
リハビリ看護は患者様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 笹ヶ瀬・山田
T E L：053 - 471 - 8331

看護師さん募集看護師さん募集

病院ボランティア募集 !! 

※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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7月 1日から西3階病棟（一般病棟48床）がオープンし、一般病
棟92床と回復期病棟88床の合計180床となりました。
西棟の3階にあり、窓から見える景色は最高でとても明るい病棟
です。（天気の良い日は富士山も見えます。）病棟のフルオープンとな
りますが、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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〒433-8511 浜松市中区和合町1327-1
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外来診療担当医表　8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※

8/11・25のみ

交代制
重松 8/4・18
山内※8/25のみ

【　 】

【　 】

【　 】

西棟３階病棟
オープン！

患者さまの送迎や花壇のお手入れ、患者さま
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

早取りした未熟な大豆が枝豆です。大豆よ
りタンパク質が少なめですが、ビタミンC
やカロテンが多く含まれているなど、野菜と
豆の良い面をあわせ持った夏野菜です。カロ
テンやビタミンCは免疫力を高め、ビタミンB群は疲労回復、夏バテ防
止の効果も期待できます。
【おいしい枝豆の選び方と保存方法】
うぶ毛が濃く、実がふっくらとよく太っているものを選びましょう。さ
やが黄色いものは、熟しすぎて味が落ちている場合があるので注意が必要
です。枝つきのものは、さやだけになっているものより、鮮度を保つことが
できるのでオススメです。枝豆は鮮度が落ちやすいため、買ったら早めに
食べきるのがよいのですが、たくさん手に入った時や、食べきれない場合
は、硬めに茹でて冷凍庫で保存しておくといいでしょう。

【作り方】

1．なすはヘタを落とし、皮をところどころむいてラップに包み、電子レンジで約4分
加熱する。火が通ったらラップをはずして冷ましておく。

2．枝豆は塩ゆでし、さやからだしておく。
3．かけ汁の材料を混ぜ合わせる。
4．なすを縦 8等分にさき、皿に並べ、枝豆ものせる。かけ汁をかけていただく。

（栄養成分1人分）エネルギー52Kcal　たんぱく質2.7g　炭水化物6.8g　脂質1.9g　塩分0.7g　　　

管理栄養士　井上 絵里

枝 豆

蒸しなすと枝豆の中華サラダ簡単
レシピ

材　料（2人分）

7月から正面玄関入口付近に外来受診の患者さん
のご案内や入院の際のお手伝いなどをさせて頂く案
内係を設置いたしました。どんな御用でも結構です
のでお気軽にお声を掛けて下さい。

総合案内を設置しました。

なす …………………………………2本
枝豆 …………………………………30g
（かけ汁）
醤油 …………………………大さじ 1/2
酢 ……………………………小さじ 1/2
砂糖 …………………………小さじ 1/2
ごま油 ………………………小さじ 1/2
豆板醤 ………………………小さじ 1/4

7月22日に東海地震を想定した地震
防災訓練を行いました。今回の訓練は、地
震の警戒宣言が発令された設定で病院全
体としての対応を考える机上訓練や実際
に3階から救助袋を使用した避難訓練を
実施しました。
参加した職員は、東海地震について正し
い知識を身につけるとともに、あらためて対策の必要性を理
解し防災意識を高めていました。

地震防災訓練を行いました。
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棟92床と回復期病棟88床の合計180床となりました。
西棟の3階にあり、窓から見える景色は最高でとても明るい病棟
です。（天気の良い日は富士山も見えます。）病棟のフルオープンとな
りますが、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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外来診療担当医表　8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※

8/11・25のみ

交代制
重松 8/4・18
山内※8/25のみ
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西棟３階病棟
オープン！

患者さまの送迎や花壇のお手入れ、患者さま
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

早取りした未熟な大豆が枝豆です。大豆よ
りタンパク質が少なめですが、ビタミンC
やカロテンが多く含まれているなど、野菜と
豆の良い面をあわせ持った夏野菜です。カロ
テンやビタミンCは免疫力を高め、ビタミンB群は疲労回復、夏バテ防
止の効果も期待できます。
【おいしい枝豆の選び方と保存方法】
うぶ毛が濃く、実がふっくらとよく太っているものを選びましょう。さ
やが黄色いものは、熟しすぎて味が落ちている場合があるので注意が必要
です。枝つきのものは、さやだけになっているものより、鮮度を保つことが
できるのでオススメです。枝豆は鮮度が落ちやすいため、買ったら早めに
食べきるのがよいのですが、たくさん手に入った時や、食べきれない場合
は、硬めに茹でて冷凍庫で保存しておくといいでしょう。

【作り方】

1．なすはヘタを落とし、皮をところどころむいてラップに包み、電子レンジで約4分
加熱する。火が通ったらラップをはずして冷ましておく。

2．枝豆は塩ゆでし、さやからだしておく。
3．かけ汁の材料を混ぜ合わせる。
4．なすを縦 8等分にさき、皿に並べ、枝豆ものせる。かけ汁をかけていただく。

（栄養成分1人分）エネルギー52Kcal　たんぱく質2.7g　炭水化物6.8g　脂質1.9g　塩分0.7g　　　

管理栄養士　井上 絵里

枝 豆

蒸しなすと枝豆の中華サラダ簡単
レシピ

材　料（2人分）

7月から正面玄関入口付近に外来受診の患者さん
のご案内や入院の際のお手伝いなどをさせて頂く案
内係を設置いたしました。どんな御用でも結構です
のでお気軽にお声を掛けて下さい。

総合案内を設置しました。

なす …………………………………2本
枝豆 …………………………………30g
（かけ汁）
醤油 …………………………大さじ 1/2
酢 ……………………………小さじ 1/2
砂糖 …………………………小さじ 1/2
ごま油 ………………………小さじ 1/2
豆板醤 ………………………小さじ 1/4

7月22日に東海地震を想定した地震
防災訓練を行いました。今回の訓練は、地
震の警戒宣言が発令された設定で病院全
体としての対応を考える机上訓練や実際
に3階から救助袋を使用した避難訓練を
実施しました。
参加した職員は、東海地震について正し
い知識を身につけるとともに、あらためて対策の必要性を理
解し防災意識を高めていました。

地震防災訓練を行いました。



最新型16列マルチスライスCT装置導入
画像診断室　加藤 修也
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写真 2
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当院では、医療機器整備の一

環として、最新型コンピュー

ター断層撮影装置16列MDCT

（Multi Detector-row CT：マル

チスライスCT）BrightSpeed 

Elite SDを導入しました。

従来のCT装置は、シングル

スライスヘリカルCTと呼ばれ、X線管球に対して検出器が1列

でしたが、今回の16列MDCTはテーブル移動方向（体の長軸方

向）に複数の検出器が配置されているのが特徴で16列というの

は検出器が16個並んでいることを意味しています。そのため、

一度に複数の輪切りの画像を撮影することがきます。

◆従来のシングルスライスヘリカルCTとの違いは？
　従来の装置に比べて、X線管球や検出器の性能が向上し、高精

細な画像を得ることができるようになりました。この高精細な画

像をコンピューター処理することで3次元画像や様々な角度の断

面像を簡単に作ることができ、微細な病変の観察が可能となりま

した。また撮影速度も非常に速くなり、一度に複数の断面像を得

ることができるようになったため、広い範囲を短時間で撮影する

ことが可能となりました。例えば今まで胸部の撮影を行うのに5

分程の検査時間がかかりましたが、新しい装置では30秒程の検

査時間で撮影が可能となり、患者さんの負担が大幅に軽減できる

ようになりました。

また、CT撮影は X線を用いて検査をしますが低線量の撮影が可能

になり患者さんの被ばくを低減できるようになりました。

◆16列マルチスライスCTで実際に撮影した画像

今後も当室では、最新の医療機器導入を積極的に行い、質の高い安

全な医療サービスを提供し、地域の皆様から信頼される病院となる

ように努めてまいります。なお、ご不明な点がございましたらお気軽

にご相談ください。

●福祉用具としてのクッションとは
福祉用具としてのクッションには、車いすの座面に敷くクッ
ションの他に、ベッド上や座位で姿勢を整えるためのクッショ
ンがあります。これらのクッションは、骨と皮膚の間に脂肪や
筋肉の少ない方、骨盤が傾いている方、関節の動きが制限され
ている方などに有効です。今回は主に車いすクッションについ
てご紹介します。

●車いすクッションの役割
1．お尻にかかる圧力を分散させることで、殿部の痛みや床ず
れの発生を防ぎます。

2．車いすに座った際に身体が傾かないようにし，安定した姿
勢を保ちます。

●クッションの種類
今回は、クッションタイプを大きく3つのタイプに分け、紹
介します。　
ウレタンフォーム：ポリウレタン樹脂や発泡プラスティックを
使う化学製品です。クッションには既製品だけでなく、オーダー
メイドできるものがあります。ゆっく
りと沈み込んで殿部にフィットする特
徴がありますが、その分、蒸れやすさ
もあります。低反発フォームもウレタ
ンフォームの一種になります。（写真1）
エア（空気）：空気を満たした袋が複数
密集した構造をしており、利用者の身
体状況に合わせて、空気圧を変えるこ
とができます。空気量の違いによる影響が強いため、定期的な
空気量チェックが必要不可欠です。（写真2）
ゲル（ジェル）：ゲル化剤で液体をゼリー状にした、「ぐにゃ」
とした質感のものです。衝撃吸収性に優れており、また劣化し

にくいため、長期使用でも効果が持
続します。しかし、クッションとし
ては重量があり、また通気性も低い
です。（写真3）

この他ウレタンフォームとゲルを組み合わせたものなど、
様々な種類があります。

●注意点・選び方のポイント
・車いすクッションは一般には5～10cm程度の厚みがある
ため、肘掛の高さやフットレストの高さが合わなくなる場
合があるので、車いすの調整も必要です。

・失禁の心配がある方は、防水性の機能が求められます。
・車椅子使用時間が長く、痛みの感覚が分かりにくい等で床
ずれを起こしやすい方は、空気（エア）タイプ、ゲル（ジェ
ル）タイプの使用をお勧めします。しかし、座る姿勢が安
定しない方には、適応にならない場合もあります。

・身体機能や床ずれの発生状況によって、使用するクッショ
ンの素材・形状を変更する必要があるので、選択の際には、
専門のスタッフ（ケアマネージャー、福祉用具専門員、リ
ハビリスタッフ等）にご相談ください。

●介護保険は使えるの？
車いす用のクッションは、車いす付属品として福祉用具貸
与が可能なものもあります。レンタル又は購入時に、専門の
スタッフにご確認ください。

福 祉 用 具 ④クッション 作業療法士： 中野 志保・増田 佳奈・望月 千裕

特
集

【胸部画像】
通常の横方向断面画像だけ
でなく高画質の縦方向断面
画像で病変を観察すること
ができます。

【腹部３Ｄ血管画像】
造影剤を使用することで血
管の形態などを観察するこ
とができます。

【足関節3D画像】
関節や小さな骨の骨折など
の状態を知ることができま
す。最近では、筋肉や腱な
ども観察できるようになっ
ています。

【腰椎3D画像】
手術後のボルトなどの固定
具合の確認なども観察でき
ます。

X線管球

検出器

シングルヘリカルCT 16裂マルチスライスCT
10mm 0.625mm・16ch

検出器

10mm
X線ビーム

10mm
X線ビーム

X線管球

表：各クッションタイプの特徴
 ウレタンフォーム エア（空気） ゲル（ジェル）

圧力の分散 やや劣る 非常に良い 非常に良い

座位の姿勢保持力 安定 不安定 非常に安定

価格 安い 高い 高い

耐久性 低い 高い 高い
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