
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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9月 6日アクトシティ浜松にて、財団法人日本老人福祉財
団理事長の田島誠一氏をお招きし、「福祉・ケアとは何か ～利
用者と提供者との関係性から考える～」という演題でセミナー
を開催致しました。地域の医療・福祉の関係者を中心に100
名ほどの参加があり、福祉・介護サービス等の特徴や、利用者
との関係性を大切にするケアとは何か理解を深めることがで
きました。

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/
発行責任者　病院長　藤島 一郎
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外来診療担当医表　10月

（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
重松（第1・3・5週）
山内※（第2・4週）

【　 】

【　 】

【　 】

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

栄養だより

【栄養】かぶの成分は大根によく似ており、根の
部分は淡色野菜で、ビタミンC、でんぷんの消化
を助けるジアスターゼ、たんぱく質の消化を助け
るアミラーゼ、食物繊維などが豊富です。昔から消化を助ける働きのある
食べ物としてよく利用され、食べ過ぎ、胃もたれ、食欲不振に効果があり
ます。
　葉の部分は緑黄色野菜に分類され、カリウム、カルシウム、鉄、カロテン、
ビタミンC、などが多く含まれています。中でもカルシウムはほうれん草
の 5倍以上あるので、葉も捨てずに食べるようにしましょう。
★かぶ（葉）に含まれる主成分
可食部 100gあたり
カリウム…330mg　カルシウム…250mg　鉄…2.1mg
カロテン…2,800μg　ビタミンC…82mg
【かぶの選び方・保存方法】根の部分は艶があり、丸くしまっていてひび
割れや傷のないもの、葉の部分は鮮やかな緑色の物を選びましょう。
葉から水分が蒸発し、鬆（す）ができる元となるので、保存するときは葉を
落としましょう。葉と根の部分は別々にし、ポリ袋に入れると、葉は 2～3
日、根は 1週間ほどもちます。

【作り方】

1．鱈に塩をし、約20分おいて酒をふる。
2．かぶの葉は茹でて、3cmに切る。
3．きくらげを水でもどし、千切りにする。
4．かぶはすりおろし、ざるで水分をきる。
5．卵白を泡立てて、塩、かぶ、きくらげを合わせる。
6．器に鱈を入れ 、かぶをのせ、強火で 10～ 15分蒸す。
7． ③でくずあんを作り上からかけ、茹でたかぶの葉をそえる。

（栄養成分1人分）エネルギー62Kcal　たんぱく質8.6g　炭水化物5.7g　塩分1.6g　カルシウム40mg　ビタミンC 13mg

管理栄養士　内藤 美保

かぶ（蕪）

かぶら蒸し簡単
レシピ

材　料（4人分）

電気設備の定期点検のため、下記の日程にて院内の停電を実
施いたします。
患者さん、ご家族の方には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いいたします。
日　　程：10月23日（土）
時　　間：13：30～15：30

《終了時間は作業の進み具合によって多少前後します》
停電範囲：院内全域

①鱈 … 40g×4切　塩 … 小さじ 1/4　酒 …小さじ 2
②かぶの葉 … 20g　きくらげ … 2 枚　かぶ … 200ｇ
卵白 … 1 個分　塩 … 小さじ 1/2
③顆粒だし … 小さじ 1/2　醤油 …大さじ 1/2
みりん … 大さじ 1/2　片栗粉 …小さじ 2

日　時：平成22年10月27日（水）
18：30～20：00（開場18：00）

場　所：アクトシティー浜松　コングレスセンター5F
内　容：『骨粗鬆症予防について』
講　師：山本 智章 先生（新潟リハビリテーション病院整形外科）
対　象：リハビリテーションに関わる医療従事者・福祉関係

従事者など
会　費：無料（直接会場までお越しください）

第30回 浜松市リハビリテーションセミナーのお知らせ

第29回
浜松リハビリテーションセミナー

第29回
浜松リハビリテーションセミナー

電気設備定期点検に伴う院内停電のお知らせ

病院ボランティア募集 !! 
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5．卵白を泡立てて、塩、かぶ、きくらげを合わせる。
6．器に鱈を入れ 、かぶをのせ、強火で 10～ 15分蒸す。
7． ③でくずあんを作り上からかけ、茹でたかぶの葉をそえる。

（栄養成分1人分）エネルギー62Kcal　たんぱく質8.6g　炭水化物5.7g　塩分1.6g　カルシウム40mg　ビタミンC 13mg

管理栄養士　内藤 美保

かぶ（蕪）

かぶら蒸し簡単
レシピ

材　料（4人分）

電気設備の定期点検のため、下記の日程にて院内の停電を実
施いたします。
患者さん、ご家族の方には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いいたします。
日　　程：10月23日（土）
時　　間：13：30～15：30

《終了時間は作業の進み具合によって多少前後します》
停電範囲：院内全域

①鱈 … 40g×4切　塩 … 小さじ 1/4　酒 …小さじ 2
②かぶの葉 … 20g　きくらげ … 2 枚　かぶ … 200ｇ
卵白 … 1 個分　塩 … 小さじ 1/2
③顆粒だし … 小さじ 1/2　醤油 …大さじ 1/2
みりん … 大さじ 1/2　片栗粉 …小さじ 2

日　時：平成22年10月27日（水）
18：30～20：00（開場18：00）

場　所：アクトシティー浜松　コングレスセンター5F
内　容：『骨粗鬆症予防について』
講　師：山本 智章 先生（新潟リハビリテーション病院整形外科）
対　象：リハビリテーションに関わる医療従事者・福祉関係

従事者など
会　費：無料（直接会場までお越しください）

第30回 浜松市リハビリテーションセミナーのお知らせ

第29回
浜松リハビリテーションセミナー

第29回
浜松リハビリテーションセミナー

電気設備定期点検に伴う院内停電のお知らせ

病院ボランティア募集 !! 
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医療福祉相談室のご紹介
医療福祉相談室　八木 文美

◆入浴関連用品の役割
入浴は身体を清潔に保ち、感染を予防するだけでなく、心身をリラッ
クスさせるなど多くの効果があります。自立して入浴したり、介助量を
軽減するために様々な入浴関連用品が開発されています。適切な用具
を使って安全に入浴を楽しみましょう。

◆入浴関連用品の種類
●シャワーチェアー
体を洗う時や、洗い場からの立ち座りを簡単にしたり、安全に浴槽の
出入りを行うための椅子です。背もたれ付き、肘掛け付き、キャスター
付き、座面高さ調節、折り畳み可能、座面回転可能などのタイプがあり
ます。（図1）

●バスボード
浴槽をまたぐのが不安な方でも、腰掛けたまま移動できるので安心

して入浴できます。浴槽の両縁に板を差し渡して使用します。（図2）

①バスボードに深く腰かけます。
②身体を回転させ、浴槽に近い方の足から浴槽に入れ、その後反対側
も入れます。
③浴槽の縁や手すりにつかまり、おしりを移動させながら身体を浴槽
内に入れます。

●浴槽内椅子
浴槽内での立ち座りを簡単にするために、浴槽内に置いて使用しま
す。高さ調節が可能なものや、ズレないように吸盤が付いているものも
あります。（図3）

●滑り止めマット
転倒を防止するために、浴槽の中や洗い場に敷いて使用します。購入
する際には浴槽の寸法を測っておくのがポイントです。（図4）

●浴槽用手すり
浴槽の出入りや浴槽内での姿勢保持を安全に行うための手すりで
す。改修が困難な場合でも、浴槽の縁につけて使用できる取り外し
可能な簡易式の手すりです。高さ調節可能、回転可能、付けたまま
風呂のフタのできるタイプがあります。（図5）

●洗体ブラシ
頭部・背中に手が届きにくい方に適しています。持ち手が長柄に
なっているタイプ、ループが付いているタイプなどがあり、簡単に
体を洗うことが出来ます。（図6）

◆介護保険は使えるの？
要介護1～ 5、要支援1･2の介護認定された方は、1割負担で購
入可能です。入浴関連用品は、直接肌に触れるため、衛生上の問題
からレンタルの対象外です。購入時は担当セラピスト・専門スタッ
フ（相談員・ケアマネジャー）にご確認ください。

◆文献
・聖隷コミュニティーケアセンター：福祉用具総合カタログALL LIFE Vol.23
・フランスベッド：福祉用具 販売・レンタルカタログ ホームケア全科 Vol.7

福 祉 用 具 ⑥入浴関連用品 作業療法士： 礒部 千絵美・中村 絵理香・藤井 咲穂

特
集

今回は医療福祉相談室についてご紹介させていただきます。

○はじめに … 医療ソーシャルワーカー（以下MSW）がいること
をご存知ですか？

簡単に言うと、MSWは、疾病・負傷を起因として起こった経済

的、社会的、心理的問題について相談を受け、社会福祉の視点か

ら問題解決のお手伝いをする専門職のことをいいます。

※現在当院では、4名のMSWが常勤しています。

○では … 実際にどんな相談があ
るのでしょうか？

・1ヶ月の入院費がどのくらい

かかるのか分からない。

・退院後の生活や準備について

不安がある・・・

・介護保険制度などの社会制度

の仕組みが分からない。

・施設に入りたいがどのような手続きをすれば良いか分からない。

…など

☆具体的な支援内容
・安心して入院生活を送ることができるように、入院費に対す

る諸制度のご案内をします。

・退院後の生活についての不安が解消されるよう、介護保険制

度の説明、ケアマネジャーのご紹介、必要な物品の準備につい

てご協力します。

・転院のご相談、施設のご紹介、受け入れ状況の確認をします。

・その他療養に関する様々なご相談に対応します。

☆私たちMSWが心がけていること
・ご相談に来られる方のプライバシーを守ります。

・時間をかけてゆっくりとお話ができるようにしています。

・ご相談に来られる方の気持ちを大切にします。

・どんなささいな相談でも結構です。お気軽にお越しください。

〈相談室の受付時間とご利用方法〉　
受付時間：9：00～ 16：00（平日）
ご利用方法：
・直接医療福祉相談室にお越しいただいても結構です。

・事前にご予約を取っていただくとスムーズです。

・相談料はいただいておりません。

ご相談のある方は下記までご連絡ください。

【医療福祉相談室】053-471-8351（直通）

図1：シャワーチェア 図2：バスボード 図3：浴槽内椅子

図4：滑り止めマット 図5：浴槽用手すり 図6：洗体ブラシ
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受付時間：9：00～ 16：00（平日）
ご利用方法：
・直接医療福祉相談室にお越しいただいても結構です。

・事前にご予約を取っていただくとスムーズです。

・相談料はいただいておりません。

ご相談のある方は下記までご連絡ください。

【医療福祉相談室】053-471-8351（直通）

図1：シャワーチェア 図2：バスボード 図3：浴槽内椅子

図4：滑り止めマット 図5：浴槽用手すり 図6：洗体ブラシ


