
医療法人 公仁会 姫路中央病院 第６１号 

発行日 ２０１９年４月 地域連携だより 

響（ＫＯＥ） 

 元号「平成」最後の４月を迎えるにあたって     

 いつも地域連携だより「響(KOE)」をお手に取っていただきありがとうございます。今年は平成という元

号最後の新年度になります。 

私も当院に赴任して早いもので３年が経過しました。赴任直後に当院ミッションである「今あなたに必要

な病院」となるための新しいビジョンを作成し、それを遂行するための戦略を立て職員全員で共有しまし

た（2017年１月「響」参照）。つい先日、「院長赴任３年が経過して」と題してこの戦略遂行の途中

経過について職員にプレゼンテーションを行いました。その内容についてこの紙面を借りて要点をご紹介

申し上げたいと思います。 

 

①～自院として取り組むべき事～ 

 ・病院の顔としての地域医療連携室、ブレインとしての診療情報管理室の設置 

地域医療連携室は現在、医師2名、看護師2名、医療ソーシャルワーカー6名、事務2名体制で運営を行っており、病院の顔

として周囲の病院やクリニック、介護施設との連携を密にして、患者さん、医師の皆様に迅速な対応ができるように心がけており

ます。また病院のブレインともいうべき診療情報管理室では、効率よく病院運営が進むように日々業務を行っております。  

 ・急性期病院としての取り組み 

安藤整形外科（2017）、豊田外科、井上消化器内科（2018）各々部長が着任し、先端の医療レベルでの治療が可

能となりました。また本年４月より麻酔科医師も加わりましたので、安定した手術体制が期待されます。次に東理事長が専門

とする神経内科領域では昨年、当院が兵庫県認知症疾患医療センターに指定されました。本年４月より新たに神経内科医

師２名が入職となり、飾磨地区に限らず幅広い地域からの当該患者の受け入れを進めていきたいと考えております。 

 ・高機能な回復期リハ病棟の増床 

回復期リハ病棟は文字通り、主に脳神経や整形外科疾患患者のリハビリを目的とした病棟です。当院では2011年当初より

すでに開設されておりましたが、周辺急性期病院あるいは当院患者さんからのニーズも多く、今年３月より増床いたしました。医

療機器やベッドも新たなものとなっておりますので、ぜひご活用ください。 

 ・健診の充実 

当院では我が国の死因第一位「がん」を特異的に診断できるPET装置を使ってのがん検診が可能です。さらに生活習慣病、

認知症など予防目的、早期発見目的の各種健診をラインアップさせました。また近年社会問題にもなっているプロドライバーに

よる事故などの予防を目的とした企業健診にも積極的に取り組んでおります。機会があればぜひ健診など当院にご連絡をお願

いします。詳しくは当院ホームページをご覧ください。 

                                                                          

院長 金丸 太一 

次のページへ 
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 脳血管疾患または大腿骨や頚部骨折などの患者さんに対して、日常生活動作（ADL）獲得や向上による、寝たき

りの防止と在宅復帰を目的としたリハビリテーションを専門に行う病棟を回復期リハビリテーション病棟と呼びます。 

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・介護福祉士・医療ソーシャルワーカー・薬剤師・管理栄養

士・ケアワーカー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。 

 すでに当院には回復期リハビリテーション病棟がありますが、高齢になっても、住み慣れた地域や在宅で生活を送れるよ

う、専門的なリハビリテーションを受けたいというご希望が多く、その声に応える形で2019年3月に当院5階西病棟にもう

1病棟回復期リハビリテーション病棟を増開棟いたしました。 

入院中、患者さん、ご家族を含めたカンファレンスを行い、問題点を抽出し、解決できるように調整を行います。また、患

者さんと一緒に自宅訪問し、住宅改修や補助器具の導入、動作確認を行い、退院後に必要な各種保険制度の説明

やサービス調整などに取り組んでいます。多職種で一丸となり、患者さん、ご家族の方と共に、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います。 

 回復期リハビリテーション病棟 増開棟のご案内 

②～超急性期病院との連携～ 

姫路市には５つの大きな病院があります。さらに２年後にはそのうちの２つが併合して姫路駅前に県を代表する700床を

超える「県立はりま姫路総合医療センター」がオープンします。これらの大病院とは今まで通り密に連携をとらせていただき

ます。患者さんの相互紹介はもちろん、大病院研修医師の当院での研修受け入れ、診療科ごとの研究会開催・参加の

実施、さらに各病院をバックアップする大学病院との交流など、この飾磨地区での姫路中央病院としての役割を果たして

いく所存です。 

③～地域との交流～ 

療養病院やクリニック先生方との交流は、近隣診療所医師参加型のオープンカンファレンスなど通じて積極的に行っており

ますが、これからも顔の見える関係を引き続き積極的に行ってまいります。本年４月からは懸案であった訪問看護もスター

トできる環境が整いました。今後は在宅患者はじめ介護施設との連携も密に行っていけるものと考えております。 

 

以上この３年間行ってきた病院の取り組み、今後の方向性について触れさせていただきました。今年度も医師、看護師

などフレッシュな仲間34名が新しく加わりました。新しく元号が変わっても進むべき道は一つ、「今あなたに必要な病院」と

なるべく職員一同、ますます地域医療のためにグレードアップしてまいりますので、ご支援をよろしくお願い申し上げます。 
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第30回市民健康増進講座開催しました 姫路中央病院院内ギャラリー開催中 

３月～４月は、福崎町文化センター ちぎり絵クラブの皆

さんの作品展です。 

和紙が持つ独特の風合い、ぬくもりを感じる作品展で、指

先でちぎることで生じる毛羽の質感が独特の雰囲気を生

みだしています。患者様から癒やされる、心が明るくなるな

どご意見を頂き、大好評です。 

3/2（土）～4/27（土）まで姫路中央病院1階ロビー

にて開催中です。 

一度、病院に足を運んでみてはいかがですか？ 

  

3月16日（土）に１階ロビーにて第30回市民健康増進

講座を開催しました。 

今回は、脳神経外科顧問 中村成夫医師による｢鼻呼吸

が育む脳循環、鼻呼吸が繋ぐ心と体｣の講演でした。 

皆さん熱心に耳を傾けておられました。この講演を通じて健

康に対する意識が高まったのではないでしょうか。 

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。 

 ｢鼻呼吸が育む脳循環、 

          鼻呼吸が繋ぐ心と体｣   

     脳神経外科顧問 中村 成夫 

2019年度 認知症疾患医療センター研修会ご案内 

第１回 

日時 ： 2019年6月21日（金）19：00～20：30 

内容 : 認知症の基礎 

講師 ： 寺島 明 

（兵庫県立姫路循環器病センター高齢者脳機能治療室長） 

第２回 

日時 ： 2019年8月2日（金）19：00～20：30 

内容 ： 認知症の治療・予防について 

講師 ： 東 靖人 

（姫路中央病院理事長・附属クリニック所長） 

第３回 

日時 ： 2019年9月20日（金）19：00～20：30 

内容 ： 身寄りがない認知症患者の意思決定支援 

講師 ： 籔口 実子 

（兵庫県立姫路循環器病センター高齢者脳機能治療室看護師） 

内容：認知症の看護 

講師 : 玉田 田夜子 
（兵庫県立姫路循環器病センター老人看護専門看護師） 

第５回 

日時 ： 2019年12月6日（金）19：00～20：30 

内容 ： 相談事例について 

講師 ： 山下 千鶴 

（姫路市香寺地域包括支援センター訪問看護認定看護師） 

内容 : 相談事例について 

講師 ： 調整中 
（姫路市四郷・東地域包括支援センター） 

第４回 

日時 : 2019年１１月１日（金）19：00～20：30 

内容 ： 病院・施設間での認知症対応について 

講師 ： 稲田 ゆかり 

（姫路中央病院認知症看護認定看護師） 

第６回 

日時 : 2020年2月7日（金）19：00～20：30 

内容 ： 認知症に関する薬について 

講師 ： 播戸 太樹 

（姫路中央病院薬剤部長） 

場所 ： 姫路市医師会館 ５階大ホール（姫路市西今宿3-7-21） 

申し込み方法 ： 下記連絡先にお問い合わせ下さい。 〆切は6月7日（金） 

募集人数 ： 120名（先着順）、定員超過の場合のみ連絡させて頂きます。 

連絡先 : 兵庫県立姫路循環器病センター認知症疾患相談員：田邊・八木・安田・大岩・藤原 

TEL ： 079-295-9195  FAX ： 079-295-8166  E-mail : nintisyo@hbhc.jp (共用） 
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リウマチ・膠原病外来 午前 水曜日 辻尚 ～11：00 9：00～
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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 
地域医療連携室宛の電話はこちら

にお願いいたします。 

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。 

※1 第1/豊田 第2/山田 第3/豊田 第4/山野 第5/交代制 

※ 第５週のIBD外来は休診となります。 


