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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（土）に「第６回 浜リハ祭」を開催しました。浜松よさこいチー

ム“響天動地”による「よさこい」や「浜リハコンサート」など多くのイベント

が行われました。当日はあいにくの雨の中、近隣にお住まいの方や入院患者

さん、そのご家族など多くの方が来場され、楽しんで頂きました。

第３回 写真コンクール院長賞受賞作品「鳳凰鳥の空」
※各賞の結果は“お知らせ”に掲載しております。



　みなさんは「リハビリテーショ

ン」という言葉を聞くと、どのよ

うなイメージをされますか？

　「リハビリテーション」は

「Re-habilis-ation＝再び-適し

た（ふさわしい）-すること」と

訳され、「再びその人らしく生き

る権利の回復」を意味します。

　病気やケガ等により様々な障害

を受けながらも、できる限り「そ

の人らしさ」を第一に「自立」＝

「日常生活活動の自立」と「自

律」＝「自分で選択し決定できる

自律」にむけて訓練することが大

切で、単に機能訓練をすることだ

けではありません。

　病気やケガ等の障害を受ける前は、どのような環境

で、どのような生活を送っていたのでしょうか？食べ

物はなにが好きでしたか？趣味はありましたか？仕事

はしていましたか？大切にしているものはなんです

か？今後どのようになりたいと思っていますか？ご家

族は現状をどう受け止めていますか？他にも「その

人」を個人として捉えるためには、身体的・精神的機

能の他に、もっとたくさんの情

報が必要となってきます。

　当院では、最短で最善の支援

を目標にリハビリテーションを

行っていますが、「その人」が

「その人らしく」生活するため

に、もっと「その人」がどんな

人なのか教えて欲しいと思って

います。「その人」の力を信じて、「その人」とご家

族の目標にできる限り沿えるように、その人らしさを

引き出す第一歩が踏めるように、医師をはじめ療法士

や看護師・医療相談員・栄養士や薬剤師・検査技師・

医事スタッフなど、各専門分野がチームとなり支援し

て参ります。また当院のスタッフのみならず、ケアマ

ネージャーや訪問看護師等、地域での支援スタッフも

大勢います。

　ぜひ一緒に前進し、笑顔が

あふれるように頑張っていき

ましょう。

「リハビリテーション」ってなぁに？
外来看護師　山村 早帆
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作業療法士　鈴木 明日香

認知症①～認知症についての概論～

【引用・参考文献】
日本認知症ケア学会 編　改訂３版　認知症ケアの基礎

　最近では、認知症という言葉が浸透してきており、認
知症は病気であると認識されてきたといえます。しか
し、あるアンケート調査によると認知症を疑っても何の
行動も起こさない家族が4人に1人いることが明らかに
なっているとされ、まだ認知症に関する知識の向上が求
められていると考えられます。そこで今回は2回にわけ
認知症について記していきたいと思います。

Ⅰ．認知症の現状
　2010年時点で日本での65歳以上の高齢者における認知症の推定有
病率は15％で、65歳以上の6.6人に1人が認知症ということになってい
ます。そして団塊世代全員が75歳になる2025年には認知症の人は
470万人に上ると推測されています。

Ⅱ．認知症とは
　認知症とは、注意力、遂行機能、学習、記憶、言語、日常生活動作、他人の
気持ちや考えの理解といった認知機能のうち、少なくとも１つが以前よ
り低下し、日常生活における自立性が下がった状態として定義されてい
ます。
　認知症は、さまざまな疾患が原因となりますが、アルツハイマー型認知
症が半分以上を占め、続いて血管性認知症やレビー小体型認知症が多い
です。アルツハイマー型認知症は、アミロイドタンパクや神経原線維変化
という異常タンパクが脳の中にたまることで脳が障害されることで起こ
ります。

１．「認知症のもの忘れ」と「一般的なもの忘れ」
　認知症のもの忘れは、日常生活全般に支障をきたします。認知症のもの
忘れと一般的なもの忘れの違いを以下の表1に示しています。認知症の
物忘れは、記憶障害が主な症状で、判断力の障害や見当識の障害など他に
も様々な中核症状が現れます。中核症状の他にBPSD（行動・心理症状）
があり、以前は問題行動と捉えられてきましたが、現在は現れている行動
には原因があると考えられています。原因は人によって異なるため、内的
世界でその人が何を考え、何をしようとしているかをよく評価したうえ

で対策を考えていかなくてはいけないとされています。図1は、BPSDの
出現原因について記しています。

表1. 認知症のもの忘れと一般的なもの忘れ

図1. BPSDの出現原因

　今回は認知症について概要を記してきました。次回号では、リハビリに
視点をおき認知症のリハビリテーションについてお伝えしていく予定で
す。



☆れんこん☆

れんこんもち

【栄養】　主成分はデンプンで食物繊維を多く含有している
ため、便秘予防に効果があります。さらに、ビタミンＣはレ
モンと同等の１００g中５５㎎と非常に豊富ですので、血管
を丈夫にし、血行促進、美肌など若返りにも役立ちます。ま
た、れんこんのおろし汁にハチミツや生姜などを加え、それにお湯を注いで飲むと
風邪の特効薬にもなります。
　れんこんを切ると糸を引きますが、その粘り気のもとがムチンです。ムチンは納
豆のネバネバと同じ成分で、たんぱく質や脂肪の消化を促進し、胃壁を保護した
り、滋養強壮にも効果があります。
　れんこんの切り口の変色が早いのは、ポリフェノールの一種であるタンニンが含
まれているからです。タンニンには消炎や止血作用があります。
【選び方・保存方法】　四季を通じて売られていますが、流通量が増えるのは正月を
はさみ秋から冬にかけてです。選ぶ際は薄い茶色で、ずんぐりと丸みがあり、まっ
すぐなものを選びましょう。色が白くてきれいなものは、漂白されている場合があ
るので注意しましょう。切り口の穴は小さいほうが良く、穴の周囲が黒ずんで変色
しているものや泥が入っているものは避けましょう。
　保存する際は、空気に触れないようにラップにくるんで冷蔵庫で保管します。調
理中の黒ずみを防ぐためには、酢水にさらすと良いでしょう。

材　料（4人分）

【れんこんもち】 
れんこん
片栗粉
醤油
塩
揚げ油

………450g
………小さじ2 
…………小さじ1
………………少々
…………適量

【あん】
だし
醤油
みりん
片栗粉
青ネギ

……………250cc
……大さじ1･1/2
…大さじ1･1/2
…………適量
…………適量

れんこんはまず50gを5mm角に刻み、残りの400gはすりおろして軽く水気を絞
る。青ネギは小口切りにする。
ボウルにれんこんもちの材料をすべて入れ、よく混ぜ合わせる。8等分にして、
火が通りやすいよう小判型に形を整える。
揚げ油を170℃（菜箸を入れたときに細かい泡が出るくらい）に熱し、②を入れ、
油はね、破裂に注意しながら5～ 6分間揚げる。
鍋にあんのだし、醤油、みりんを入れて火にかける。沸騰したら水溶き片栗粉を
加えてとろみをつけ、ひと煮立ちしたら火を止める。
器に③を盛り、④をかけ、青ネギを飾ってできあがり♪

【作り方】
1.

2.

3.

4.

5.

（1人分栄養価）エネルギー：177Kcal　たんぱく質：2.7g　脂質：6.1g　ナトリウム：483mg
カリウム：526mg　カルシウム：25mg　ビタミンC：54mg　食物繊維：2.2ｇ
食塩相当量：1.3ｇ 管理栄養士　米山 美保

第３回 浜リハ写真コンクール結果発表

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：053-471-8331
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。

　第３回 写真コンクール、今回のテーマ「○○といっしょ」と「自由作
品」では秀作が多数集まり、ご応募いただいた皆さまに心より感謝申
し上げます。受賞された皆さま、おめでとうございます。

♪キャロリングのお知らせ♪

年末年始診療体制のご案内
通常診療：2014年12月26日（金）まで
休　　診：2014年12月27日（土）～2015年1月4日（日）
通常診療：2015年1月5日（月）から
※年末のリハビリ訓練は、2014年12月26日（金）まで通常
　の訓練を行います。また、年始のリハビリ訓練は、2015年
　1月5日（月）から通常の訓練を行います。

３回 写真コンクール、今回のテーマ「○○といっしょ」と「自由作品」では秀作が多数集まり、ご応募いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。
受賞された皆さま、おめでとうございます。

最優秀賞（院長賞）　大野 博巳さん
総看護部長賞　　河合 由美さん
事務長賞　　川北 惇さん
優秀賞　山下 真美さん　　嵐田 優聖さん
　　　　　　　大野 純一さん　　加茂 英樹さん
特別賞　高橋 博達さん　　秋山 尚也さん
　　　　　　　丸尾 彩さん　　　堀内 正康さん

大野 博巳さん
河合 由美さん
川北 　惇さん
山下 真美さん　嵐田 優聖さん
大野 純一さん　加茂 英樹さん
高橋 博達さん　秋山 尚也さん
丸尾 　彩さん　堀内 正康さん

最優秀賞（院長賞）
総 看 護 部 長 賞
事 務 長 賞
優 秀 賞

特 別 賞

今年も「浜リハ聖歌隊」によるキャロリングを下記の通り予定しています。
ささやかですがクリスマスの雰囲気をお楽しみ下さい。

　１２月２4日（水）　１７：１５～（各病棟）
　曲名：ホワイトクリスマス・
　　　　　ジングルベルなど全10曲
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受賞された皆さま、おめでとうございます。

最優秀賞（院長賞）　大野 博巳さん
総看護部長賞　　河合 由美さん
事務長賞　　川北 惇さん
優秀賞　山下 真美さん　　嵐田 優聖さん
　　　　　　　大野 純一さん　　加茂 英樹さん
特別賞　高橋 博達さん　　秋山 尚也さん
　　　　　　　丸尾 彩さん　　　堀内 正康さん

大野 博巳さん
河合 由美さん
川北 　惇さん
山下 真美さん　嵐田 優聖さん
大野 純一さん　加茂 英樹さん
高橋 博達さん　秋山 尚也さん
丸尾 　彩さん　堀内 正康さん

最優秀賞（院長賞）
総 看 護 部 長 賞
事 務 長 賞
優 秀 賞

特 別 賞

今年も「浜リハ聖歌隊」によるキャロリングを下記の通り予定しています。
ささやかですがクリスマスの雰囲気をお楽しみ下さい。

　１２月２4日（水）　１７：１５～（各病棟）
　曲名：ホワイトクリスマス・
　　　　　ジングルベルなど全10曲



「リハビリテーション」ってなぁに？
  ・リハ Keyword　認知症①～認知症についての概論～
  ・栄養だより　れんこん★れんこんもち★

第６回浜リハ祭を開催しました。第６回浜リハ祭を開催しました。
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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（土）に「第６回 浜リハ祭」を開催しました。浜松よさこいチー

ム“響天動地”による「よさこい」や「浜リハコンサート」など多くのイベント

が行われました。当日はあいにくの雨の中、近隣にお住まいの方や入院患者

さん、そのご家族など多くの方が来場され、楽しんで頂きました。

第３回 写真コンクール院長賞受賞作品「鳳凰鳥の空」
※各賞の結果は“お知らせ”に掲載しております。




