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第７２号 平成2３年1１月1日発行

理 念
安心して暮らせる地域づくりを目的とし、益田地域のニーズにあった保健・医療・福祉の提供を行います。

基本方針
１.公正で安全な医療を提供し人材育成と研修の場を提供します。
２.患者さま・ご家族さまの人権と意志を尊重した、納得と同意に基づいた医療を 提供します。
３.かかりつけ医の支援病院としてきめこまかな病診連携を行います。
４.在宅を目指した保健予防・リハビリテーショ ン・緩和ケアの充実を図ります。
５.益田地域全体にわたる保健・医療・福祉のネットワークを構築し、地域医療拠点病院として使命を果たします。

第７２号
◆手すりについて

◆省エネへの取組

◆健康食レシピ

◆医師会まつり報告

◆外来担当表

手すりについてリハビリテーション科連載記事より

歩きにくくなったとき、立ち上がりにくくなった

ときなど、つかまる物、支えになるものが欲しくな

りますね。そのようなときに活躍する物の一つ「手

すり」について今回は取り上げてみたいと思います。

手すりの種類

手すりは玄関アプローチ、玄関、廊下、階段、洗

面、脱衣室、浴室、トイレなどに設置されることが

多いですが、使用方法別に分類すると２種類に分け

られます。

①移動の補助:移動するときに手を滑らせながら使

われる手すり（ハンドレール）

・廊下を歩く際の水平

移動、階段の昇り降

り、部屋の内部や屋

外の移動などで使用

・肘や手のひらで支え

られたり、手を添え

やすいもので、直径

は32～36mm程度

①動作の補助:立ち座りや乗り移りのときに、しっ

かりと握って使う手すり（グラブバー）

・玄関先での立ち座り、

便器の立ち座り、浴

槽の立ち座りの補助

などで使用

・しっかりと握る必要

があり、直径は比較

的握りやすい28～32

mm程度

いろいろな手すり

手すりとひとことで言っても、様々な手すりがあ

ります。それを一部ご紹介したいと思います

【工事の必要がない手すり】

「浴槽簡易手すり」や「トイレ用据え置き式手す

り」があります。

浴槽簡易手すり

浴槽縁に挟み込んで使

用します。コーナー部

分に取り付けることが

できるものもあります。

トイレ用手すり

① ② ③

トイレに置いて使用します。

②は折りたためます。

③は握らずに平らな面に肘や手のひらを置いて使え

ます。

廊下や部屋の中でも使える工事の必要がない手すり
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もあります。突っ張って固定する垂直型手すりに

付属品をつけて、移動用横手すりとして設置した

り、立ち上がり用手すりとして設置するなどでき

ます。

【ちょっと変わった手すり】

遮断機式手すりブラケット

遮断機のように上げ下げでき、

目的の場所まで手すりを連続

させることができます。

襖用着脱手すりブラケット

手すりの連続性を保ちながら、

押入れからの出し入れの際な

どに着脱ができます。

波形手すり

取っ手のように身体

を引き付けたり、杖

のように持って使う

ことができます。

室内用手すり支柱

床面に取り付け、壁のないところでも、手すりを

連続させることができます。

可動式・手すり取り付けレール

身体状態に合わせて手すりの高さを変えることが

できる部材です。

おわりに

たかが手すりされど手すり。今回紹介したもの

は、ごく一部で、様々な材質・特徴をもった手す

りがあります。とても便利な物ですが、設置する

ことで空間が狭くなってしまったり、結局使わな

いといったことも起こり得ます。使う方の動作能

力・特徴や目的、使う場所、予算などによって、

設置の位置、形状、太さ、材質、住宅状況などを

検討する必要があります。必要だなと感じられた

ら、担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）や

理学療法士・作業療法士にご相談ください。また、

福祉の催しなどで展示されていることがあります。

そのような機会に出かけて、見て触ってみるのは

いかがでしょうか。

省エネ対策第一弾として、平成21年3月に経済産業省の

補助金を活用し、ESCO事業にてエコキュート等の省エネ設

備を設置しました。更なる省エネ対策として数年前から検討していた地下水の有効利用に取り組むこと

にしました。水道料金の削減もさることながら、災害等により益田市の水道施設が破損した場合は断水

となり、生命を維持するために最も必要な水の供給が断たれる事は病院の様々な部署で支障が生じ、病

院機能が麻痺あるいは停止してしまう事が考えられます。また、災害時の避難場所に指定されているこ

と等を考慮しても災害に強い病院でなければなりません。

地下水活用についての試算結果からメリットがあると判断できたた

め、『水量の確保と水質が飲用に適合するかどうか？』の調査指示を

受けて井戸堀削を行いました。病院・くにさき苑の1日あたりの最大使

用水量を満たす水量確保を目安に地下140～150ｍの井戸３本を掘削し

ました。水質については機械処理で基準を満たすことが可能な水質で

したが、１本は充分な取水量が見込めず断念し２本の井戸を活用する

事にしました。11月1日より稼働開始しました。
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10月23日（日）、「頭痛」をテーマに「第22回医師会ま

つり」を開催いたしました。

今年は天候不良のため特設ステージの予定を変更しての実施となりました。

無料検査コーナーには早朝から長い列ができ、延べ929人の方にお越しいただいて、当院内科の石﨑公郁

子先生の市民公開講座「頭痛について知ろう」にも多数参加いただきました。

最近はタジン鍋や電子レンジを使っての蒸

し料理をよくみかけます。

蒸し料理は、一定の温度で調理するので食材

本来の美味しさが残されたまま調理でき、ビタミン類は水に溶け出す性質のもの

が多いですが、蒸気で調理すると流れ出す量も少ないため栄養の損失も少ないよ

うです。今回は、あっさり淡白な鶏肉とブロッコリー、キャベツなどの野菜を蒸

して、マスタード入りのピリッとしたソースを添えていただく料理をご紹介します。ほかに魚、季節の野

菜やきのこを蒸してもいいですね。

材料（４人前） 栄養成分（1人分）

作り方

下準備

①ブロッコリーは小房に分け、にんじんは花形(お好みの大きさにどうぞ)に、キャベツは食べやすい大

きさに切ります。

調理

②鶏むね肉は耐熱用の器に入れ、酒少々(分量外)をふり、ラップをして電子レンジで蒸します(６００W

３分くらい) 。粗熱が取れるまでラップをしたままおき、食べやすい厚さに切ります。①の野菜も同

様に耐熱用の器に入れ、蒸します。

③ソースを作ります。鍋に酒、しょうがを入れ沸騰させ、粒マスタード、マーガリンを入れて混ぜ、塩

コショウで味をととのえます。

仕上げ

④器に、鶏肉、野菜を盛り付け、ソースをかけます。

蒸し鶏 マスタードソース添え

ソ
ー
ス

粒マスタード １２ｇ 鶏むね肉（皮なし）３２０ｇ

マーガリン ８ｇ ブロッコリー １２０ｇ

酒 ２４ｇ キャベツ １２０ｇ

しょうが（おろし） ２.４ｇ にんじん １２０ｇ

塩 ０.８ｇ

こしょう ０.６ｇ

エネルギー １５２kcal

たんぱく質 ２１.９ｇ

脂肪 ３.６ｇ

炭水化物 ６.７ｇ
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発 行：益田地域医療センター 広報委員会

〒699-3676 島根県益田市遠田町1917-2 TEL：0856-22-3611(代表) FAX：0856-22-0407

E-mail：info@masumi.shimane.med.or.jp 医師会病院URL：http://hp.masuda-med.or.jp/

益田地域医療センター医師会病院 外来診療担当医一覧表
平成23年1１月1日より

初診受付 午前８時３０分～１１時００分 再診受付 午前８時３０分～１１時３０分

※但し、急患の場合はこの限りではありません。

「がん」と診断された患者さんは、手術や化学療法など「がん」

そのものの治療だけでなく、「がん」に伴うつらさ（痛みなどの

つらい症状、こころの問題、療養上の気がかり）を解決する事も

大切です。そこで当院では患者さんやご家族のサポートをするために１１月１０日から緩和ケア外来を開

設する事になりました。

外来日：木曜日（第１・３・５週目）

担当医：五十嵐雅彦・服部晋司

※事前の予約が必要です。

ご予約・ご相談、問い合わせ先 がん相談支援センター 担当：二宮 隆史

診療科 診察 月 火 水 木 金 備 考

内 科 午前 狩野 稔久 古田 晃一朗 井上 実緒
岩田 芽久美 小川 哲生

（6番にて）
内科一般

狩野 稔久
（再診のみ６番にて）

古田 晃一朗
(再診のみ)

循環器内科 午前 足立 正光
（9:00～12:00） 循環器科

外 科 午前 服部 晋司 林 彦多 槙野 好成
五十嵐 雅彦 水本 一生 消化器外科・呼吸器外科

小児外科・肛門科
一般外科山野井 彰

（胆・肝・膵外科）
五十嵐 雅彦
（再診のみ7番にて）

肛門外科 午前
服部 晋司 第1・3･5木曜日 服部医師

第2・4木曜日 林医師
林 彦多

皮膚科 午前 水本 一生 皮膚外科・皮膚血管外科外
来も含む

整形外科 午前 交互診療 守屋 淳詞 大中 博司 大中 博司 守屋 淳詞 整形外科一般

麻酔科 午前 島大麻酔科 島大麻酔科
交互診察
（斎藤・豊田・今町・三原・橋本・O太田・

平出・石田）蓼沼)

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 午前 柿木 伸之 柿木 伸之 新垣 美佐 中島 暁美
（9:30～12:00）

柿木 伸之 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科全般

リウマチ科

（電話予約制）

近藤 正宏
角田 佳子
（9:00～15:00）

膠原病専門外来
近藤・角田の交互診療

電話による完全予約制

呼吸器外科 午前 岸本 晃司
（9:00～12:00）

第２・4火曜日
呼吸器疾患全般

二次健診後のフォロー

循環器外科 午前 末廣 章一 第１水曜日
（心臓・血管外科）

特
殊
外
来

脳神経領域 午前 山﨑 達輔

頭痛外来 午前 石﨑 公郁子 完全予約制

放射線治療 午前 川口 篤哉 第4金曜日

乳腺外来 午後 槙野 好成 火曜日午後（14:00～16:00）

緩和ケア 午前
五十嵐 雅彦

第１・３・５木曜日
服部 晋司


