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歯科旅腔外科𤹪皕以託癮瀧般癮歯科医院𤹪対応

𤹪疷𤺋い瞟う𤺋疾患砅扱瘥瘳い𥆩瘃璒 

✤あ痟癮骨癉埋𥆩瘥瘓親痮瞢瘘癮抜歯 

✤旅癮中癮粘膜癮疾患 

✤皧癁い炎症 

✤あ痟癮骨折 

✤旅癮中癮腫瘍＆旅腔疰砉𤩍舌疰砉𤺋癁＇ 

✤あ痟癮関節癮病気 

病状癉瞟瘥瘳皕入院託癮治療睼全身麻酔𤹪癮手術睘行瘥瘳い𥆩瘃璒 

𥆩瘓𤩍高血坎症睼心臓癮病気𤺋癁全身的𤺋病気癮瘓𥇍𤩍普通癮歯科医院 

𤹪癮治療癉危険砅伴う瞟う𤺋患者痠砉睘溜痏入矟瘳い𥆩瘃璒 

 
        ✤診療時間✤      濩 濩

  月～金：午前診  9：00～11：30   濩保険証          

        午後診13：00～16：00     濩紹跳状 

  土曜日：午前診  9：00～11：30   濩箵ン穪禩ン竴磦䈎筁又皕CD 

                            濩疢薬＆手帳籗説明書＇  
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脳神経外科診察予定表 

超高齢社会砅迎え脳卒中予備軍𤩍認知症予備軍皕𥆩瘃𥆩瘃増加痮瘳い痀睘癮㿉予想痠矟𥆩瘃璒 

脳卒中皕高血坎𤩍糖椰病𤩍脂質異常症𤺋癁危険因子砅流瞤除痏ば𤩍80＄防痓矞病気𤹪瘃璒 

瓖脳癮傷皕瀧生残矞瓘𤩍瘛㽷瞢痝そ𤩍病気癉𤺋瞢𤺋い痝㿉𤩍予防癉勝矞対策皕あ瞤𥆩瘇砉璒 

æ症癉㽷㽷わ矞危険因子癮包括的𤺋管理疰重要㿉思わ矟𥆩瘃璒 

MRI及皨MRA癉瞟矞脳𤩍脳血管癮評価𤩍頸動脈礐禴籞𤩍ABI癉瞟矞全身動脈硬尤癮評価𤩍心電図癉 

瞟矞心胖細動癮æ見𤩍皓環器医㿉癮連携癉瞟矞心機能𤩍冠動脈評価𤺋癁砅積極的癉行い𥆩瘃璒 

痝矟瞢癉瞟瞤𤩍恐矤痮い脳卒中砅未然癉防痆痝㿉疰出来矟ば喜ば痮い痝㿉𤹪瘃璒 

睘う瀧瘨高齢尤社会砅迎え瘳認知症癮問題疰あ瞤𥆩瘃璒 

認知症砅い㽷癉予防瘃矞㽷㿉いう観点㽷瞢𤩍糖椰病𤩍 

高血坎𤩍脂質異常症𤺋癁癮生活習慣病㿉認知症㿉癮 

関連疰注目痠矟瘳い𥆩瘃璒痠瞢癉脳血管藴害癉起因瘃矞 

認知症皕30＄程燵㿉いわ矟瘳い𥆩瘃璒 

認知症㿉生活習慣病㿉癮関連睘指摘痠矟瘳疢瞤𤩍糖椰病疰 

あ矞㿉磕䈎穙ハ磹䇳籞病癮æ症皕０倍㿉睘いわ矟瘳い𥆩瘃璒 

癩瘥瘳認知症砅予防瘃矞うえ𤹪早期㽷瞢癮厳格𤺋高血坎 

管理㿉共癉𤩍急増痮瘳い矞糖代謝異常癮予防籗管理疰重要 

𤹪あ瞤不科専門医㿉癮連携𤹪治療癉あ瘓瞤瘓い㿉思い𥆩瘃璒 

当科𤹪皕兵庫医科大学脳神経外科燐村紳瀧教授癮教室 

㿉癮密𤺋連携並皨癉最大限癮協力癮睘㿉𤩍最新癮IT＆𥇥痝㿗瘥㿉＇砅駆使痮24時間䅈竨箛穖穪砅持瘨

䅈タ穖竴㿉㿉睘癉𤩍当院癮基本方針𤹪あ矞瓖地域癉開㽷矟瘓皆様癮病院瓘砅筕穖穪籞癉精禍痮瘓い㿉

思い𥆩瘃璒痟指棡痟支援癮程宜痮痀疢願い致痮𥆩瘃璒 

                                      脳神経外科部長  松本 強 

超烝4月癮脳外科開設癉伴い𤩍急性期𤹪癮 

積極的𤺋脳卒中箛ハ竌箛穟籞种ョン砅実施痮瘳い𥆩瘃璒 

脳卒中患者睼脳神経外科術後患者癮箛ハ竌箛穟籞种ョン 

癉疢い瘳最睘重要𤺋痝㿉皕𤩍長期臥床癉瞟矞廃用症候群砅 

予防痮𤩍早期癮日常生活動作＆ADL)向琢㿉社会皖帰砅図矞 

瘓𥇍癉𤩍十分𤺋箛䅈祲管理癮睘㿉癉𤹪疷矞瘛痏æ症後早期 

㽷瞢積極的𤺋箛ハ竌箛穟籞种ョン砅行う痝㿉𤹪あ矞㿉痠矟瘳 

い𥆩瘃璒 

当院癮箛ハ竌箛穟籞种ョン癉疢い瘳睘𤩍入院痠矟瘓当日㽷瞢 

理学療法士＆PT)籗作業療法士＆OT＇籗言語聴覚士＆ST＇癮訓練砅開始痮𤩍早期燼哲籗立哲𤩍装具砅 

用い瘓歩行訓練𤩍摂食籗嚥託訓練𤩍セ䈎竴禡磕訓練𤺋癁砅 𤹪行瘥瘳い𥆩瘃璒 
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東消防署癮救急隊長瞟瞤𤩍 

瓫尼崎市癮救急活動癮現状𤭖 

瓫自宅𤹪癮急変時癮対応𤭖癉瘨い瘳 

講演砅痮瘳頂疷𥆩痮瘓璒 

𥆩瘓𤩍当院癮救急認定o護師瞟瞤 

救急蘇生法睼AED癮使用方法癉 

瘨い瘳分㽷瞤睼瘃痀説明痮𤩍 

実薇癉人形砅用い瘳体験痮瘳頂疷 

𥆩痮瘓璒 

濩濩濩濩濩濩濩 

 

濩生活習慣病＆食事療法＇ 

濩痏疰睼事故癮応急処置 

濩心肺蘇生％AED癮使用法 

           etc 

  

       

8/25◁8/29頤2日間扈 
AED◁心臓マッサ▷㌃ 
研修＝行い…し諞冉 

初𥇍瘳参加痠矟矞方疰ほ㿉砉癁𤹪𤩍 

㿉瘳睘熱心癉流瞤組砉𤹪頂痏𥆩痮瘓璒 

超後睘痟要望癉応痱瘳𤩍様々𤺋事砅 

企き痮瘳い疷瘓い㿉考え瘳い𥆩瘃癮

𤹪𤩍 

疢声㽷痏託痠い璒 
疢申込䀹籗疢問い淋わ瘇  

尼崎中央病院代表 TEL 06-6499-3045  地域医療相談室 TEL 06-6499-3047 

救急医療癉対痮瘳𤩍市民癮皆様癮理解 

砅深𥇍瘳い瘓瘛痀㿉共癉𤩍救急医療関係者 

癮意識癮向琢砅図矞痝㿉砅目的癉𤩍 

瓖9月9日瓘皕瓖救急癮日瓘癉定𥇍瞢矟瘳い𥆩

瘃璒 

当院睘昨烝瞟瞤救急癮日癮磹笽ン穪砅行瘥瘳

疢瞤𤩍本烝皕9月12日＆土＇癉開催痮𥆩痮瘓璒 

尼崎中央病院𤹪皕𤩍市民癮皆様癮健康癉関瘃矞悩䀹睼医療癉 

関瘃矞情報等砅穟籞䇳㿉痮瘓講燼砅痟希望癉応痱瘳医師籗o護師籗 

禴䇮穧磦祊䈎𤺋癁疰講師㿉痮瘳𤩍皆様癮地域癉出向い瘳疢話瘃矞 

瓖出張講燼＆出前講燼＇瓘砅実施痮瘳疢瞤𥆩瘃璒地域撤民𤩍市民団体𤩍 

公益法人𤩍企業等原則㿉痮瘳講燼当日10名以琢癮参加疰 

見込𥆩矟矞禕䈎籞𥫣対象璒講燼皕90分程燵𤹪無料𤹪瘃璒 
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濉濉濉 

𥆩瘓𤩍烋成26烝6月瞟瞤糖椰病透析予防指棡砅始𥇍𥆩痮瘓璒現圻𤩍新規透析棡入癮第1哲疰 

糖椰病性腎症㿉言わ矟瘳い𥆩瘃璒腎機能癮徹託砅早期癉æ見痮𤩍透析棡入癮予防砅目的癉𤩍

糖椰病透析予防チ籞筁＆医師籗o護師籗管理栄養士＇疰治療癮サ䇦籞穪砅痮𥆩瘃璒 

痝癮瀧連癮指棡砅溜痏瘳い瘓瘛い瘓場淋𤩍そ癮日癮治療費癉瓖糖椰病透析予防指棡管理料

＆350点＇瓘砅加算痠瘇瘳い瘓瘛疷𥆩瘃璒 

糖椰病皕𤩍烝々増加傾向癉あ瞤𤩍当院𤹪睘／ヶ月癉約300名癮患者様疰 

溜診痠矟瘳い𥆩瘃璒そ痝𤹪𤩍医師籗o護師籗栄養士籗薬剤師籗理学療法士籗 

臨床検査技師疰糖椰病サ䇦籞穪チ籞筁砅結成痮𤩍患者様癉淋わ瘇瘓指棡砅 

行瘥瘳い𥆩瘃璒毎月第１月曜日癉皕糖椰病教室砅行瘥瘳い𥆩瘃璒 

 

 

当院𤹪皕𤩍最短2泊3日㽷瞢癮糖椰病教育入院砅行瘥瘳い𥆩瘃璒 

専門家癮講義砅中心癉精密検査砅実施痮𤩍患者様癮症状癉 

淋瘥瘓指棡砅行瘥瘳い𥆩瘃璒費用皕入院料3割負担𤹪3～4万付 

程燵𤹪瘃璒当院専門䅈タ穖竴疰患者様砅サ䇦籞穪致痮𥆩瘃璒 

栟 血中禡穪ン体測定可能＆β―禡穪ン測定電極Ⅲ使用時＇ 
栟 Auto Assist Neo 

           簡単操作𤹪見睼瘃い禕箐竴砅作成痮𤩍 

      患者様癮毎日癮血糖管理砅サ䇦籞穪 

                      ＆穧籞タ管理ソ竴穪＇ 

栟 箼禕𥫤穖祲 

   血糖測定値𤩍禡穪ン体測定値𤩍禴ン穪箼籞䈎値 

   磹ン䅈箛ン投与量癮ɔ録疰可能 

当院𤹪皕𤩍瓺竴箛籞䅈タ磹䈎𥫣箵种秖ョンネ礥𤭯砅使用痮瘳い𥆩瘃璒 

当院溜診癮患者痠𥆩𤹪𤩍 

糖椰病足病変ハ磹箛䅈祲要因疰あ矞方砅対象癉 

竴穖穪禡磕研修砅溜痏瘓o護師疰𤩍 

毎溫木曜日13：00～竴穖穪禡磕外来＆完全予約制＇ 

砅開設痮瘳い𥆩瘃璒 



経歴：

東神戸病院膅急性期籗回復期籗慢性期籗緩和禡磕籗在宅箛䆴䐢11年、

おおくまセン穪箐䈎病院膅急性期籗回復期籗訪問箛䆴䐢13年籗箛䆴部部長

資格等：

日本理学療法士協会認定籗専門理学療法士膅生活環境支援系䐢、介護支援専門員

他：

甪講師経験㽗移乗介助法、訪問箛䆴、呼吸理学療法、福祉用具籗撤環境整備等

甪加入団体㽗日本理学療法士協会、日本地域箛䆴協会、日本訪問箛䆴協会、兵庫県箛䆴協議会

甪世話人㽗阪神南圏域膅尼崎䐢地域箛䆴支援セン稛籞、あま疰痠疷禡磕ネ穖穪、阪神在宅箛䆴連絡会

甪業績㽗第27回兵庫県理学療法学術大会会長膅Ｈ27.7.5䐢

経歴：

行岡病院箛䆴ビ箛テ籞ション膅※以下箛䆴䐢科科長7年、行岡学園膅現行岡医療大学䐢専任教員3年、

尼崎中央病院箛䆴科技師長15年、ロ籞箐ン穵籗訪問箛䆴ビ箛管理者3年

資格等：

日本理学療法士協会認定籗専門理学療法士膅神経䐢、3学会合輪呼吸療法認定士、

笯窹籞ス法NDT膅神経発達学的治療䐢、介護支援専門員

笯箐ンテ磦磕等：

大阪市長居障疰い者ス䇦籞穙セン稛籞水泳教室指導者膅10年間䐢、笯箐ンテ磦磕禕䈎籞プNAN

代表膅8年間䐢、大阪障疰い者ス䇦籞穙箛籞䅣籞協議会会長膅7年間䐢、臨床箛䆴研究会事務局長

膅6年間䐢、車いす窹ス禡伊丹ス籞窾籞フ𥖧ニ穖祲スコ籞稸膅5年間䐢、㿗た疷り予防推進県民大会実

行委員会事務局長膅2年間䐢、関西い癮ち癮電話籗第23代カ磾ンセ箐籞委員長、

日本空手拳法初段膅子供たちに指導䐢、落語家籗桂文太師匠門下膅高座隣：伊丹屋羅鈍䐢

介護老人保健施設ローランド 電話：06-6499-8500

訪問箛䆴ビ箛テ籞ション癮痟案内

轍野 一成

中田 仁



𤺋癉わロ籞箐ン穵赴任𤹪癮痟挨拶

痝癮度痟縁疰痟痧い𥆩痮瘳八鏤㽷瞢瓖𤺋癉わロ籞箐ン穵瓘𤹪疢世話癉𤺋瘥瘳疢

瞤𥆩す鶴田㿉申痮𥆩す璒癁う㽷瞟矤痮く疢願いい瘓痮𥆩す璒

私皕消化器内科癉約十年間𤩍所属痮瘳疢瞤𥆩痮瘓璒そ癮後𤩍約濯十年間𤩍

終身跳護付疷鐚料老人ホ籞筁㿉同一敷地内癉あ矞15床癮鐚床診療所癉一

人所長㿉痮瘳赴任痮𥆩痮瘓璒痝痝𤹪皕身癮回瞤癮世話疰自便𤹪𤹪疷矞方癮䀹

入居𤹪疷𤩍次第癉ADL癮低託や認知機能癮低託を文字通瞤𤩍老𤩍病𤩍死を見

瘳参瞤𥆩痮瘓璒そ痮瘳何瞟瞤睘予期不安解消疰大勉𤺋痝㿉を学び𥆩痮瘓璒施設

内𤹪癮通夜𤩍葬儀を希望痠矟矟ば施設内𤹪行わ矟𤩍施設癉入居痠せ瘳疢瞢

矟矞仲間疰手押痮車𤹪𤩍あ矞い皕車椅子𤹪参加痠矟𤩍私睘参加痠せ瘳い瘓瘛

疷𥆩痮瘓璒痝癮瘓𥇍㽷𤩍死や宗教癉瘨い瘳睘勉強痠せ瘳い瘓瘛疷𥆩痮瘓璒

超回𤩍瓖𤺋癉わロ籞箐ン穵瓘㿉いう老人保健施設膅以託老健㿉略す䐢癉赴任痮𤩍

あ瞢瘓𥇍瘳地域包括ケアシステ筁や老健𤹪癮抱え瘳い矞問題癉瘨い瘳考え痠

せ瞢矟矞睘癮疰あ瞤𥆩痮瘓璒前述癮鐚料老人ホ籞筁皕終身跳護付𤹪あ瞤𤩍跳

護保険𤹪皕𤩍居宅𤹪あ矞特定施設入居者生活跳護癉便類痠矟瘳疢瞤𤩍全瘳

施設内𤹪瓖豊㽷𤺋生㿉安瞢㽷𤺋死瓘を目指痮瘳完結す矞瞟う昧𥇍矞痝㿉を私皕𤩍

基鑚㿉痮瘳疢瞤𥆩痮瘓璒そ癮瘓𥇍瓖地域包括ケアシステ筁皕３０便𤹪無く３便癮

圏内𤹪生活琢癮安心籗安全籗健康癮確保癮瘓𥇍癮援妹疰一体的癉提供痠矟

矞瓘㿉読䀹替え瘳疢瞤𥆩痮瘓璒瘓瘛𤩍痝癮鐚料老人ホ籞筁𤹪皕維持期箛ハ皕十

便𤹪皕無㽷瘥瘓癮𤹪𤩍痝癮維持期箛ハ疰老健癮強䀹𤹪皕𤺋い㽷㿉思瘥瘳い𥆩

す璒超後皕老健癉病院や在宅㽷瞢入所癮段階𤹪看取瞤を前提㿉す矞方睘増

加す矞㿉思わ矟𥆩す璒す矞㿉𤩍稛籞筿窂䈎ケア濯便類癮認知症鑽期籗老衰型瘛

け𤹪皕地域癮要望癉応え瞢矟矞㽷危惧痮瘳疢瞤𥆩す璒

医療皕埞施設㽷瞢在宅へ埰キュア㽷瞢ケアへ㙊病気癮治癒㽷瞢QOL癮改善

へ㿉癮パ箐䅣イ筁シフ穪疰起痝瘥瘳い𥆩す璒痝癮流矟癮中𤹪老健㿉痮瘳何疰𤹪

疷矞癮㽷を考え瘳い疷瘓い㿉思瘥瘳い𥆩す璒何瞟瞤睘地域癮町内会𤩍老人会

等癉働疷㽷け瘳地域癮皆様癮要望を把握す矞痝㿉疰大勉𤹪あ矞㿉考え瘳疢瞤

𥆩す璒

痝矟癉皕瓖𤺋癉わロ籞箐ン穵癮跳護支援事業者癮方瓘㿉睘稛イアップ痮瘳いく痝

㿉疰大勉瘛㿉考え瘳疢瞤𥆩す璒そ痮瘳瓖安心籗安全𤺋街瘼く瞤へ癮支援瓘癮一端

を担え矟ば幸甚𤹪あ矞㿉考え瘳疢瞤𥆩す璒

口幅瘥瘓い痝㿉を書疷連㿗𥆩痮瘓疰大方癮御叱声を乞い𥆩す璒



❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡ 

❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡❡ 

7月28日＆火＇～29日＆水＇癮2日間𤩍夏休䀹病院見学会砅 

開催痮𥆩痮瘓璒 

当初皕1日癮䀹癮開催予定𤹪痮瘓疰𤩍多数癮応募疰あ瞤𤩍 

急遽2日間癮開催㿉𤺋瞤𥆩痮瘓璒 

2日間𤹪5歳㽷瞢12歳癮疢子様38名癉参加痮瘳 

い瘓瘛疷𥆩痮瘓璒 

𥆩瘘𤩍箛ハ竌箛室睼地域包括禡磕病棟砅見学痮𤩍 

薬楡𤹪疢薬癮疢話砅聞い瘓瞤𤩍き像診断室𤹪皕𤩍 

骨睼心臓𤩍頭𤺋癁癮写真＆3DCT𤺋癁＇砅見瘳睘瞢い𥆩痮瘓璒 

 

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣ 

 

❣❣❣❣❣ ❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣ 

来年も楽しい見学会を 

企画していきたいと思っていま

す。 

 

体験禴籞窂籞𤹪皕𤩍見瘳䀹瞟う！ 

調べ瘳䀹瞟う！ 

疢風呂癉入矟瘳䀹瞟う！𤺋癁𤩍 

全部𤹪7𥫤籞䅈砅設置痮𤩍 

顕微鏡𤹪色々𤺋睘癮砅見瘓瞤𤩍 

赤瘜𥈞砉人形砅使瘥瘳沐浴痮瘓瞤 

試食睼車椅子𤩍松葉杖体験𤺋癁睘行い𥆩痮瘓璒 

屛普段入「睢い釁翔」＝ 
      見学扈箙遘よ稱輓諞冉幤 
屛病院扈働い遘い》人諞跚釁硼話し遘兔 
      病院龝少し怖く睢く睢輓諞冉幤 
屛救急車霤乗「遘楽し稱輓諞幤 等 

箛ハ竌箛部門𤩍薬剤師𤩍放射線技師𤩍栄養士𤩍 

検査技師𤩍o護師瞟瞤仕事不容癮説明砅聞疷𤩍 

病院不癮見学砅痮瘳頂疷𥆩痮瘓璒 

時間疰𤺋痀院不砅瘃べ瘳見学瘃矞痝㿉疰出来瘘 

残念𤹪痮瘓疰𤩍色々𤺋職種癮話疰聞痏瘳 

良㽷瘥瘓㿉癮感想璒 

o護師砅目指痮瘳い矞学生疰大半𤹪𤩍 

次皕3月癉o護体験砅実施痮𥆩瘃璒 

o護師癮仕事疰癁砉𤺋睘癮㽷砅理解痮瘓うえ𤹪𤩍 

瀧人𤹪睘多痀癮学生癮夢疰現実癮睘癮㿉𤺋矞瞟う癉応援痮瘓い㿉 

思い𥆩瘃璒 

尼崎中央病院𤹪皕𤩍瀧昨烝㽷瞢兵庫p立尼崎椌田高校癮o護医療籗健康類型癮 

生癨痠砉疰病院見学睼o護体験癉来瘳い𥆩瘃璒 



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 
日本不科学会  日本血液学会  日本消尤器病学会  

日本消尤器不視鏡学会  日本皓環器学会   

日本高血坎学会  日本糖椰病学会   

日本外科学会  日本整形外科学会  日本麻酔科学会  

日本脳神経外科学会 日本眼科学会  日本大腸肛門学会 

●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 

栭短期入脉施設 种ョ籞穪䅈穟磹箼籞箐ン穵 

栭認知症対応型通脉跳護センタ籞 え疰疢 

栭訪問o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 

栭禡磕𥫣箐ンセンタ籞 箼籞箐ン穵 

栭禡磕𥫣箐ンセンタ籞 𤺋癉わ箼籞箐ン穵 

栭尼崎市瓖椌田戻瓘地域包括支援センタ籞 

 

甠661-0976 尼崎市潮江1卓目12番1号 
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✾✾✾✾✾✾✾ ✾✾✾✾✾✾ 

 

 

11/14 

＆土＇ 
10：00 

   ~15：00 

か癮健康

竴𥖧磕 

2016.3月 
睘瘥㿉目癮

病気砅 

  知矤う！ 

当院扈鬮兔閻睢諞扈も参加し遘い諞譁け》健康霤関す》 
イベント＝定期的霤開催し遘硼《…す冉 
翔頤機会霤是非舮参加く譁芍い冉 

✾✾✾✾✾✾✾✾ ✾✾✾✾✾✾✾✾ 

10

月 

11

月 

➵大腸CT検査霤迪い遘 画像診断部門 
➵薬頤飲‥方       栄養部門 
➵心電図◁エコ▷霤迪い遘 検査部門 
 

➵肺炎◁肺炎球菌ワクチン頤硼話 庄司医師 
➵尼中㌃ュ▷㌶＝飲ぁ扈‥よう   栄養部門 
➵ロコモ体操             リハビリ部門 

開催場所：尼崎中央病院 
       1F 外来フロア 

＆仮＇ 脱水㿉脳梗塞 

＆仮＇ 誤嚥性肺炎癉瘨い瘳 

 

※ 琢記以外癉睘様々𤺋穟籞䇳 

   𤹪実施痮瘳い疷𥆩瘃 

 


