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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14:00～16:30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

重松
伊藤

藤島
國枝※

金沢※
藤島
谷口※

（第2週のみ）
片桐※

（第1・3週）

水 木 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

　11月1日より新病院棟の正面玄関がオープンしました。快適にご利用い

ただけるよう、安全性や利便性を追求した構造になっています。工事期間中

はご利用の皆さまには大変ご不便をお掛けしました。引き続き、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。



医療福祉相談室・地域医療連携室のご紹介
医療福祉相談室　三島 静恵　　地域医療連携室　吉井 和江

医療福祉相談室の紹介
●医療ソーシャルワーカー（以下ＭＳＷ）をご存知ですか？
　ＭＳＷとは、病気やケガが原因で起こった、患者さんやご家族の方が抱
える経済的、社会的、心理的問題について、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。
　当院の医療福祉相談室にはMSW5名、事務員1名が在籍しています。

●具体的な支援内容
・ 患者さんやご家族が、安全にかつ自分らしく生活を送ることができるよ
うに、介護保険制度の説明やケアマネジャーのご紹介、必要な物品の準
備について支援します。

・ 当院への入院相談、施設や病院などの情報提供や転院に際しての相談・
調整を行います。

・ 復職、社会参加について院内スタッフや関係機関と連携をとりながら支
援します。

・ 医療費に関する諸制度のご説明を行い、安心してリハビリが受けられる
よう支援します。

・ その他療養に関する様々なご相談に対応します。

＜医療福祉相談室の受付時間とご利用方法＞
受付時間　８：３０～１７：００（平日）
　　　　　８：３０～１２：１５（土曜）
※電話でご連絡いただくか直接ご相談下さい。
※相談は無料です。
＜連絡先＞
【医療福祉相談室】
０５３－４７１－８３５１（直通）
０５３－４７１－８３０２（FAX）

地域医療連携室の紹介
●役割：当院を利用する患者さんについて病診連携にかかわる業務を行っ
ております。
　スタッフ2名にて対応いたしております。ご気軽にご利用ください。
　（主な業務）
　○診療情報提供書（以下紹介状）にかかわる書類業務
　○診療に関する必要な検査資料の取り寄せ・処理
　○院内外の診察予約にかかわる業務
　○地域連携パスに関する報告業務
　○入院判定会議の運営にかかわる業務
　○介護保険関連業務（主治医意見書の依頼・管理・発送等）
　○勉強会・カンファレンスのお知らせ配信

●入院が必要な患者さんのご紹介について
　10月より一般病棟5病棟目を開設し待機期間が少なくなっております。
患者さんのご紹介をお待ちしております。
＜入院決定までの流れ＞
　（1）紹介元医療機関より医療福祉相談室に電話にて入院依頼
　（2）紹介医療機関より紹介状・ADL表を地域医療連携室へ FAX受信
　（3）毎週月曜・水曜に開催の入院判定会議で入
　　　院が可能か判断・日程調整
　（4）決定事項を紹介医療機関に電話連絡の上、
　　　入院決定通知書を FAX通知します

●単純CT・単純MRI 検査のご予約について
　通常の紹介受診に併せて、単純CT・単純MRIのご予約を承っております。
　※検査のみのご予約はお受けしておりません。診察と併せてお申し込み下さい。
　※造影検査は対応しておりませんのでご了承ください。
　※紹介状には検査の必要理由をご記入くださいますようお願いいたします。
　※至急の場合は地域医療連携室までご相談ください。
　※検査のご予約や依頼方法・内容などに関してご不明な点がございまし
　　たら、地域医療連携室までお尋ねください。
＜お問い合わせ先＞
【地域医療連携室】０５３－４７１－８３４７（直通）
　　　　　　　　 ０５３－４７１－８３０２（FAX）

お気軽に
お立ち寄り
ください!

退院後の生活相談 介護保険や手帳などの制度案内

病院・施設への転院相談

社会復帰の支援

医療費に関する諸制度の案内
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理学療法士　小野 要野 　　作業療法士　鈴木 明日香リハビリテーション部新施設紹介
　今年度4月から新病院棟がオープンし、新しいリハビリテーション施
設が増えました。今回は新しいリハビリテーション施設を紹介します。

●生活リハビリテーション室
　生活リハビリテーション室は各階
の西棟と東棟の間に位置し、廊下に
面している開放的な場所です。主に
作業療法士が病棟での生活をみられ
る場所として、基本動作や日常生活
動作の確認、練習、机上での作業等
を行っています。畳や洗い場、物干
し竿も設置されており、床上動作の
練習や家事活動の練習も行うことが
できます。

●第3リハビリテーション室
　第3リハビリテーション室では、
主に一般病棟の患者さんのリハビリ
を行っています。病気や傷害によっ
て生じる機能や生活動作におけるさ
まざまな問題に対し、日常生活で行
う基本的な動作（寝返り、起き上が
り、立ち上がりなど）や「歩く」、「階
段を上る、降りる」などの動作の練
習を患者さんの状態に合わせて、個

別に実施しています。重心動揺計や足圧中心計などの測定機器があり、
重心動揺や足圧中心の測定が可能です。
　3階のため眺めが良く、とても広々としたリハビリテーション室にな
っています。

●個別リハビリ室
　個別リハビリ室は１階に5室、2階に 2室、3階に 1室あり、主に言
語聴覚士、作業療法士が検査、リハビリに利用しています。検査は、失語
症検査や高次脳機能検査などを行い、リハビリでは失語症の言語リハビ
リや高次脳機能面のプリント課題などを行っています。
　個室のため集中して検査やリハビリを行うことができます。

生活リハビリテーション室

第3リハビリテーション室

洗い場畳

重心動揺計第3リハビリテーション室からの眺め

個別リハビリ室個別リハビリ室



☆ごぼう

ごぼうとアボカドのサラダ

【栄養】

　ごぼうを食用とするのは世界で主に日本と韓

国だけでしたが、豊富に含まれる食物繊維の効

用が認識された昨今、欧米でも食べられるよう

になってきたようです。

　食物繊維には、水に溶ける“水溶性食物繊維”

と水に溶けない“不溶性食物繊維” の2種類があ

ります。多くの野菜に含まれる食物繊維のほと

んどが不溶性であるのに対し、ごぼうには水溶

性と不溶性の食物繊維が2：3の割合で含まれて

います。水溶性食物繊維には、悪玉コレステロールを排出する働きや血糖値の急激

な上昇を防ぐ働きがあり、動脈硬化や糖尿病の予防に有効と言われています。一

方、不溶性食物繊維は、消化吸収されずにお腹の中を通過することで胃や腸をきれ

いに掃除してくれます。さらに、悪玉の腸内細菌の繁殖も防ぐ事から、便秘の改善

や大腸ガンの予防に効果的な働きが期待できます。

材　料（2人分）

アボカド
ごぼう
酢
マヨネーズ

……………1個
………………80g

…………………少々
……大さじ2

アボカドは２等分して種を取り、皮をむいて１～２㎝角に切る。
ごぼうは、たわしで皮をよく洗い、ピーラーでささがきにして水に放ち、熱湯で
さっと茹で、水気をきる。
ボールに 2. 、 a の調味料を混ぜ合わせ、食べる直前に 1. を加える。

【作り方】
1.
2.

3.

（1人分栄養価）エネルギー：273Kcal　たんぱく質：3.7g　脂質：24.5g　炭水化物：13.6g
塩分：1.5g　カリウム：783mg　水溶性食物繊維：2.4g　不溶性食物繊維：4.4g

栄養士　栗原 益美

第45回浜松リハビリテーションセミナーのお知らせ

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・小松
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。

醤油
レモン絞り汁

……………大さじ1
…大さじ1

a

　2014年11月1日より2015年3月
末までの予定で駐車場整備に伴う工事
のため従来の病院敷地出入口及び駐車
場を閉鎖いたします。病院へお越しの
際は、従来の病院敷地出入口の東側の
仮出入口をご利用ください。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

日　時：2014年11月28日（金） 18:30 ～ 20:00（開場 18:00）
会　場：アクトシティ浜松コングレスセンター５階
講　師：国立病院機構東京医療センター　総合内科医長 本田美和子 先生
　　　　東京都健康長寿医療センター研究所　研究員・看護師 伊東美緒 先生
対　象：リハビリテーション・福祉関係に関わる医療従事者等
※当日会場へお越し下さい。

　8月30日（土）に浜松市リハビリ
テーション病院にてアグレミーナの
選手により小中学生や一般の方を対
象にフットサルの指導を行いました。
地元のプロスポーツ選手との交流を
兼ねた聖隷スポーツ医学センターの
講習会は、今回で10回目となりま
す。当院の安間医師や管理栄養士が
それぞれの立場から講演を行いまし
た。

プロスポーツ選手によるフットサル講座を開催

玄関・患者駐車場の
ご案内
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【作り方】
1.
2.

3.

（1人分栄養価）エネルギー：273Kcal　たんぱく質：3.7g　脂質：24.5g　炭水化物：13.6g
塩分：1.5g　カリウム：783mg　水溶性食物繊維：2.4g　不溶性食物繊維：4.4g

栄養士　栗原 益美

第45回浜松リハビリテーションセミナーのお知らせ

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・小松
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。

醤油
レモン絞り汁

……………大さじ1
…大さじ1

a

　2014年11月1日より2015年3月
末までの予定で駐車場整備に伴う工事
のため従来の病院敷地出入口及び駐車
場を閉鎖いたします。病院へお越しの
際は、従来の病院敷地出入口の東側の
仮出入口をご利用ください。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

日　時：2014年11月28日（金） 18:30 ～ 20:00（開場 18:00）
会　場：アクトシティ浜松コングレスセンター５階
講　師：国立病院機構東京医療センター　総合内科医長 本田美和子 先生
　　　　東京都健康長寿医療センター研究所　研究員・看護師 伊東美緒 先生
対　象：リハビリテーション・福祉関係に関わる医療従事者等
※当日会場へお越し下さい。

　8月30日（土）に浜松市リハビリ
テーション病院にてアグレミーナの
選手により小中学生や一般の方を対
象にフットサルの指導を行いました。
地元のプロスポーツ選手との交流を
兼ねた聖隷スポーツ医学センターの
講習会は、今回で10回目となりま
す。当院の安間医師や管理栄養士が
それぞれの立場から講演を行いまし
た。

プロスポーツ選手によるフットサル講座を開催

玄関・患者駐車場の
ご案内
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新病院の正面玄関が完成しました。新病院の正面玄関が完成しました。
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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14:00～16:30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

重松
伊藤

藤島
國枝※

金沢※
藤島
谷口※

（第2週のみ）
片桐※

（第1・3週）

水 木 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

　11月1日より新病院棟の正面玄関がオープンしました。快適にご利用い

ただけるよう、安全性や利便性を追求した構造になっています。工事期間中

はご利用の皆さまには大変ご不便をお掛けしました。引き続き、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。




