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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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　10月19日（水）に浜リハコンサートを開催しました。今回
も病院長自らチェロを弾き懐かしい曲などの演奏がおこなわ
れました。リハビリ体操なども交えて患者さんやご家族の方
と共に大変充実した楽しい時間を過ごすことができました。
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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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藤　島

ー

藤　島
【専門外来】
（嚥下音声）
金沢※/ 藤島

 金　沢※

重　松

ー

石　橋

ー

渡　邉

ー

ー
【専門外来】
（神経内科）
谷口※（第2・4週）

萩　原

ー

藤　島

ー

市　川

市　川

水　嶋

水　嶋
大久保
（総診）

市　川

市　川

水　嶋

水　嶋

中　村

中　村

尾　藤
【専門外来】（スポーツ）
尾　藤（第1・3・5週）
安　間（第2・4週）

 町　田※
【専門外来】  
（スポーツ）
小　林※

（一般・スポーツ整形）
高　橋

安　間

【専門外来】  （スポーツ）
安　間

高　橋  町　田※

高　橋
（第2・4週）

【専門外来】  （スポーツ）
尾　藤

安　間
【専門外来】（スポーツ）
北　原※/ 船　越※

（交代制）

外来診療担当医表　

（注）【スポーツ整形】の診療時間は午後3：00～5：00
専門外来を受診される方は、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

●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

【栄養】しいたけに含まれるレンチナンは、抗ガン

作用や風邪などのウイルス性の病気に対して抵抗

力をつける作用があるといわれています。他にも

エリタデニンという物質には、血圧降下作用やコ

レステロールを下げる効果があります。またエル

ゴステリンという物質を含んでいて、このエルゴ

ステリンは、エルゴステロールという紫外線（太陽光）に当たることによって、ビタミ

ンＤに変わります。ビタミンＤは、カルシウムの吸収を助けてくれることで、骨や歯を

丈夫にし、骨粗しょう症を防ぐ作用があります。その他にも、ビタミンＢ１・Ｂ２が野

菜類の約２倍多く含まれ、低カロリーで健康に良い食材といえるでしょう。 

椎茸の栄養素（食材１００g当たり）

・エネルギー…18kcal　　　　・ビタミンＢ１…0.64mg

・カリウム…280mg ・ビタミンＢ２…0.19mg

【選びかた・保存方法】カサがあまり開いておらず、肉厚なものがおいしいといわれて

います。カサの裏側が白く、うすく膜をはったようなものが新鮮です。乾しいたけで

は、カサの裏側が黄色っぽいものがよく、古くなると赤みを帯びてきます。生と同様に

肉厚でカサが開きすぎていないものを選びましょう。

　保存方法は、生しいたけはそのままビニール袋などに入れ、冷蔵庫に入れ、日持ちし

ないので、なるべく早く食べましょう。乾しいたけは、缶や瓶などの密封できる容器に

入れ、乾燥剤などを入れて保存しましょう。湿気には気をつけ、天気の良い日には天日

干しするとよいです。

栄養価 (1人分 )：　エネルギー 35kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 2.2g、カリウム 170mg　
ビタミンＢ1 0.05mg、ビタミンＢ2 0.08mg

管理栄養士　内藤 美保

しいたけ

☆しいたけと
　　レタスのスープ☆

簡単
レシピ

※非常勤医師

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

【作り方】

鍋に水を入れ沸騰させ、沸騰したら切ったしいたけを入れます。

しいたけにある程度火が通ったら、ちぎったレタスと調味料を入れて火をとめます。

器に盛りつけたらできあがり♪

1.

2.

3.

生しいたけ
中華だし

……3個
…小さじ1

材　料（2人分）
水
ごま油
…………500ｍl
……小さじ1 こしょう……少々

レタス
醤油

………1/4個
………小さじ2

浜リハコンサート開催浜リハコンサート開催浜リハコンサート開催浜リハコンサート開催 ♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

♩♩♩♩♩♩♩♪♪♪♪

♯♯♯ ♭♭♭

インフルエンザ予防接種のご案内
　当院でも10月24日（月）からインフルエンザ予防接種を開始し
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。
接種可能曜日時間：毎週火・木・金曜日　14：00～16：00
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。（完全予約制）

・月～金曜日（14：00～16：00）
・予約電話　053－471－8337（外来窓口）

接種料金：13歳～　4,500円（税込）
 65歳～　（浜松市在住）　浜松市指定自己負担額

※ワクチンが無くなり次第、終了となります。

院外処方箋FAXサービス終了の
お知らせ

　平成23年11月30日をもって院外処方箋FAX
コーナーを廃止いたします。今後は、かかりつけ
調剤薬局へ直接、処方箋をお持ちいただくことと
なります。運用の変更によりご迷惑をお掛けいた
しますが宜しくお願いいたします。

病院ボランティア募集!! 
　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
TEL：053-471-8351
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栄養価 (1人分 )：　エネルギー 35kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 2.2g、カリウム 170mg　
ビタミンＢ1 0.05mg、ビタミンＢ2 0.08mg

管理栄養士　内藤 美保

しいたけ

☆しいたけと
　　レタスのスープ☆

簡単
レシピ

※非常勤医師

重松（第1・3週）
赤津※（第2・4週）

【作り方】

鍋に水を入れ沸騰させ、沸騰したら切ったしいたけを入れます。

しいたけにある程度火が通ったら、ちぎったレタスと調味料を入れて火をとめます。

器に盛りつけたらできあがり♪

1.

2.

3.

生しいたけ
中華だし

……3個
…小さじ1

材　料（2人分）
水
ごま油
…………500ｍl
……小さじ1 こしょう……少々

レタス
醤油

………1/4個
………小さじ2

浜リハコンサート開催浜リハコンサート開催浜リハコンサート開催浜リハコンサート開催 ♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

♩♩♩♩♩♩♩♪♪♪♪

♯♯♯ ♭♭♭

インフルエンザ予防接種のご案内
　当院でも10月24日（月）からインフルエンザ予防接種を開始し
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。
接種可能曜日時間：毎週火・木・金曜日　14：00～16：00
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。（完全予約制）

・月～金曜日（14：00～16：00）
・予約電話　053－471－8337（外来窓口）

接種料金：13歳～　4,500円（税込）
 65歳～　（浜松市在住）　浜松市指定自己負担額

※ワクチンが無くなり次第、終了となります。

院外処方箋FAXサービス終了の
お知らせ

　平成23年11月30日をもって院外処方箋FAX
コーナーを廃止いたします。今後は、かかりつけ
調剤薬局へ直接、処方箋をお持ちいただくことと
なります。運用の変更によりご迷惑をお掛けいた
しますが宜しくお願いいたします。

病院ボランティア募集!! 
　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
TEL：053-471-8351
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介護に役立つ尿器の紹介 　　　　　　　　　西１階病棟
看護師　富田 文子

①

②
③

④
⑤

⑥

転倒予防のための環境設定 理学療法士：鵜野 令子　　作業療法士：増田 佳奈

特
集

　介護される側、する側にとって排

泄の問題はとても重要です。入院さ

れた患者さんやご家族が自宅に戻る

にあたってほとんどの方が口にする

のは、トイレは自分で出来るように

なりたい、せめてトイレだけは自分

でいけるようになってもらいたいと

いうことです。また排泄はとてもデ

リケートな問題であるため、できる

だけ他人の世話になりたくないと思うものです。しかし、病

気などの障害により、その思いとは反対に介護が必要と

なってしまう事も多々あります。そのような時に、適切な尿

器を選択することで、介護される側、する側の負担が軽減で

きることがあります。

　そこで、今回は一般的な尿器について紹介していきます。

　こちらは多くの場合に使用されるものです。一般的に尿

器といえばこのタイプをいいます。女性用は一人で使用す

ることは難しいので、介助が必要です。

　次は逆流防止機能付尿器で

す。これは、ベッド上で排泄す

る場合、四肢に障害があったり

すると上手く戻せずこぼして

しまう事を防ぎます。また、尿

器を落としたりしてもこぼれ

たりしないのが特徴です。その

ため一回ごとに尿を破棄する必要がなく、何回か続けて使用す

ることができます。

　次に安楽尿器です。こちらは

ご覧の通り尿器の先端にホース

がついており、そのままタンクに

尿が貯留されます。夜間の尿が多

く、尿器ではいっぱいになってし

まう方に適しています。

　以上紹介したものは、尿意が

分かり自分で尿器を使う事が可能であることが必要です。尿意

が曖昧で失禁のある方には、コンドーム様のゴムを陰茎には

め、そこから管を通って尿を貯留するというものもあります。

こちらは寝る前に装着すれば朝までそのままで大丈夫です。

　最近は尿器も改良され、種類が増えてきているようです。介

護される側、する側の環境や状況にあった尿器を選ぶことで、

お互いの負担を軽減していくことが大切です。周囲の医療ス

タッフに相談して適切な介護用品を選んでいきましょう。

　住み慣れたはずの室内で起きる転倒事故。室内には転倒する原因がたくさんあります。
今回は転ばないための環境設定において、ちょっとした工夫をご紹介します。

① 階段に安全対策を！
足をふみはずせば大ケガにつながりかねな
い階段。手すりや滑り止めをつけ、転倒予防
に。夜間や暗い場所では、足元の照明をつけ
ましょう。

② 段差をなくそう！
部屋と部屋とのちょっとした段差につまず
いて転倒するのを防ぐために、段差解消ス
ロープをつけて段差をなくしたり、テープな
どをつけて段差を目立つようにしましょう。

③ じゅうたんの端を固定して！
足を引っかけやすいじゅうたんやマットの端
は、テープなどでしっかりと固定しましょう。

④ 室内履きにも滑り止めを！
外で履く靴はもちろん、室内でのスリッパ
にも滑り止めの付いたものを選びましょう。
また、踵の固定がないものでは転倒しやす
いため、室内用の上靴を使用しましょう。

⑤ コンセントコードに注意！
たくさんのコンセントコードが床に広がっ
ていませんか？使っていないときは、コン
セントをまとめる工夫をしましょう。

⑥ 新聞や雑誌をまとめましょう！
新聞やチラシをふんですべることが少なく
ありません。机の上やかごの中などにまと
め、整理整頓を心がけましょう。

　室内で移動する範囲には障害物となるような
物は置かず、常に整理整頓を心がけ、転ばない
環境づくりを工夫しましょう。これを機会にも
う一度、ご自宅を見直してみてはいかがでしょ
うか？

参考文献：自分でできる転倒予防体操　上級編、
㈱社会保険出版社
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