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兵庫県立リハビリテーション中央病院

第 号83
〒651-2181 
神戸市西区曙町1070
TEL （078）927-2727
FAX （078）925-9203
http://www.hwc.or.jp/hospital

2020年5月1日

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２年度 第Ⅰ期

開催日 テーマ 講師

1回目
令和２年６月10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

2回目
令和２年６月24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

患者・家族向け教室のご案内

・新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言に伴い、中止又は場所、日時、内容を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）

さんぽみち

新年度のごあいさつ新年度のごあいさつ

　昨年５月に新しく『令和』と改元され、新元号最初の春を迎えております。暖冬であっ

たせいか今年の桜はいつ開花すればよいのかずいぶん迷っていたようで、４月に入って

ようやく神戸市近辺の桜が一斉に満開となり、４月のかかりは街中文字通り華やかな景

色がひろがっていました。

　一方、世間では新年早々より新型コロナウィルスが次第に蔓延してきており、外出や

集会の自粛、そして今年最大の国家的行事である２０２０東京オリンピック・パラリン

ピックの延期など、なかなか晴れやかな気分にはなれません。医療機関でも職員の感染

がところどころで聞かれる中で、脳卒中や脊髄損傷、神経難病など身体に大きなハンデ

キャップをもたれた多くの患者さんの治療を担当している当院では、早くから入院患者

さんへの面会の制限や、発熱のみられる職員の自宅待機など、他の病院と比べてもやや

厳重な対応をして、新型コロナウィルス感染の発生を食い止めようと最大限努力してき

ています。

　昨年１０月に当院は設立５０周年を迎えました。開院以来当院は一貫して質の高い先

進的なリハビリテーション医療を追求して参りましたが、関節や脊椎の慢性疾患、脳卒

中や脊髄損傷の方などに合併しがちな排尿障害に対して、手術治療も行ってきておりま

す。そのため一部の病床では急性期治療に近い診療も実施してきましたが、このため昨

年「急性期病院として再編・統合の必要な公的４２４病院」の一つとして紙面を賑わせ

たのは記憶に新しいところです。もちろん当院では急性心筋梗塞やガンの治療、救急医

療や周産期医療などはこれまでも、そして今後も行う予定はなく、急性期病院としてみ

れば不十分であるのは当然で、上記の指摘はやむを得ないかも知れません。

　しかし、リハビリテーション医療としては常に県内で中心的かつ指導的立場で医療を

積み重ねてきており、「急性期医療担当」という肩書きによらず今後も継続してリハビリ

テーション医療の役割を担ってゆくことを、神戸市や医師会に報告させていただきまし

た。今年の秋からは、将来開設予定の『障害者スポーツトレーニングセンター（仮称）』

をサポートできるよう、スポーツリハビリテーションの分野も手がけてゆく予定となっ

ています。

　今後も職員一同さらにその知識と技術を向上させて県内のリハビリテーション医療の

中核としての責務を果たしていきたいと思います。

　昨年５月に新しく『令和』と改元され、新元号最初の春を迎えております。暖冬であっ
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ピックの延期など、なかなか晴れやかな気分にはなれません。医療機関でも職員の感染

がところどころで聞かれる中で、脳卒中や脊髄損傷、神経難病など身体に大きなハンデ

キャップをもたれた多くの患者さんの治療を担当している当院では、早くから入院患者

さんへの面会の制限や、発熱のみられる職員の自宅待機など、他の病院と比べてもやや

厳重な対応をして、新型コロナウィルス感染の発生を食い止めようと最大限努力してき
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　昨年１０月に当院は設立５０周年を迎えました。開院以来当院は一貫して質の高い先

進的なリハビリテーション医療を追求して参りましたが、関節や脊椎の慢性疾患、脳卒

中や脊髄損傷の方などに合併しがちな排尿障害に対して、手術治療も行ってきておりま

す。そのため一部の病床では急性期治療に近い診療も実施してきましたが、このため昨

年「急性期病院として再編・統合の必要な公的４２４病院」の一つとして紙面を賑わせ

たのは記憶に新しいところです。もちろん当院では急性心筋梗塞やガンの治療、救急医

療や周産期医療などはこれまでも、そして今後も行う予定はなく、急性期病院としてみ

れば不十分であるのは当然で、上記の指摘はやむを得ないかも知れません。

　しかし、リハビリテーション医療としては常に県内で中心的かつ指導的立場で医療を

積み重ねてきており、「急性期医療担当」という肩書きによらず今後も継続してリハビリ

テーション医療の役割を担ってゆくことを、神戸市や医師会に報告させていただきまし

た。今年の秋からは、将来開設予定の『障害者スポーツトレーニングセンター（仮称）』

をサポートできるよう、スポーツリハビリテーションの分野も手がけてゆく予定となっ

ています。

　今後も職員一同さらにその知識と技術を向上させて県内のリハビリテーション医療の

中核としての責務を果たしていきたいと思います。

兵庫県立リハビリテーション中央病院
　　　　　　　　　病院長　橋本　靖新型コロナウイルスに対する当院の取り組み

緊急事態宣言を受けて、当院では新型コロナウイルス感染の拡大を抑え、安心して治療を受けていた
だけるよう、当分の間、下記の取り組みを行っています。なお、当院へ来院される際は、必ずマスク
を着用してください。

１. 病院出入口の制限について
2020年４月20日（月）より次のとおり出入口を制限させていただきます。
（原則、「正面玄関」からのみ出入可能とします。ただし、雨天時は「北側出入口（福祉のまちづくり研究所側）」から
も出入可能とします。）また、すべての来院者の方に検温と問診票（渡航歴や味覚・嗅覚障害等の有無等）の記入をし
ていただきます。当日、37.5℃以上の発熱がある場合または問診票の回答内容によっては、当院への入館を原則お断
りさせていただきます。
気になる症状がある場合は、受診前に「新型コロナウイルス専用健康相談窓口（078-322-6250）」等をご利用ください。

２. 面会禁止
当分の間、入院患者との面会を禁止させていただいております。ただし、治療上、面会が必要と当院が判断した場合は、
原則ご家族１名の面会は許可します。なお、その場合は「面会許可証」を病棟から配布いたしますので、面会時は必ず
首から掛けていただきますよう、よろしくお願いいたします。
※面会許可があった場合でも、特別な理由がない限りは、デイルームでの面会のみとさせていただきます。

３. 面会時間の変更
　　上記の取り組みに伴い、当分の間、次のとおり面会時間を変更いたします。

当面の間、ご不便おかけいたしますが、感染防止のため、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

兵庫県立リハビリテーション中央病院長

【変更前】
（平　日）16：00～20：00
（土日祝）10：00～20：00

【変更後】
（平　日）16：00～19：00
（土日祝）10：00～17：30

【正面玄関】
（平　日）8：30～19：00
（土日祝）終日出入不可

【夜間出入口】
（平　日）終日出入不可
（土日祝）10：00～17：30
（※ドアは手動）

【北側出入口（福祉のまちづくり研究所側）】
※雨天時のみ出入可
（平　日）8：30～19：00
（土日祝）終日出入不可
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お　知　ら　せお　知　ら　せ

本年4月より着任しました、リハビリ科の原田航輔です。

若輩の身ではありますが、患者さん・ご家族・地域の皆様の助けとなれるよう

日々研鑽を積 んでまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。

本年4月より着任しました、リハビリ科の原田航輔です。

若輩の身ではありますが、患者さん・ご家族・地域の皆様の助けとなれるよう

日々研鑽を積 んでまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション科　原田 航輔リハビリテーション科　原田 航輔

初めまして。４月より脳神経内科で勤務することとなりました髙原佳央里と申

します。まだまだ未熟ではございますが、皆様のお力になれますよう精進して

参ります。何卒宜しくお願い申し上げます。

初めまして。４月より脳神経内科で勤務することとなりました髙原佳央里と申

します。まだまだ未熟ではございますが、皆様のお力になれますよう精進して

参ります。何卒宜しくお願い申し上げます。

脳神経内科　髙原 佳央里脳神経内科　髙原 佳央里

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兵庫県立リハビリテーション中央病院

～新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言に伴い全館休業しております。～～新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言に伴い全館休業しております。～

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木村 重美 菊池 　清

船曳 康子
PM 豊浦 麻記子

PM 菊池　 清

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）
PM 豊浦 麻記子
（初再診）

PM 木村 重美
（再診）

AM 木村 重美
（初診）

（初再診）

第２週

（初再診）

PM 菊池　 清
（13:00～14:00）

PM 菊池　 清
（初診）

（初再診）
（再診）

AM 菊池　 清
AM 豊浦 麻記子

AM 宮本 智弘金澤 慎一郎 AM 高橋 光彦
第１,４週

PM 柳内 章宏

西村 真人

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 西村 真人

鎮西 伸顕 AM 古屋 誠彦 羽田 勝彦

（膝一般）

大島 隆司 羽田 勝彦

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

鵜飼 和浩 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）

古屋 誠彦

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

山陰浜坂の爽やかな春を満喫！
おんせんとうまいもんでおもてなし

その他いろいろな
プランがあります。
詳しくはＨＰを
ご覧ください！

￥13,950（税込）￥13,950（税込）

特別会席プラン

平日1泊２食　１室２名様利用
大人お一人様（65歳以上の方）

写真は「特別会席」の一例です

（０７９６）８２－３６４５
露天風呂もご好評いただいております

令和２年４月より整形外科に赴任いたしました羽田勝彦と申します。

患者さんのお役に立てますよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

令和２年４月より整形外科に赴任いたしました羽田勝彦と申します。

患者さんのお役に立てますよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

整形外科　羽田 勝彦整形外科　羽田 勝彦

初めまして。本年4月より着任いたしました整形外科の西村真人と申します。

少しでも皆様のお役に立てるよう精一杯頑張って参ります。何卒よろしくお願

い申し上げます。

初めまして。本年4月より着任いたしました整形外科の西村真人と申します。

少しでも皆様のお役に立てるよう精一杯頑張って参ります。何卒よろしくお願

い申し上げます。

整形外科　西村 真人整形外科　西村 真人

初めまして古屋誠彦と申します。北海道出身で大学から関西に来ました。

患者さんから信頼される医師を目指します。よろしくお願い致します。

初めまして古屋誠彦と申します。北海道出身で大学から関西に来ました。

患者さんから信頼される医師を目指します。よろしくお願い致します。

整形外科　古屋 誠彦整形外科　古屋 誠彦

令和２年４月より兵庫県立リハビリテーション中央病院に赴任させていただ

きました宮本智弘と申します。皆様のお役に立てるよう精進いたします。何卒

よろしくお願いいたします。

令和２年４月より兵庫県立リハビリテーション中央病院に赴任させていただ

きました宮本智弘と申します。皆様のお役に立てるよう精進いたします。何卒

よろしくお願いいたします。

整形外科　宮本 智弘整形外科　宮本 智弘
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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木村 重美 菊池 　清

船曳 康子
PM 豊浦 麻記子

PM 菊池　 清

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）
PM 豊浦 麻記子
（初再診）

PM 木村 重美
（再診）

AM 木村 重美
（初診）

（初再診）

第２週

（初再診）

PM 菊池　 清
（13:00～14:00）

PM 菊池　 清
（初診）

（初再診）
（再診）

AM 菊池　 清
AM 豊浦 麻記子

AM 宮本 智弘金澤 慎一郎 AM 高橋 光彦
第１,４週

PM 柳内 章宏

西村 真人

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 西村 真人

鎮西 伸顕 AM 古屋 誠彦 羽田 勝彦

（膝一般）

大島 隆司 羽田 勝彦

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

鵜飼 和浩 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）

古屋 誠彦

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

山陰浜坂の爽やかな春を満喫！
おんせんとうまいもんでおもてなし

その他いろいろな
プランがあります。
詳しくはＨＰを
ご覧ください！

￥13,950（税込）￥13,950（税込）

特別会席プラン

平日1泊２食　１室２名様利用
大人お一人様（65歳以上の方）

写真は「特別会席」の一例です

（０７９６）８２－３６４５
露天風呂もご好評いただいております

令和２年４月より整形外科に赴任いたしました羽田勝彦と申します。

患者さんのお役に立てますよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

令和２年４月より整形外科に赴任いたしました羽田勝彦と申します。

患者さんのお役に立てますよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

整形外科　羽田 勝彦整形外科　羽田 勝彦

初めまして。本年4月より着任いたしました整形外科の西村真人と申します。

少しでも皆様のお役に立てるよう精一杯頑張って参ります。何卒よろしくお願

い申し上げます。

初めまして。本年4月より着任いたしました整形外科の西村真人と申します。

少しでも皆様のお役に立てるよう精一杯頑張って参ります。何卒よろしくお願

い申し上げます。

整形外科　西村 真人整形外科　西村 真人

初めまして古屋誠彦と申します。北海道出身で大学から関西に来ました。

患者さんから信頼される医師を目指します。よろしくお願い致します。

初めまして古屋誠彦と申します。北海道出身で大学から関西に来ました。

患者さんから信頼される医師を目指します。よろしくお願い致します。

整形外科　古屋 誠彦整形外科　古屋 誠彦

令和２年４月より兵庫県立リハビリテーション中央病院に赴任させていただ

きました宮本智弘と申します。皆様のお役に立てるよう精進いたします。何卒

よろしくお願いいたします。

令和２年４月より兵庫県立リハビリテーション中央病院に赴任させていただ

きました宮本智弘と申します。皆様のお役に立てるよう精進いたします。何卒

よろしくお願いいたします。

整形外科　宮本 智弘整形外科　宮本 智弘
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TEL （078）927-2727
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2020年5月1日

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２年度 第Ⅰ期

開催日 テーマ 講師

1回目
令和２年６月10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

2回目
令和２年６月24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

患者・家族向け教室のご案内

・新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言に伴い、中止又は場所、日時、内容を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）

さんぽみち

新年度のごあいさつ新年度のごあいさつ

　昨年５月に新しく『令和』と改元され、新元号最初の春を迎えております。暖冬であっ

たせいか今年の桜はいつ開花すればよいのかずいぶん迷っていたようで、４月に入って

ようやく神戸市近辺の桜が一斉に満開となり、４月のかかりは街中文字通り華やかな景

色がひろがっていました。

　一方、世間では新年早々より新型コロナウィルスが次第に蔓延してきており、外出や

集会の自粛、そして今年最大の国家的行事である２０２０東京オリンピック・パラリン

ピックの延期など、なかなか晴れやかな気分にはなれません。医療機関でも職員の感染

がところどころで聞かれる中で、脳卒中や脊髄損傷、神経難病など身体に大きなハンデ

キャップをもたれた多くの患者さんの治療を担当している当院では、早くから入院患者

さんへの面会の制限や、発熱のみられる職員の自宅待機など、他の病院と比べてもやや

厳重な対応をして、新型コロナウィルス感染の発生を食い止めようと最大限努力してき

ています。

　昨年１０月に当院は設立５０周年を迎えました。開院以来当院は一貫して質の高い先

進的なリハビリテーション医療を追求して参りましたが、関節や脊椎の慢性疾患、脳卒

中や脊髄損傷の方などに合併しがちな排尿障害に対して、手術治療も行ってきておりま

す。そのため一部の病床では急性期治療に近い診療も実施してきましたが、このため昨

年「急性期病院として再編・統合の必要な公的４２４病院」の一つとして紙面を賑わせ

たのは記憶に新しいところです。もちろん当院では急性心筋梗塞やガンの治療、救急医

療や周産期医療などはこれまでも、そして今後も行う予定はなく、急性期病院としてみ

れば不十分であるのは当然で、上記の指摘はやむを得ないかも知れません。

　しかし、リハビリテーション医療としては常に県内で中心的かつ指導的立場で医療を

積み重ねてきており、「急性期医療担当」という肩書きによらず今後も継続してリハビリ

テーション医療の役割を担ってゆくことを、神戸市や医師会に報告させていただきまし

た。今年の秋からは、将来開設予定の『障害者スポーツトレーニングセンター（仮称）』

をサポートできるよう、スポーツリハビリテーションの分野も手がけてゆく予定となっ

ています。

　今後も職員一同さらにその知識と技術を向上させて県内のリハビリテーション医療の

中核としての責務を果たしていきたいと思います。

　昨年５月に新しく『令和』と改元され、新元号最初の春を迎えております。暖冬であっ

たせいか今年の桜はいつ開花すればよいのかずいぶん迷っていたようで、４月に入って

ようやく神戸市近辺の桜が一斉に満開となり、４月のかかりは街中文字通り華やかな景

色がひろがっていました。

　一方、世間では新年早々より新型コロナウィルスが次第に蔓延してきており、外出や

集会の自粛、そして今年最大の国家的行事である２０２０東京オリンピック・パラリン

ピックの延期など、なかなか晴れやかな気分にはなれません。医療機関でも職員の感染

がところどころで聞かれる中で、脳卒中や脊髄損傷、神経難病など身体に大きなハンデ

キャップをもたれた多くの患者さんの治療を担当している当院では、早くから入院患者

さんへの面会の制限や、発熱のみられる職員の自宅待機など、他の病院と比べてもやや

厳重な対応をして、新型コロナウィルス感染の発生を食い止めようと最大限努力してき

ています。

　昨年１０月に当院は設立５０周年を迎えました。開院以来当院は一貫して質の高い先

進的なリハビリテーション医療を追求して参りましたが、関節や脊椎の慢性疾患、脳卒

中や脊髄損傷の方などに合併しがちな排尿障害に対して、手術治療も行ってきておりま

す。そのため一部の病床では急性期治療に近い診療も実施してきましたが、このため昨

年「急性期病院として再編・統合の必要な公的４２４病院」の一つとして紙面を賑わせ

たのは記憶に新しいところです。もちろん当院では急性心筋梗塞やガンの治療、救急医

療や周産期医療などはこれまでも、そして今後も行う予定はなく、急性期病院としてみ

れば不十分であるのは当然で、上記の指摘はやむを得ないかも知れません。

　しかし、リハビリテーション医療としては常に県内で中心的かつ指導的立場で医療を

積み重ねてきており、「急性期医療担当」という肩書きによらず今後も継続してリハビリ

テーション医療の役割を担ってゆくことを、神戸市や医師会に報告させていただきまし

た。今年の秋からは、将来開設予定の『障害者スポーツトレーニングセンター（仮称）』

をサポートできるよう、スポーツリハビリテーションの分野も手がけてゆく予定となっ

ています。

　今後も職員一同さらにその知識と技術を向上させて県内のリハビリテーション医療の

中核としての責務を果たしていきたいと思います。

兵庫県立リハビリテーション中央病院
　　　　　　　　　病院長　橋本　靖新型コロナウイルスに対する当院の取り組み

緊急事態宣言を受けて、当院では新型コロナウイルス感染の拡大を抑え、安心して治療を受けていた
だけるよう、当分の間、下記の取り組みを行っています。なお、当院へ来院される際は、必ずマスク
を着用してください。

１. 病院出入口の制限について
2020年４月20日（月）より次のとおり出入口を制限させていただきます。
（原則、「正面玄関」からのみ出入可能とします。ただし、雨天時は「北側出入口（福祉のまちづくり研究所側）」から
も出入可能とします。）また、すべての来院者の方に検温と問診票（渡航歴や味覚・嗅覚障害等の有無等）の記入をし
ていただきます。当日、37.5℃以上の発熱がある場合または問診票の回答内容によっては、当院への入館を原則お断
りさせていただきます。
気になる症状がある場合は、受診前に「新型コロナウイルス専用健康相談窓口（078-322-6250）」等をご利用ください。

２. 面会禁止
当分の間、入院患者との面会を禁止させていただいております。ただし、治療上、面会が必要と当院が判断した場合は、
原則ご家族１名の面会は許可します。なお、その場合は「面会許可証」を病棟から配布いたしますので、面会時は必ず
首から掛けていただきますよう、よろしくお願いいたします。
※面会許可があった場合でも、特別な理由がない限りは、デイルームでの面会のみとさせていただきます。

３. 面会時間の変更
　　上記の取り組みに伴い、当分の間、次のとおり面会時間を変更いたします。

当面の間、ご不便おかけいたしますが、感染防止のため、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

兵庫県立リハビリテーション中央病院長

【変更前】
（平　日）16：00～20：00
（土日祝）10：00～20：00

【変更後】
（平　日）16：00～19：00
（土日祝）10：00～17：30

【正面玄関】
（平　日）8：30～19：00
（土日祝）終日出入不可

【夜間出入口】
（平　日）終日出入不可
（土日祝）10：00～17：30
（※ドアは手動）

【北側出入口（福祉のまちづくり研究所側）】
※雨天時のみ出入可
（平　日）8：30～19：00
（土日祝）終日出入不可


