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発行日 平成３０年１０月 地域連携だより 

響（ＫＯＥ） 

「兵庫県認知症疾患医療センター」の指定を受けました。     

 認知症疾患医療センターとは、都道府県及び指定都市により認知症専門医療の提供と介護サービス事業者との連携

を担う中核機関として指定を受けた医療機関のことです。平成20年から始まり、平成２７年末の設置数は、全国で336

か所あります。いくつか種類があって、まず総合病院にできる基幹型は認知症の方の身体合併症への的確な診断治療が

望まれています。次に地域型は主に精神科の病院におかれるもので、認知症の方の行動精神症状（BPSD）への対応

が望まれています。兵庫県では現在までに、各々の医療圏域で９つの認知症疾患医療センターを指定していました。しか

しご存知のように高齢者は増加が持続していますし、認知症を患った方もそれに比例して多くなってきています。このため、

本年７月に兵庫県より新しく認知症疾患医療センターになる病院の募集がありましたので、当院も名乗りを上げ８月10

日に県民会館で現在までの認知症診療に関わる活動報告を行いました。この結果、平成30年10月から中播磨圏域の

認知症疾患医療センターとして活動をはじめる事になりました。当地域では兵庫県立姫路循環器病センターの高齢者脳

機能治療室がその先駆けであり、以前より連携して一部の事業は行っていた関係もあり、一緒に協力して活動させていた

だける事になっております。 

 

 さて認知症疾患医療センターの役割は大きく分けて３つです。①認知症の方の診断、②介護サービスとの連携、③認知

症の方の身体症状やBPSDに対する緊急対応です。①は当院には岡山大学の阿部教授のご助力で物忘れ外来を行っ

ており、認知症の方が沢山受診されています。診断に用いる画像診断や心理検査は十分に整備されて行われており、認

知症疾患医療センターとしての役割を果たすことができます。②は地域医療連携室が医療、介護の連携を図って活動して

おります。まだまだ十分ではありませんがこれからも発展を期していければ良いと思っています。③は現在でも当院へは骨折

や腹部症状、脳卒中を併発した認知症患者さんが沢山入院されています。特にこの夏は大変気温が高かったことで、脱

水や食思不振といった症状で多くのお年寄りが入院加療をうけておられました。すでに各科の医師、職員は多くの認知症

患者を診ております。今後はこのような患者さんを診ていくことが、私達の病院のミッションの一つであるという意識をもって、

活動していく事が大切です。 

 

 私は当院で“treat dementia ”をスローガンにして活動を考えています。Dementiaは認知症のことです。Treatは３つ

の意味があります。まず私達は認知症を治療（treat）します。次に認知症の方を手当(treat)します。つまり認知症以

外の病気を診ていくことですね。最後に認知症の方をおもてなし(treat)します。以上の３つの意味をかけて、“treat de-

mentia ”をやっていきたいと思っています。認知症患者とそのご家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるための支

援に取り組んで参りますので、どうかよろしくお願いします。 

理事長  東 靖人 
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第14回 オープンホスピタル開催します 

IBD教室を開催しました 

9月1日（土）に第13回IBD教室を

開催しました。今回は臨床工学技士

の山本靖人さんよる「血球成分除去

療法について」の講演でした。講演で

は、実際の治療に使用される血球を吸着する医療機器アダカ

ラムを手にとって見て頂いたり、治療方法や効果、薬物療法と

の組み合わせについてなど、患者さまの側でサポートしている山

本さんならではの講演となりました。講演会後の交流会では、

患者さまだけでなくご家族の方も参加されており日頃工夫して

いることや不安、悩みなどを共有され充実した時間となりまし

た。（IBDに関する情報は当院ホームページ「IBDチーム」に

て情報提供しております） 

防災訓練を実地しました 

姫路中央病院院内ギャラリー開催中 

9月～10月は、行正勝信さんのリトグラフ展です。 

版画の一種で、水と油の反発作用を利用しています。 

クレヨンの独特なテクスチャや、強い線、きめ細かい線、筆の効果、

インクを飛ばした効果など作品の透明感が魅力的です。 

現在は、「海のかたち」をテーマにして制作をされているので、 

是非ご覧下さい。 

平成30年7月19日、防災訓練を実施致

しました。今回は夜間の地震・火災発生を

想定し、夜間勤務者のみでの対応となるこ

とを踏まえた訓練で、事前に消火器など消

防設備の取り扱いや担架搬送の仕方を理

解し、誘導・救護通報・消火・避難の訓練

を行いました。訓練では、緊急地震速報の

発令から始まり、院内放送で全員に周知

し、防災責任者の指示のもと、初期消火対応や消防本部への連

絡、各患者さまの状態に合わせた避難を行うなど、実際に対応でき

るよう、各部署が協力し、訓練に取り組みました。また、高所階から

の脱出器具や消火設備を実際に使用し体験することで、防災教

育を具体的に学び直すよい機会となりました。これからも病院全体

として、より一層の防災意

識の向上に努め、患者様

の安心安全を守っていき

たいと思います。 

 

 

初期消火 

 の様子 

 

 避難訓練の            

  様子 

日時：平成30年10月28日（日）10：00～15：00 

場所：姫路中央病院 

見て、触れて、体験できるオープンホスピタルを開催します。 

講演は、外科部長の豊田医師が 

「がん難民を救え～姫路中央病院からのメッセージ～」 

認知症看護認定看護師 稲田さんが 

「認知症と診断されても、もう怖くない」 です。 

その他 健康チェック

や白衣、採血、AED

体験など地域住民の

方々とふれあい、姫路

中央病院をもっと身

近に感じて頂ける盛り

だくさんの内容となって

います。 

 



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

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 水曜日 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～

●専門外来　（附属クリニック）

頭痛外来 完全予約

循環器外来

月 火 水 木 金 土

午後 宗友 宗友

午前 総合診療 IBD外来

午後 物忘れ外来 IBD外来

●姫路中央病院

三村宗友宗友

診療科

宗友
胃腸外科

午前

専門外来

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～

月曜日 阿部・東
幡中

総合診療 水曜日 金丸 ～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

完全予約 14：00～物忘れ外来　※

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 

 

 

 

地域医療連携室 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医療連携室

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。詳細は地域医療連携

室にお問い合わせください。 


