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さんぽみち
2019年11月1日

◆コーラス

　

生活習慣病を学ぼう会 場 所　福祉のまちづくり研究所２階セミナー室
時 間　14：00～15：30

◆令和元年度 第Ⅲ期

開催日 テーマ 講師

2回目
令和元年11月６日（水）

糖尿病 ｰ治療編ｰ 合併症について
 食事療法の基礎知識※

内科医師
栄養管理部

3回目
令和元年11月20日（水）

糖尿病 ｰ治療編ｰ 運動療法
 正しい薬の飲み方

リハビリ療法部
薬剤部

4回目
令和元年12月４日（水）

糖尿病 ｰ応用編ｰ 食事療法※
 日常生活のケア

栄養管理部
看護部

リウマチ教室

・場所、日時、内容が変更する場合があります。

場 所　 本館４階談話室

開催日 テーマ 講師

令和元年11月6日（水）
13：00～14：30

医療費・福祉サービスの紹介と
日常生活の注意点

医療ソーシャルワーカー
看護師・検査技師

患者教室のご案内

県立病院学会に参加しました！県立病院学会に参加しました！

　平成30年度診療報酬改正にと

もない、当院の回復期病棟を入院

料１にしました。従来と比べて①

重症患者の割合②社会福祉士の病

棟配置③管理栄養士の配置、栄養

評価④リハビリ実績指数の向上が必要となりま

した。①と④は業務プロセスでの課題でした。

①に関しては病棟師長と地域連携室での入院調

整の強化を図りました。④に関しては多職種カ

ンファレンスを増加し退院調整を強化して入院

期間の短縮を図ることができました。

副院長　早川 みち子

　「人的環境の調整によりADLの

向上を認めた一例」というタイト

ルで、症例発表をさせて頂きまし

た。他県立病院の方々と意見交換

を行え、貴重な時間となりました。

発表を通して、患者さん個々の能力発揮（ADL拡

大）を図るためには、回復状況に合わせて適切な

環境調整を行うことが大切であると改めて学び

ました。今後も入院初期から退院後の生活を見

据えて、より質の高いリハビリテーションを提

供できるように、職員一同努めて参りたいと思

います。

リハビリ療法部　作業療法士 　春田 万里

　「人工膝関節置換術術後用アイ

スパックの冷却効果延長に向けた

被覆材の検討」というタイトルで

発表させていただきました。

今回ポスター発表をさせていただ

きましたが、昨年度行った看護研究を振り返り、

改めて今回の研究の良かった点や不足している

点に気付くことができました。他病院のスタッ

フもいる中で発表することは緊張しましたが、

他病院の他職種からも意見も聞くことができ良

い経験となりました。

看護部　看護師　稲垣 智華

　放射線科では、平成30年12月に

新しくＣＴ装置を導入しました。

以前の装置と比べ、短時間で広範

囲の撮影が可能となり、胸部、腹部

検査は５～６秒の息止めで撮影で

きることにより、患者様の負担を最小限に抑え

られます。また、体内インプラント等の金属によ

るアーチファクトを低減するソフトや被ばくを

低減するソフトも搭載しています。今回の実験

で、被ばくを低減しつつ、診断に有用な画像を提

供するための最適な撮影条件を検証することが

出来ました。今後もより良い画像を提供し、患者

様に安心して検査を受けていただけるように努

めていきたいと思います。

検査・放射線部　放射線技師　清水 保彰

◆令和元年度 第Ⅳ期

開催日 テーマ 講師

1回目
令和２年１月15日（水）

糖尿病 ｰ導入編ｰ 糖尿病はどんな病気？
 治療はなぜ必要？
 検査について

内科医師
検査部

2回目
令和２年１月29日（水）

糖尿病 ｰ治療編ｰ 合併症について
 食事療法の基礎知識※

内科医師
栄養管理部

・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。（原則入院患者さん対象）

日時　令和元年 11 月 8 日 ( 金 )　13:30 ～ 14:30

出演　みずほコーラス

◆ハンドベル

　日時　令和元年 12 月 19 日 ( 木 )　13:30 ～ 14:30

出演　グローリーリンガーズ（あけぼの会主催）

◆トロンボーン

　日時　令和２年 1 月 17 日 ( 金 )　13:30 ～ 14:30

出演　田中　功平

令和元年９月７日（土）ポートアイランドの兵庫医療大学で「第１７回兵庫県立病院学会」
が開催され、当院から４名が発表を行いました。

大人お一人様（65歳以上の方）
※11月・12月については、シーズン加算（500円）がございます

￥19,950（税込）￥19,950（税込）
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お　知　ら　せお　知　ら　せ

本年10月より赴任しました整形外科の鎮西伸顕と申し

ます。

人工膝関節、人工股関節を中心に研鑽を重ね、患者さん

のお役に立てるように頑張りたいと思います。宜しく

お願い申し上げます。

整形外科　鎮西 伸顕

令和元年10月より整形外科に赴任いたしました、大島

隆司と申します。

皆様のお役にたてるよう、精一杯頑張ってまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

整形外科　大島 隆司

初めまして、10月より赴任させていただきました整形

外科の高島良典と申します。

主に小児整形外科の外来を担当させていただいており

ますので、お悩みなどあればご気軽にご相談ください。

何卒宜しくお願い申し上げます。

整形外科　高島 良典

毎年恒例県民公開講座を開催します。皆さまの参加をお待ちしております。

【テーマ】 リハビリテーションと医療制度
～知って得する！！　入院・リハビリ・その後のくらし～

日　時：令和２年1月18日（土）14：00～16：30

会　場：明石市子午線ホール

　　　　明石市東仲ノ町６－１　アスピア明石北館９階

参加費：無料

主　催：社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団　

　　　　兵庫県立リハビリテーション中央病院

【お問合せ先】 兵庫県立リハビリテーション中央病院管理部管理課
TEL：078-927-2727（内線　222７）  担当：北原、村上

新任医師紹介新任医師紹介

兵庫県立リハビリテーション中央病院  令和元年度  県民公開講座兵庫県立リハビリテーション中央病院  令和元年度  県民公開講座

兵庫県立リハビリテーション中央病院兵庫県立リハビリテーション中央病院

リウマチ科
（予約制）

小 児 整 形

泌尿器科

整 形 外 科
（予約制）

人工関節
センター

夜泣き外来

リハビリテーション科

ロ ボ ッ ト
リハビリテーション

部門

小 児 睡 眠
・発達障害
（予約制）

内      科

診   察

検査・処置

脳 神 経 内 科
（予約制）

月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日

楠 　仁美

上野 正夫
上野 正夫 奥田 志保

井元 万紀子

早川 みち子

高田 俊之

早川 みち子
AM 野田 昌宏

八木 規夫
AM 高田 俊之

八木 規夫
AM 楠 　仁美

AM 山本　 譲

PM 菊池　 清 PM 菊池　 清PM木村 重美 菊池 　清

船曳 康子
PM 豊浦 麻記子

PM 菊池　 清

PM 木村 重美

中村 知子 北川 　篤

（再診）

PM 木村 重美
（初再診）

豊浦 麻記子
（再診）上月　 遥

（再診）
（再診）（初再診）

AM 木村 重美
（初診）

（初再診）

第２週

（初再診）

（初診） （初再診）
（再診）

AM 菊池　 清
AM 豊浦 麻記子

AM 高島 良典金澤 慎一郎 AM 高橋 光彦
第１,４週

PM 柳内 章宏

生田 健明

乃美 昌司

乃美 昌司 午後検査 午前・午後検査乃美 昌司

仙石 　淳

高橋 光彦

橋本　 靖 橋本　 靖

仙石 　淳

仙石 　淳 手術日

北川　 篤

戸田 光紀
（切断・脊髄障害）（四肢損傷後遺症・麻痺）

山本 潤哉
（脊椎疾患）

山本 潤哉
（脊椎疾患） 大島 隆司

鎮西 伸顕AM 高橋 光彦

AM 生田 健明

鎮西 伸顕 井上 亜美 西田 亮太

（膝一般）

西田 亮太 大島 隆司

AM 高橋 光彦
（リウマチ上肢疾患）

北川　 篤
（膝関節）

北川　 篤
（膝関節）

島　 直子
（股関節）

島　 直子
（股関節）

AM 冨士井 睦

森本 一男 原田　 寛 鵜飼 和浩 稲松　 登 藤田 久夫

陳　 隆明
戸田 光紀

第２,４週（切断・脊髄障害）

戸田 光紀

第１,３,５週
（切断・脊髄障害）

井上 亜美

一角 朋子

奥田 志保

一角 朋子

井元 万紀子

福田 　明

中村 知子

リ ハ 前 診
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供できるように、職員一同努めて参りたいと思

います。

リハビリ療法部　作業療法士 　春田 万里

　「人工膝関節置換術術後用アイ

スパックの冷却効果延長に向けた

被覆材の検討」というタイトルで

発表させていただきました。

今回ポスター発表をさせていただ

きましたが、昨年度行った看護研究を振り返り、

改めて今回の研究の良かった点や不足している

点に気付くことができました。他病院のスタッ

フもいる中で発表することは緊張しましたが、

他病院の他職種からも意見も聞くことができ良

い経験となりました。

看護部　看護師　稲垣 智華

　放射線科では、平成30年12月に

新しくＣＴ装置を導入しました。

以前の装置と比べ、短時間で広範

囲の撮影が可能となり、胸部、腹部

検査は５～６秒の息止めで撮影で

きることにより、患者様の負担を最小限に抑え

られます。また、体内インプラント等の金属によ

るアーチファクトを低減するソフトや被ばくを

低減するソフトも搭載しています。今回の実験

で、被ばくを低減しつつ、診断に有用な画像を提

供するための最適な撮影条件を検証することが

出来ました。今後もより良い画像を提供し、患者

様に安心して検査を受けていただけるように努

めていきたいと思います。

検査・放射線部　放射線技師　清水 保彰

◆令和元年度 第Ⅳ期

開催日 テーマ 講師

1回目
令和２年１月15日（水）

糖尿病 ｰ導入編ｰ 糖尿病はどんな病気？
 治療はなぜ必要？
 検査について

内科医師
検査部

2回目
令和２年１月29日（水）

糖尿病 ｰ治療編ｰ 合併症について
 食事療法の基礎知識※

内科医師
栄養管理部

・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。（原則入院患者さん対象）

日時　令和元年 11 月 8 日 ( 金 )　13:30 ～ 14:30

出演　みずほコーラス

◆ハンドベル

　日時　令和元年 12 月 19 日 ( 木 )　13:30 ～ 14:30

出演　グローリーリンガーズ（あけぼの会主催）

◆トロンボーン

　日時　令和２年 1 月 17 日 ( 金 )　13:30 ～ 14:30

出演　田中　功平

令和元年９月７日（土）ポートアイランドの兵庫医療大学で「第１７回兵庫県立病院学会」
が開催され、当院から４名が発表を行いました。

大人お一人様（65歳以上の方）
※11月・12月については、シーズン加算（500円）がございます

￥19,950（税込）￥19,950（税込）


