご存じですか？
　・リハ keyword　IVES（随意運動介助型電気刺激装置）について
　・栄養だより　チンゲンサイ（青梗菜）～ﾁﾝｹﾞﾝｻｲの変わりおひたし～
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　・栄養だより　チンゲンサイ（青梗菜）～ﾁﾝｹﾞﾝｻｲの変わりおひたし～
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～当院での取り組み～
　当院のリハビリテーションでは、機能訓練の一環として
IVES(随意運動介助型電気刺激装置)を取り入れています。

●IVESとは
　麻痺した筋力の微弱な活動を電極で感知
し，その活動に応じた電気刺激を麻痺した
筋肉に与える電気刺激装置です。この装置
により、麻痺で弱くなった筋肉の力を補助
してくれる為、動かしやすくなります。

●目的・効果
　麻痺などで動きにくくなった筋肉の収縮を促通し、上肢機
能の改善や生活動作への参加に繋げる事を目的としていま
す。

●使用方法(パワーアシストモード)
①動作に必要な筋肉を選び、その部位に
　電極を貼る。

②電気刺激の強度を調整する。

③電流を流し、目的の運動や活動を反復
　練習する。

＊このほかにも、麻痺が重度で筋活動電位が検出できない部
位にも使用出来る外部アシストモード等、6つの治療モード
があります。

●当院での使用例
　現在、当院では脳卒中を発症し片麻痺を
呈した患者さんに対し、作業療法の訓練の
一環として使用しています。
　具体例として、指が上手く伸ばせない方
に対し、指を伸ばすのに必要な総指伸筋に
電極を張り電気刺激を与えます。写真のよ
うに実際にものをつかむ動作や活動時に
使用し訓練を行っています。

●最後に
　ペースメーカーを使用されている方や拘縮の著しい方な
ど治療の対象とならない場合があります。ご興味がある方は
担当の医師、療法士にご相談下さい。

IVES(随意運動介助型電気刺激装置 )
について

特
集 作業療法士　鵜原 瑠奈

　医療費が高額になったときの

手続きとして、医療機関の窓口

で一部負担（自己負担）金を全額

お支払いいただき、後日申請に

より自己負担限度額を超えた部分の払い戻しを受ける高

額療養費制度があります。しかし、あとから払い戻しされ

るとはいえ、診療月から3ヶ月以上かかり、一時的な支払

いが大きな負担になります。そこで、「限度額適用認定証」

を健康保険証と併せて医療機関窓

口へ提示することによって、医療機

関窓口での負担が一定の限度額（自

己負担限度額）まで軽減されます。

※保険外負担分（差額ベッド代など）や、入院時の食事負

　担額等は対象外となります。

※医療機関ごと、入院・外来ごとの計算になります。

　ご加入されている健康保険組合や全国健康保険協会、

市町村等の保険者にご相談いただき、限度額適用認定証

の交付をお受けください。限度額適用

認定証を受け取られたら速やかに医

療機関窓口へご提示ください。申請を

された月から有効となりますので、早

めの申請をお願いします。

　ご不明な点がありましたら、医療福

祉相談室までお問い合わせください。

医療情報管理課　堤 康人

 

「限度額適用認定証」をご存じですか？

所得区分

上位所得者※1

一般

低所得者※2

自己負担限度額（月額）

150，000円＋（総医療費－500，000円）×1％

  80，100円＋（総医療費－267，000円）×1％

35，400円

多数回該当の場合※3

83，400円

44，400円

24，400円

※1　標準報酬月額53万円以上の方
※2　住民税非課税者である場合
※3　診療月以前の直近１年間において、医療費が自己負担限度額に達したことが3回以上ある場合（4回目から該当）

手指装着型電極ＦＥＥ
指に装着して、セラピストが意図
した時に電気を流し運動を促せま
す。

外部アシストモード
麻痺が重度の人に対し、健側の上
肢の筋電位を感知し、麻痺側へ電
気刺激を送り運動を促します。

「限度額適用認定証」
70歳未満の方の一月あたりの限度額
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