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響（ＫＯＥ） 

新年度を迎えるにあたって     

いつも当院をご愛顧いただきありがとうございます。 

今年はいつにもまして寒い日が多く、私自身春になるのをことさら待ち遠しく感じておりましたが皆様

はいかがでしたでしょうか？ 

さて4月より新年度が始まります。当院にも毎年多くのフレッシュな仲間が入職いたしますが、今年も医

師、看護師など30名が新しく加わります。新人の健康診断は、彼らとの面談も兼ねて私が担当するこ

とになっています。ひとつ昨年のその時のエピソードを紹介いたします。新任の看護師さんに、「数ある病院の中で姫路中央

病院に入職を希望したのはどうして？」と聞いてみました。「就職先候補に姫路中央病院を挙げたと家族に伝えた時、祖父

祖母が大変喜んだのでここにしました。」と即答してくれました。院長として大変光栄で、責任の重さを痛感しました。同時に

当院がいかにこの地で認知され、愛されているのか改めて認識させられました。 

さて、当院には新年度迎えるにあたり、2つの大きな変化がございます。一つは胃腸外科の石田先生、立花先生のご退職

です。石田先生は当院外科の立ち上げから、立花先生は院長として、長年にわたり当院にご尽力賜りました。ここに感謝

申しあげるとともに、今後の両先生のさらなるご活躍を祈念申し上げます。4月から新たに豊田 暢彦外科部長が赴任しま

す。昭和62年鳥取大学卒業で、日本外科学会・日本消化器外科学会・日本消化器病学会などの指導医・専門医で

あり、当院でも行われつつある腹腔鏡を使用した手術（傷の小さい手術）も胃癌・大腸癌領域で数多くの症例を経験し

ております。世代を交代してますます皆様の安心安全な医療を提供してまいりますので引き続きよろしくお願い申し上げま

す。また、癌の診断治療には欠かせない病理診断医も新しく赴任いたします。沖田千佳先生、平成23年岡山大学卒業

で、昨年病理学専門医を取得された新進気鋭の先生です。よろしくお願い申し上げます。 

もう一つは今年3月より電子カルテを導入したことです。すでに多くの病院では取り入れられていますが、当院では遅れて

いた分野です。これからの病院は患者さんの命を守るためには医療の質を高める必要があります。医療の標準化と無駄を

省いた効率的な病院運営を行うことが大切です。職員の期待も大きく、導入後の評判も概ね良好です。外来時の受付

方法、病棟での看護師の対応の仕方など従来とは異なった方式で運用されることとなり、皆様には今暫くはご迷惑をおかけ

しますが何卒ご理解とご協力のほどお願いいたします。当院の課題でもある待ち時間の短縮にもつながると期待しています。 

 

 新年度に向かって職員一同、ますます地域医療のためにまい進してまいりますので、当院へのご支援を引き続きよろしくお

願い申し上げます。 

                                                        院長 金丸 太一 
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回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患または大腿骨

頚部骨折の手術や骨折の急性期治療を受け、病状が安定

し回復期に向かっている患者さまに集中的なリハビリテーション

を提供し、低下した運動機能を再獲得するための病棟です。 

機能回復や日常生活で必要な動作、寝たきり防止、在宅

復帰そして社会復帰を目指し、医師・看護師・介護福祉士・

看護助手・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療

ソーシャルワーカー・薬剤師・管理栄養士など多職種による

チームで、365日休まずリハビリテーションを提供しています。 

 

 

 

患者さま一人ひとりの状態や体調に合わせて計画し、1日最大3時間のリハビリ

を実施しています。 

リハビリだけでなく、起床時～就寝まで、食事・更衣・排泄・整容・入浴、そして

夜間の排せつ援助や睡眠状況、日常的な動作を含め援助しています。また、

安心して自宅に帰れるよう、入院中、患者さまご家族も含めたカンファレンスを数回行い、問題点を抽出し、解決出

来るよう調整。そして患者さまと一緒に自宅へ伺い住宅改修・補助器具の導入や、自宅で生活を送るための見極

めの動作確認を行い、退院後に必要な各種保険制度の説明、サービス調整など取り組んでいます。 

 

入院中は、介護福祉士主催のレクリエーションを毎日行っています。カラオケ・ゲーム・貼り絵、お正月には書き初め

など、四季に合わせたレクリエーションを企画しています。レクリエーションを通し、リハビリだけでなくリフレッシュを図りな

がら、機能回復、言語訓練の場となっています。 

 

病棟スローガンは、「友輝・友喜・友貴」 

「友に輝き、友に喜び、互いに尊重する」という思いです。 

多職種でチーム一丸となり、患者様ご家族の方とともに、寄り

添い安心した入院生活・社会復帰を支援していきたいと思って

います。 

回復期リハビリテーション病棟の紹介 

回復期リハビリテーション病棟

のスタッフ 

リハビリテーション患者様 

作品 
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第1２回IBD教室開催しました 

3月24日（土）に第12回IBD教室を開催しました。 

今回は薬剤部の大西央希さんより「薬物療法 新薬について」の講演でし

た。講演では治療の段階ごとに使用される新薬について作用機序や特徴

など様々な情報提供が行われました。講演の中では実際に使用されている

患者さまの声も発表され、とても具体的な講演になっていました。 

講演後の交流会では、今回初めて参加された患者さまも多く、診断がついて間もない状況での悩みや今後の治療に

おける不安を、病歴が長い患者さまに相談する場面がみられました。 

体調に応じた食事調整方法や治療歴など参考になる話が多く、病歴の短

い患者さまは安心された様子でした。 

その他にも治療や生活のことなど講演のテーマに関わらず様々な意見交換

をされており、とても有意義な時間となりました。 

第２７回 市民健康増進講座開催しました 

｢ひざ痛なくいつまでも自分の足で歩くにはどうしたらいいの？｣   

 整形外科医長 山本 和司 

 

2018年3月10日、病院1回ロビーホールにて第27回市民

健康増進講座を開催致しました。 

今回は山本医師のロコモティブシンドロームをテーマとした全4回講演の最終講演で、

ロコモの原因となる“変形性膝関節症”について解説致しました。 

治療法として運動療法や装具療法、薬物療法、手術療法等を、 

予防法として開眼片脚立ちやスクワットなどのロコモーショントレーニング(ロコトレ)をご

紹介致しました。 

講演を通じて、健康寿命を平均寿命に近づけるための最良の治療は予防

であると皆様も感じられたことでしょう。 

この度はたくさんの方々にご参加いただきありがとうございました。 

4月よりIBD外来は火曜日に変更になります 



http://www.hc-hosp.or.jp/ 
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診療科目 曜日 担当医 受付時間 診察開始時間

阿部・東

幡中

一般内科 火曜日 田淵 ～11：00 9：00～

火曜日 西庵 ～15：00 14：00～

水曜日（第1～第4） 藤尾・石井 ～15：00 14：00～

リウマチ・膠原病外来 水曜日 辻 ～11：00 9：00～

糖尿病外来
月曜日
水曜日

井上
松下

～15：00 14：00～

乳腺外来 木曜日 大山 ～14：00 14：00～

第２ 土曜日 瀧川 10：00～

第１ 水曜日 竹島 14：00～

月・金曜日 西村 9：00～

肝臓外来 金曜日 菅野 完全予約 14：00～

14：00～

●専門外来　（附属クリニック）

頭痛外来 完全予約

物忘れ外来　※ 完全予約月曜日

循環器外来

月 火 水 木 金 土

午後 宗友 宗友

総合診療 午後 金丸

宗友
胃腸外科

午前

●姫路中央病院

小林
三村

宗友宗友

診療科

診療科目 曜日 担当医 受付時間 診察開始時間

火曜日 担当医 ～15：00 14：00～

土曜日 担当医 ～11：00 9：00～

γナイフ外来（新患） 完全予約 担当医 完全予約 14：00～

●専門外来　（姫路中央病院）

IBD外来

医療法人 公仁会 

姫路中央病院附属クリニック 

〒672-8043 

姫路市飾磨区上野田１丁目 

１６番1 

ＴＥＬ 079（235）5454 

ＦＡＸ 079（235）5453 

医療法人 公仁会  

姫路中央病院 

〒672-8501 

姫路市飾磨区三宅２丁目３６

番地 

ＴＥＬ 079（235）7331（代表） 

ＦＡＸ 079（235）4178 

 

 

 

地域連携室 直通番号  
ＴＥＬ 079（235）7353 

ＦＡＸ 079（233）0854 

※患者様からのお電話は代表番号

へお願いします。 

PET・健診センター  
ＴＥＬ 079（235）3600 

（9：00～16：00） 

診察開始時間 
  午前診 19：00 ～ 

  午後診 14：00 ～ 

診察受付時間 
午前診 8：15～11：00 

午後診 8：15～15：00 

注射・リハビリ 

受付時間 
 8：15～16：00 

休診日 
 日曜日・祝祭日 

 年末年始(12/29～1/3) 

 

外来診察は、休診・変更等の場

合がありますので、事前にお問

い合わせください。 

 

※各医療機関 先生方へ 
当日の救急受診は地域連携室では

なく、救急担当へ連絡をお願いし

ます。 

※ 物忘れ外来の担当医師は週替わり  

になります。詳細は地域連携室に

お問い合わせください。 


