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　４月１日より４１名の新入職員が当院で社会人として一歩を踏み出しま

した。今年度は、新病院棟のオープンもあり、多くの職員が仲間入り致しまし

た。辞令交付後は、当院の理念や医療人としての心構えなどを学び、一日も早

く医療人として成長してくれることを期待しています。
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特
集 新病院棟の紹介

２F・３Fフロア（中央診療棟・病棟）の紹介

中央診療棟 2階　延床面積：5.193㎡

1階▶総合受付・外来診察室・医療相談室・
　　　薬剤室  検査室  画像診断室
2階▶手術室・医局・看護管理室・事務管理室

病棟 4階　延床面積：10.384㎡

1階▶東１病棟・西１病棟・売店
2階▶東２病棟・西２病棟
3階▶東３病棟・歯科診療室・会議室・第３リハビリ室
※各階に、生活リハビリ室あり

東３階病棟
45床増床予定の病棟です。

手術室
前十字靭帯・半月板損傷のスポーツ
傷害の手術や嚥下機能改善、唾液誤
嚥防止手術、音声外科手術などを行
います。

生活リハビリ室
各階に生活リハビリ室があり、自立
した日常生活を行うためのリハビ
リテーションを行います。

病棟
回復期病棟90床、一般病棟90床の
合計180床で将来は東３階病棟を
増床（45床）する予定です。

３Fフロア

２Fフロア

第３リハビリ室
主に西２階病棟と東２階病棟に入
院されている患者さんのリハビリ
を行っています。３階のため眺めが
良く、とても広々としたリハビリ室
となっています。



 

　今回は、「家屋環境の調整」について当院の流れもふまえ説明しま

す。

　患者さんが当院でリハビリを受けている間、退院準備のために並行

し家屋環境の調整をすすめていることがあります。理学療法士（PT）・

作業療法士（OT）は、他職種のスタッフと協力し患者さんの家屋環境

を把握し、患者さんの身体の状況、日常生活場面での状況などを考慮

しながら手すりの設置や福祉用具の選定などをご提案しています。そ

のため当院では入院時、ご家族やご協力頂ける方に以下のような「家

屋環境情報用紙」をお渡しし、書類の記載を依頼しています。この書類

をもとに家屋環境を把握し、家屋環境調整案の作成や環境に合わせた

動作の確認、練習を実施しています。

　家屋環境調整には様々な内容がありますが、厚生労働大臣が定める

居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類としては以下が

あげられています。

①手すりの取付け

②段差の解消（＊）

③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変 

　更（＊）

④引き戸等への扉の取替え

⑤洋式便器等への便器の取替え

⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

（＊）法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの

取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費

の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成１２年１２月

以降、玄関から道路までの（建物と一体ではない）屋外での工事も住宅

改修の支給が可能となった。

　このような改修内容について当院でも家屋環境を確認し、患者さん

やご家族の考えをふまえながら検討しています。何か質問等ありまし

たら、リハビリスタッフにお尋ね下さい。

家屋環境の調整 作業療法士　鈴木 明日香

図１．記載例　表面

図２．記載面　裏面

図３．写真見本



エプロン

お知らせお知らせ

整形外科

　肩関節疾患を専門としています。鏡視下手術（肩関節脱臼、腱板

断裂、拘縮肩、石灰沈着性腱板炎など）と変形性肩関節症に対して

人工肩関節全置換術を中心とした治療を行っています。また投球

障害肩においては全身の筋バランス（足関節から肩甲帯に及ぶ）、

投球フォームなどを外来にて診察し、出来るだけリハビリにて現

場復帰できるようにサポートしています。

　今年の４月から腱板広範囲断裂患者さんにおいて挙上が中心で

すが、機能改善が見込まれるリバース人工肩関節という新しいデ

バイスが日本でも使用可能になります。使用施設基準をクリアー

している当院でも本手術を行うことが出来るようになります。

　肩関節の疾患でお困りの方がおられましたら当院整形外科にご

相談ください。

ボランティア紹介 ～院内案内と送迎～
　入院や外来で来られる患者さん・ご家族の
病院内の案内や送迎を行っています。水色の
エプロンと黄色の腕章が目印です。ご案内が
必要な時はいつでもお気軽にお声かけ下さ
い。

浜リハコンサートのご案内
日　時：5月7日（水）、16：00～16：40
場　所：中央診療棟　１階 総合受付前（予定）
内　容：当院職員の演奏による手作りのコン サ

ートです。多くの懐かしい曲の演奏や
リハビリ体操もありますのでお楽しみ
に。一般の方の来場も大歓迎です。

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・増尾
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。

旧病院棟の解体工事について
　新病院棟の建築工事も無事に終わり、旧病院棟の解体工
事がいよいよ始まります。解体作業に伴い、騒音・振動等が
発生いたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

腕章

担当

桐村 憲吾（きりむら けんご）
出身地 ／ 静岡県藤枝市
出身校 ／ 東邦大学（1996年卒業）
趣　味 ／ カヤック



☆春キャベツ☆
栄養だより

簡単
レシピ ☆ 春キャベツとさやえんどうのサラダ ☆

管理栄養士　山本 加菜子

【栄養】
　15 ～ 20℃を生育適温に持つキャベツは、季節ごとに全
国の産地を移動することにより四季を通して旬を迎える品
種が開発され、1 年中おいしく食べられる食材となってい
ます。主に千葉、神奈川、茨城県などで早春から初夏にか
けて収穫される、まさに今が旬のキャベツが春キャベツ（春
玉）です。おなじみの冬キャベツ（寒玉）と比較すると小
さく、巻きがゆるく丸い形が特徴で、葉は中まで緑色をしています。水分が多いた
めみずみずしく甘みがあり薄くて食感もやわらかいので、サラダなどの生食にむい
ています。火を通すとベチャつき易く崩れてしまうので、火を通す場合はさっと軽
めにするのがポイントです。
　キャベツは、ビタミン C やカリウム、カルシウム、食物繊維などの他、“ビタミン
U” という珍しい成分を含んでいます。これは別名 “キャベジン” とも呼ばれるキャ
ベツから発見された胃の粘膜を強化する働きのあるビタミン様物質で、市販の胃腸
薬にも配合されているほど胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防・治療に効果が高いといわ
れています。ビタミン C や U は熱に弱く水に溶けやすいので、春キャベツには火を
通しすぎないのがおすすめです。なお、がん抑制成分である “イソチオシアネート”
という成分も含まれ、抗ガン作用があることも注目されています。
【選び方】
　葉がふんわりと巻かれ弾力があるもの、また軸の切り口が太すぎず割れていない
ものを選ぶのが良いでしょう。切り口から傷んでくるので、カットしたものより１
個丸買いし、葉を必要な分だけ外側から 1 枚ずつはがして使う方が日持ちします。
春キャベツは冬キャベツよりも水分が多く鮮度が落ちやすいので、できるだけ早く
使い切るようにしましょう。

【作り方】
さやえんどうは筋を取り、キャベツはひと口大に、セロリは小口切りにする。
ラディッシュは薄切り、ベーコンは 1㎝幅に切る。
キャベツとセロリは塩を加えた熱湯でさっとゆで、ざるにあけて冷ます。続けて、
さやえんどうも塩ゆでにする。
ベーコンは、さっと熱湯をくぐらせる。
ａを混ぜ合わせ、食べる直前に野菜とベーコンを加えて混ぜ合わせる。

1.

2.

3.
4.

材　料 （2人分）

（1人分栄養価 ) エネルギー：132kcal　たんぱく質：6.2g　脂質：6.4g　塩分：1.0g　
ビタミンC：108ｍｇ　カリウム：641mg　カルシウム：103mg
食物繊維：4.9g

春キャベツ　　
さやえんどう
セロリ
ラディッシュ
ベーコン

…300ｇ
…20ｇ

…………1本
…3個

………2枚

レモン汁
しょうゆ
みりん
だし汁
黒こしょう
塩

…大さじ 2
…小さじ 1
……小さじ 1
……大さじ 2
……少々

………………適量

a



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14:30～16:30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。

※非常勤医師
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 火 水 木 金

午前

午後

市川

市川

水嶋

水嶋
大久保

市川

市川

水嶋

水嶋

中村

中村

整形外科・専門外来（スポーツ整形外科）

●整形外科
月 火 水 木 金

午前

午後

尾藤

ー ー

町田 安間

ー

高橋

ー ー

●スポーツ整形外科（専門外来）
月 火 水 木 金

午前

午後

ー ー

小林※
高橋

安間
尾藤

安間
桐村

尾藤
船越※

高橋
滝※

町田
桐村

ー ー ー

●リハビリテーション科
月 火 水 木 金

午前

嚥下音声

藤島
金沢※

西村
重松

藤島
國枝※

ー 金沢※
藤島 ー

重松藤島

ー ー

神経内科 ー 谷口※
（第2･4週）

片桐※
（第1・3週）

ー ー ー

高次脳 ー ー ー ー

午
後

注）スポーツ整形の午後診療は、15：00～となります。



■アクセス

■院内のご案内

◆バスご利用の場合
　浜松駅前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙから　　14番のりば　51せいれい泉高丘線「浜松ﾘﾊﾋﾞﾘ病院」下車
　　　　　　　　　　　　　16番のりば　48和合西山線「浜松ﾘﾊﾋﾞﾘ病院」
◆お車でお越しの場合
　東名浜松西ｲﾝﾀｰからお車で約10分
　東名浜松ｲﾝﾀｰからお車で約30分

浜松市
リハビリテーション病院


