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新 年 度 の ご 挨 拶

病院長　　井 口  哲 弘

　今年も美しい桜の便りとともに、多くの新規職員を迎えることが出来たことをうれしく

思います。子どもの睡眠と発達医療センター長に三池先生の後任として日本赤ちゃん学会

理事長で同志社大学の小西先生を迎えました。診療部では整形外科の医師が 4 名交代しま

した。また米田薬剤部長、リハビリ療法部では東、中塚（PT）、 白阪（OT）、 看護部では山戸、

東さんが帰ってこられました。事務職では大西管理局長と小林管理部次長が新たな着任で

す。地域医療連携看護師（課長）は能村さんの後任として植田さんに頑張ってもらいます。

看護部とリハ療法部への新規採用職員として、それぞれリハ看護とリハサービスの充実の

ためにたくさんの新人が仲間に加わってくれました。オリエンテーションが終わり各職場

に配属されていることと思いますが、愛情を持って元気に育ててやって下さい。

　さて今年度の計画には、リハサービスの向上、亜急性期病床の導入と 9 月の病院機能評

価受審などがあります。リハサービスの充実のため、今まで回復期病棟だけであった土曜

リハを全病棟で実施します。また亜急性期病床は人工関節の患者さんのリハの充実と円滑

な退院支援を目標とする病床です。病院機能評価も新しいバージョンとなり実際の患者さ

んの流れに沿って問題点を見る方法に変更されました。単なる提供する医療から、患者さ

ん・ご家族がどれだけ治療の方針や進め方の決定に参加できているかが問われてきます。 

　さらに昨年決定した「新病院 5 ヵ年計画」に従い電子カルテの導入に向けての準備も進

めなければなりません。またかねてよりお願いしております患者さんや社会への情報提供

の充実ですが、患者・家族向けのパンフレットやホームページでの情報発信は進んでいま

すか。パーキンソン病研究会が「ホームエクササイズ」のパンフレットを作りました。必

要性は分かっていたけれど従来不十分であった分野での素晴らしい取り組みです。また昨

年度当初は病床利用率が低迷しましたが、後半の頑張りにより一昨年並みの利益を確保す

ることができました。これにより低床ベッドの導入や長年の懸案であった病棟カーテンの

新規購入が実現しました。今年度も患者さんにより良い医療と快適なアメニティの提供を

目指して頑張りましょう。
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☆ 新　任　医　師　紹　介 ☆

○子どもの睡眠と発達医療センター　　　　　　センター長　　小西　行郎

　子どもの睡眠と発達医療センターに三池センター長の後任として参りました。

昭和 49 年京都大学医学部を卒業して以来、小児神経科医として、脳性マヒの早期

発見や発達障害児の療育に取り組んできました。ここ 15 年程は「日本赤ちゃん学

会」を創設し、理事長として異分野研究に取り組んでいます。一昨年、当センター

において発達神経科学学会を立ち上げたのもその一つの成果だと思っています。

現在、文部科学省の科研費、新学術研究において「構成論的発達科学」という課題

で、胎児からの発達障害の発生メカニズムの解明に取り組んでいます。ロボット

工学の先生や発達心理学、脳科学の先生たちとの共同研究です。その中で睡眠障

害も最も重要な項目の一つであり、当センターの役割は重要だと思います。

　日本で初めての子どもの睡眠障害の治療機関として、当センターの果たすべき

責務も認識しているつもりですが、何かにも不慣れなため、責務を果たすことが

できるかどうか不安ですが、中央病院の職員の方々にも当センターの存在を十分

ご理解いただけるよう務めたいと思っています。どうかよろしくご指導くださる

ようお願い申し上げます。

○整形外科　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　医長　　山本　潤哉
　本年 4月に着任いたしました。
　これまで神戸大学大学院で椎間板細胞に関する研究をしていました。当院
では脊椎疾患だけでなく、幅広い疾患に対して治療に取り組んでいこうと
思っています。よろしくお願いいたします。

○整形外科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 医長　　戸田　光紀

　2007年10月から2008年3月まで勤務させていただいておりましたが、高槻
病院、市立西脇病院、神戸大学大学院(まだ在学中ですが)を経て、5年ぶり
にこちらで勤務させていただくことになりました。至らない点も多々あると
思いますが、全力で診療・研究に取り組んでいきますので、宜しくお願い申
し上げます。

○整形外科　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師　　黒田　雄一

　本年 4 月よりお世話になっております、整形外科黒田雄一と申します。こ

れまでは高槻病院、神戸大学付属病院に勤務してきました。いろいろとご迷

惑をおかけする事があるかと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

○整形外科　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師　　黒岩　　祐
　本年 4 月より着任致しました、黒岩祐と申します。整形外科、小児整形外
科を担当させて頂いております。これまで兵庫県下の病院で勤務してまいり
ました。微力ながら皆様のお役に立てますよう頑張りたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。



☆外来診療担当医表☆
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平成２５年 ５月１日から

月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日

高田　俊之

早川 みち子

髙野　真 一角　朋子

上野　正夫 奥田　志保

金澤　成雄 金澤　成雄

ＡＭ西村啓佑 中村　知子 中村　知子 北 川　　篤

小西行郎（再診） 2週目三池輝久（再診） 2週目三池輝久（再診） 2週目三池輝久（再診） 尾張慶子（再診）

髙井一美（初診） PM髙井一美（再診） AM髙井一美（再診） 田島世貴（初診） 小西行郎（初診）

PM尾張慶子（初診） 月2回松澤重行（再診）

田島世貴（再診）

司馬　良一

2,4,5週黒岩　祐

仙 石　　淳 仙 石　　淳 手術日 AM柳内章宏 乃美　昌司

乃美　昌司 乃美　昌司 午後検査 午前・午後検査 仙 石　　淳

山本　潤哉 司馬　良一 北 川　　篤 矢野　智則 矢野　智則

井口　哲弘 津村　暢宏 井口　哲弘 戸田　光紀 津村　暢宏

幸野　秀志 黒田　雄一 島　　直子 幸野　秀志 黒田　雄一

島　　直子 山本　潤哉 黒岩　　 祐

庄　敦子

森本　一男 原田　寛 山本　明 稲松　登 藤田　久夫

早川 みち子 楠　　仁 美

上野　正夫 奥田　志保 髙野　真

内     科

整形外科

黒岩　 祐 司馬　良一

検査・処置

1,3週　金澤 慎一郎

泌尿器科
診   察

小児整形

お 知 ら せ（案）
平成２５年 ５月１日から、下記の「外来診療担当医表」

　　　　　　　　　　　のとおり変更しますので、ご留意ください。

小児睡眠障害

循環器外科

リウマチ科 

神経内科

楠　　仁 美 高田　俊之

兵庫県立リハビリテーション中央病院

リハ前診

陳　　隆 明
（切断・脊髄障害）

陳　　隆 明
（切断・脊髄障害）リハ科

ロボット
リハビリ

テーション
部門



☆生活習慣病＆リウマチを学ぼう会のご案内☆

♪ロビーコンサートのご案内♪
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【◆生活習慣病を学ぼう会】 

開催場所 福祉のまちづくり研究所２階セミナー室（２回目のみ中央病院第２・３研修室） 

時  間 １４：００～１５：３０ 

平成２５年度 第Ⅰ期 

開催日 テーマ 講 師 

１回目 
平成２５年５月 ８日（水） 

1)糖尿病－導入編－ 
どんな病気？治療はなぜ必要？  

2)食事療法の基礎知識※ 

内科 
栄養指導室 

２回目 
平成２５年５月２２日（水） 

1)糖尿病－合併症－ 
2)シックデイ 

内科 
看護部 

３回目 
平成２５年６月 ５日（水） 

糖尿病－治療編－ 
1)食事療法※ 
2)正しい薬の飲み方 

栄養指導室 
薬剤部 

４回目 
平成２５年６月１９日（水） 

糖尿病－治療編,応用編－ 
1)運動療法 
2)検査について 

リハビリ療法部 
検査部 

・場所、日時、内容が変更する場合があります。 

・※印のテーマは集団栄養食事指導料が発生します。（原則入院患者様対象） 
 

【◆リウマチ教室】 

開催場所 本館４階談話室 

平成２５年度 ５月～７月 

開催日時 テーマ 講 師 

平成２５年５月１５日（水） 
１３：００～１４：００ 

リウマチ治療について～生物製剤
について～ 

医師 
薬剤師 

平成２５年５月２３日（木） 
１１：１５～１２：００ 

運動と生活について 理学療法士 
作業療法士 

平成２５年６月１７日（月） 
１３：００～１４：００ 

医療費・福祉サービスの紹介と日常
生活の注意点 

ＭＳＷ 
看護師 

平成２５年７月１８日（木） 
１３：００～１４：００ 

リウマチ治療について～内服薬に
ついて～ 

医師 
薬剤師 

・場所、日時、内容が変更する場合があります。 

 

 

ロビーコンサートの予定

　◆アンサンブル２７によるコンサート
　　日時　平成２５年５月８日（水）　１３：３０～１４：３０
　　出演　アンサンブル２７　ゲスト：江本あきこ（声楽家）、長谷ゆかり（フルート奏者）
　　曲目　夏は来ぬ、メヌエット、ドレミの歌、瀬戸の花嫁、上を向いて歩こう　ほか

　◆藤谷ハーモニカによるコンサート
　　日時　平成２５年６月７日（金）　１３：３０～１４：３０
　　出演　藤谷勝（ハーモニカ）　ゲスト：村尾真湖（ピアノ）
　　曲目　花、夜来香、ローレライ、祈、光へ、青い山脈、憧れのハワイ航路　ほか

　※上記予定は変更になる場合があります


