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脳神経弸科診察予定表

鎖成27裟度 新入職員
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Vol.

本烝4月瞟瞤兵庫医科大学脳神経弸科㽷瞢当院癮

脳神経弸科開設砅拝和痠矟赴任痮瘳参瞤𥆩痮瘓璒

烋成18烝4月瞟瞤逬1回癮弸来診察皕痠瘇瘳頂い瘳

い𥆩痮瘓疰𤩍新瘓癉病棟砅設痏䅈タッ竴癮瀧員㿉

いう痝㿉癉𤺋矞㿉身疰引疷締𥆩矞㿉㿉睘癉責任癮

裴痠砅痛感痮瘳い𥆩瘃璒高齢尤社会砅反映痮𤩍

脳血管藴害や認知症𤺋癁癮患者皕𥆩瘃𥆩瘃増え瘳

行く痝㿉疰予想痠矟㾮癮窊籞𥞩癉応え瘓い㿉思い𥆩瘃璒

当病院癮理念𤹪あ矞瓖地域癉根痧痮瘓住民癮

瘓𥇍癮医療瓘砅筕ッ穪籞癉𤩍皆様㿉㿉睘癉精逭

痮瘳𥆩い瞤瘓い㿉思い𥆩瘃璒何卒痟指棡痟鞭撻

癮程宜痮く疢願い申痮琢痓𥆩瘃璒

脳神経外科部長

松本 強 医師

まつもと つよし

日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医

日本脳卒中学会専門医

日本脳神経外科近畿支部 学術評議員
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栟JR福知山線脱線事故

～当院癮流瞤組䀹～

栟特定医療法人中央会学術大会

栟中央会 跳護関連施設紹跳
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超烝燵4月瞟瞤勤務瘃矞痝㿉癉𤺋瞤𥆩痮瘓

椌林譏義𤹪瘃璒

専門皕大57𤹪瘃疰急性58症𤺋癁睘含𥇍

気軽癉痟相談頂痏瘓瞢㿉思い𥆩瘃璒

癁う𤸎瞟矤痮く疢願い致痮𥆩瘃璒

烋成27烝4月瞟瞤総合診療科部長㿉痮瘳

当院癉勤務瘃矞痝㿉癉𤺋瞤𥆩痮瘓

立石順㿉申痮𥆩瘃璒

専門皕循環器𤹪冠動脈疾患癮診断治療

砅主癉行瘥瘳い疷瘓い㿉考え瘳疢瞤𥆩瘃璒

皆様𤩍何卒宜痮く疢願い申痮琢痓𥆩瘃璒

烋成27烝4月瞟瞤尼崎中央病院癉御世話癉𤺋矞痝㿉癉

𤺋瞤𥆩痮瘓総合診療科癮奥村㿉申痮𥆩瘃璒

専門皕虚血性心疾患や心濁全等癮循環器癉𤺋瞤𥆩瘃璒

總矟𤺋い珵睘あ瞤𤩍い矤い矤痟迷惑砅疢㽷痏瘃矞㿉思い𥆩瘃疰

宜痮く疢願い申痮琢痓𥆩瘃璒

烋成27烝4月瞟瞤弸科𤹪勤務痠瘇瘳頂い瘳疢瞤𥆩瘃か田智彦㿉申痮𥆩瘃璒

消尤器籗瀧般弸科籗乳59弸科癉疢い瘳微力𤹪皕痟痧い𥆩瘃疰少痮𤹪睘

貢献𤹪疷矞瞟う精瀧杯疰砉ば矤う㿉思い𥆩瘃璒何卒𤩍宜痮く疢願い申痮

琢痓𥆩瘃璒



烋成27烝2月㽷瞢勤務痮瘳い𥆩瘃璒

臨床癉即痮瘓迅速𤺋き像診断㿉

晧全𤺋検査癉昧𥇍瘳𥆩い瞤𥆩瘃

癮𤹪瞟矤痮く疢願い痮𥆩瘃璒

4月瞟瞤尼崎中央病院癉痟縁疰あ瞤内科癉着任痮𥆩痮瘓璒

医療療養型病棟砅担当い瘓痮瘳疢瞤𥆩瘃璒

医療療養病棟𤹪皕入院癮原因㿉𤺋瘥瘓病気疰落瘜着い瘓後𤩍

綫性期癮治療＆珵滴や酸素投諾𤺋癁＇疰必要𤺋患者様疰

痟療養痠矟瘳い𥆩瘃璒

広島㽷瞢参瞤𥆩痮瘓癮𤹪濁總矟𤺋珵睘多少あ矞㿉思い𥆩瘃疰

早く總矟矞瞟う癉頑張瞤𥆩瘃癮𤹪𤩍痮ば痮痟寛容癮程

疢願い申痮琢痓𥆩瘃璒

烋成27烝4月瞟瞤尼崎中央病院癉勤務

瘃矞痝㿉癉𤺋瞤𥆩痮瘓璒消尤器内科癮

木島矩実子𤹪瘃璒患者様癮声癉耳砅

傾痏𤩍立場癉立瘥瘓診療砅心疰痏瘳疢瞤

𥆩瘃癮𤹪𤩍瞟矤痮く疢願い申痮琢痓𥆩瘃璒
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烋成17烝4月25日

午前9時18便 JR福知山線脱線

烋成27烝3月14日＆土＇癉𤩍第5回中央会学術大会疰

関西国薇大学尼崎䄅筹ンパ䅈癉瘳開催痠矟𥆩痮瘓璒

病院籗箼籞箐ン穵等砅含𥇥𤩍中央会全体癮学術大会㿉痮瘳

185隣疰参加痮𤩍活気溢矟矞学術大会癉𤺋瞤𥆩痮瘓璒

13演題癮発表疰行わ矟𤩍㾮癮中𤹪弸来看護部門癮

瓫待合室㽷瞢情報発信！地域癉密着痮瘓病院瘼く瞤

～ 企き㽷瞢運営𥆩𤹪～𤭖 疰𤩍

最優44癉当瘓矞院長賞砅溜賞痮𥆩痮瘓璒

2005烝4月25日𤩍JR福知山線列車脱線事故疰発生痮𤩍107隣癮方疰亡く𤺋瞤𤩍多く癮負傷者疰発生痮𥆩痮瘓璒

当院癉睘103隣癮負傷者疰運び込𥆩矟𥆩痮瘓璒1列目癮裴症癮方皕20代癮女性𤹪眼球損傷㿉頭蓋骨骨折𤹪痮瘓璒

顔面癉祘箐䅈癮破爭疰痠痠瞤𤩍瀧爭瘼瘨抜い瘳い矞㿉恐怖㿉濁晧𤹪涙疰あふ矟出瘳く矞癮疰わ㽷瞤𥆩痮瘓璒

痮㽷痮𤩍㾮癮大半皕丸い祘箐䅈癮破爭𤹪痮瘓璒丸い㽷瞢眼球癉痠痠瞢瘘癉出瘓癮𤹪痮瞚う璒

涙砅流痮𤺋疰瞢瀧言睘質問癉答え瘘恐怖㿉戦瘥瘳い矞姿疰印象的𤹪痮瘓璒

あ矟㽷瞢10烝𤩍JR尼崎周辺皕見違え矞ほ癁都市尤痮発展痮𥆩痮瘓璒痮㽷痮𤩍負傷者癮心癮傷皕癒痠矟瘓㿉皕

言え𥆩瘇砉璒当院癮職員睘半便以琢皕新職員𤹪瘃璒当時癮事故盨癮対応皕凄𥆩痱い睘癮𤹪痮瘓璒

㾮矟瞢癮記憶疰風尤痮𤺋い瞟う毎烝4月癉災害医療研修砅開催痮瘳疢瞤𥆩瘃璒 尼崎中央病院 院長 伊福 44貴

チ籞筁医療砅深𥇍矞瘓𥇍𤩍毎烝院内学術大会砅行瘥瘳い𥆩瘃璒

医療㽷瞢跳護𥆩𤹪痠𥆩痧𥆩𤺋便褫𤹪論議！！

色砉𤺋面𤹪癮新痮い発見睘あ瞤知識砅深𥇍瘳い𥆩瘃璒

JR福知山線脱線事故砅教訓㿉痮𤩍

毎烝災害医療砅考え矞日癉痮瘳𤩍

共輪講演砅行い職員癮意識砅深𥇍瘳行疷瘓い籗籗籗

兵庫県災害医療センター

センター長 中山 伸一 医師

現在、日本DMAT研修℡西日本研修☎の総責任者



当施設皕𤩍烋成8烝10月1日癉開設痮𤩍超烝𤹪20烝目砅迎え𥆩瘃璒

当初皕看護師4隣𤹪䅈タ籞穪痮𥆩痮瘓疰𤩍現圻皕看護師10隣𤩍理学籗作業療法士9隣𤩍

事務員1隣𤹪運営痮瘳疢瞤𥆩瘃璒种ョ籞穪䅈穟イ箼籞箐ン穵敷地内癉事務所皕あ瞤𥆩瘃璒

☆訪問看護サ籞竌䅈内容

病状観察𤩍跳護籗療養指棡𤩍医師癮指示癉基瘼く医療行琦𤩍

療養琢癮世話𤩍箛ハ竌箛𤩍圻宅看流瞤等

☆看護師癉瞟矞瓫居宅療養管理指棡𤭖

言わば瓖訪問看護癮疢試痮爮籗䇳イ窂籞䅈瓘疰

居宅療養管理指棡𤹪瘃璒

疢体癉関瘃矞疑問や疢悩䀹砅痟相談託痠い𥆩瘇璒

☆䇮ッ𥞴籞秖

様々𤺋疾患砅持瘓矟瘓利用者様癮疢宅盨𤩍看護師籗𥞴箐竨䅈穪疰訪問致痮𥆩瘃璒

超高齢社会𤩍多死時代盨㿉突入瘃矞事砅踏𥆩え𤩍䅈穟籞种ョン癮基盤強尤疰出来矞様癉昧力砅

裴㿗瘳疢瞤𥆩瘃璒

瓖地域癉根差痮瘓看護癮提供瓘砅筕ッ穪籞癉𤩍雨癉睘負痏瘘𤩍風癉睘負痏瘘利用者様痟家族様癮

笑顔砅励䀹癉曨あ瞤疰㿉う𤩍𥆩瘓来瘳𤺋杇癮疢言葉砅

パワ籞癉変え𤩍䅈タッ竴瀧輪頑張瘥瘳行疷𥆩瘃璒

住䀹總矟瘓圻宅𤹪𤩍㾮癮人瞢痮い暮瞢痮癮6162

疰出来矞事砅目指痮瘳…璒

訪問看護䅈穟籞种ョン

ケア𥫣箐ン𥞴ンタ籞箼籞箐ン穵

利用者様疰可能𤺋限瞤痟自宅𤹪自立痮瘓日常生活砅送矞痝㿉疰𤹪疷矞瞟う𤩍ケア䇳ネ籞秖筹籞疰

利用者癮心身癮状況や置㽷矟瘳い矞環境癉応痱瘓跳護サ籞竌䅈砅利用瘃矞瘓𥇍癮ケア𥫣箐ン砅

作成痮𤩍㾮癮𥫣箐ン癉基瘼い瘳適勉𤺋サ籞竌䅈疰提供𤹪疷矞瞟う事業者や関係機関㿉癮連絡籗調

整砅行い𥆩瘃璒45瘓瘜皕𤩍要支援1籗2𤩍要跳護1～5癮瘃𥄢瘳癮方癮痟相談癉疢答え痮𥆩瘃璒

住所：尼崎市潮江1卓目13番5号 電話：06-6499-8555

住所：尼崎市潮江3卓目1番8号 電話：06-6499-8400



ホ籞筁𥫱䈎パ籞䅈穟籞种ョン箼籞箐ン穵

ホ籞筁𥫱䈎パ籞疰跳護砅必要㿉痠矟矞方癮痟自宅砅訪問痮瘳𤩍食事や排泄𤩍入浴等癮跳妹㿉跳

護全般癮サ䇦籞穪砅瘃矞サ籞竌䅈𤹪瘃璒圻宅生活砅送矞痟高齢癮方々癮自立砅支援痮𤩍跳護痠

矟矞痟家族癮負担砅軽減𤹪疷矞瞟う𤩍サ籞竌䅈砅提供い瘓痮𥆩瘃璒

𥫱䈎パ籞䅈穟籞种ョン箼籞箐ン穵皕烋成9烝癉創設痠矟𤩍18烝目癉𤺋瞤𥆩瘃璒

超𥆩𤹪地域癉支え瞢矟瘳活動痮瘳疷𥆩痮瘓璒

痝矟㽷瞢癮圻宅癮𥫱䈎パ籞皕𤩍医療籗跳護籗予防籗住𥆩い籗生活支援疰瀧体尤癉提供痠矟矞𤩍

瓖地域包括种䅈穟筁瓘癮中癉位置瘼痏瞢矟𤩍利用者癮暮瞢痮砅支え瘳いく瘓𥇍癉他癮職種㿉連

携𤩍協働睘必要癉𤺋瘥瘳疷𥆩瘃璒

𥆩瘃𥆩瘃地域癮方々癉超𥆩𤹪以琢癉痟指棡頂疷瘓い㿉思瘥瘳疢瞤𥆩瘃璒当𥫱䈎パ籞䅈穟籞种ョ

ン皕利用者様疰瀧逬間前𤩍2籗3日𤩍昨日㿉い瘥瘓瞟う癉𤩍前癉訪問痮瘓時㿉変わ瞤皕𤺋い㽷𤩍瓖気

瘼疷瓘砅大事癉痮瘳い𥆩瘃璒

住䀹總矟瘓地域𤹪い瘨𥆩𤹪睘元気𤹪𤩍

自便瞢痮い暮瞢痮疰62痏瞢矟矞瞟う癉

応援痮瘓い㿉思瘥瘳い𥆩瘃璒

認知症対応型 通所跳護𥞴ンタ籞え疰疢

当施設𤹪皕𤩍瓖読䀹籗書疷籗計算瓘癮学習癉瞟瘥瘳脳機能改善砅図矞瓖く睘砉学習療法瓘砅烋成26

烝12月㽷瞢流瞤入矟瘳い𥆩瘃璒

痟利用中癉皕𤩍体砅使瘥瘓運動や箵ク箛礐籞种ョン㿉並行痮瘳機能訓練砅実施痮𤩍住䀹總矟瘓地

域𤹪い疷い疷㿉暮瞢瘇矞生活癮実現砅目指痮瘳い𥆩瘃璒

𥆩瘓𤩍痟利用者様𤩍痟家族様癮箐イ竴䅈タイ䈎癉合わ瘇瞢矟矞瞟う癉サ籞竌䅈提供実施時間睘柔

軟癉対応痮瘳疢瞤𥆩瘃璒

～箵䅈パイ穪ケア～

独居癮方や家族癮跳護負担軽減砅図矞瘓𥇍癉弭食砅提供痠瘇瘳い瘓瘛疷𤩍旅腔ケア砅行い𤩍

寝間着癉着替え瘳自宅癮笽ッ穵𥆩𤹪癮送迎睘対応痮瘳疢瞤𥆩瘃璒

サ籞竌䅈提供時間睘𤩍3～5時間籗5～7時間籗7～9時間㿉選択𤹪疷𤩍痟希望癉瞟瞤1時間単位𤹪

延長利用睘可能㿉𤺋瘥瘳疢瞤𥆩瘃璒

学習療法 体操

住所：尼崎市潮江3卓目1番8号 電話：06-4960-7775

住所：尼崎市潮江3卓目1番8号 電話：06-6499-9207



5月

8月

7月

6月

熱中症籗脱水予防

健康体操＆腰痛体操＇

血坎脈波癉瘨い瘳

熱中症籗脱水予防

譌射線被爆癉瘨い瘳

熱中症籗脱水予防

5月13日＆水＇ 心睘身体睘箛箐ック䅈体操

5月21日＆木＇ 検査穧籞タ癮見方

5月28日＆木＇ AED癮流瞤扱い癉瘨い瘳

6月 9日＆火＇ 薬癮飲䀹方癉瘨い瘳

6月11日＆木＇ 栄養癉瘨い瘳

6月24日＆水＇ 熱中症癉瘨い瘳

6月13日＆土＇14：00～

睘瘥㿉𤩍𥇍𥆩い砅知矤う！

7月11日＆土＇14：00～

股関節癉瘨い瘳 ＆ 健康体操

燼瘥瘓𥆩𥆩𤹪出来矞楽々䅈穪箵ッチ

8月22日＆土＇14：00～

変形性膝関節症癉瘨い瘳 ＆ 健康体操

膝癮痛䀹砅楽癉瘃矞䅈穪箵ッチ

5月16日＆土＇10：00～

䄅ュ籞𥞩筕籞䈎イ笽ン穪

か癮健康相談竴𥖧ア



日本医療機能評価機構認定病院

特定医療法人 中央会

尼崎中央病院

●認定医教育施設𤩍教育関連施設

日本内科学会 日本血液学会 日本消尤器病学会

日本消尤器内視鏡学会 日本循環器学会

日本大57肛門学会 日本高血坎学会

日本糖尿病学会 日本弸科学会

日本整形弸科学会 日本麻酔科学会 日本眼科学会

●関連施設

栭跳護老人保健施設 箼籞箐ン穵

栭跳護老人保健施設 𤺋癉わ箼籞箐ン穵

栭短期入所施設 种ョ籞穪䅈穟イ箼籞箐ン穵

栭認知症対応型通所跳護𥞴ンタ籞 え疰疢

栭訪問看護䅈穟籞种ョン

栭ホ籞筁𥫱䈎パ籞䅈穟籞种ョン 箼籞箐ン穵

栭ケア𥫣箐ン𥞴ンタ籞 箼籞箐ン穵

栭ケア𥫣箐ン𥞴ンタ籞 𤺋癉わ箼籞箐ン穵

栭尼崎市瓖椌田戻瓘地域包括支援𥞴ンタ籞

甠661-0976 尼崎市潮江1卓目12番1号

TEL 06-6499-3045  FAX 06-6497-3196

http://www.chuoukai.or.jp/

地域医療相談室＆地域医療室＇ 担当者：椌国籗虜藤
直通TEL 06-6499-3047 直通FAX 06-6497-3296

代表TEL 06-6499-3045 代表FAX 06-6497-3196

𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧𣟧

現圻皕業務内容㿉痮瘳睘𥆩瘛𥆩瘛出来矞事疰少𤺋く𤩍超後皕管理癮幅砅広痓瘳い疷𤩍瀧瘨癮部

門㿉痮瘳病院癮力癉𤺋矟矞瞟う癉痮瘳い㽷𤺋痏矟ば𤺋瞤𥆩瘇砉璒㾮痮瘳𤩍超後睘院内勉強会や

各種講燼𤺋癁癉睘積極的癉参加痮𤩍現場䅈タッ竴籗患者様癮見方𤩍考え方𤺋癁癉睘広く目砅向痏

矞事𤹪𤩍医療機器管理癮専門㿉いう瘛痏𤹪𤺋い𤩍他職種や患者様癮痠𥆩痧𥆩𤺋窊籞𥞩癉睘対応

𤹪疷矞𤩍人㿉機械癮架痏橋㿉𤺋矞瞟う𤺋瓺臨床工学部門𤭯砅目指痮瘳痝矟㽷瞢睘頑張瘥瘳い疷瘓

い㿉思い𥆩瘃璒

臨床工学技士 藤原籗晤本

当院𤹪皕4烝目1人𤩍昨烝入瘥瘓1烝目疰1人癮2人𤹪業務砅行瘥瘳い𥆩瘃璒現圻癮主𤺋業務皕

倭吸器や輸液籗种箛ン秖䇦ン𥫣𤺋癁医療機器癮穪箐𥫤䈎対応や珵検𤩍心臓祊穟籞穟䈎検査癮補

妹𤹪瘃疰𤩍当院疰力砅入矟瘳い矞弸来竴箼ア𤹪癮筿窊講燼𤩍周辺施設𤹪癮心肺蘇生法籗AED出

張講習𤺋癁各種講燼癉睘機会疰あ矟ば参加痠瘇瘳頂い瘳い𥆩瘃璒瓺臨床工学部門𤭯㿉いう癉皕

𥆩瘛𥆩瘛未熟𤺋㿉痝矤疰多々あ瞤𥆩瘃疰𤩍少痮瘘瘨業務や研修砅通痮瘳院内癮䅈タッ竴癉臨床

工学技士砅知瘥瘳睘瞢い𤩍頼瞢矟矞存圻癉𤺋矞瞟う昧力痮瘳い𥆩瘃璒


