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        昨年は集中豪雨や突風による局地的な被害はありましたが、 
大きな災害もなく、比較的平穏無事に過ごすことが出来ました。 

特定医療法人 中央会は皆様のお蔭で、本年1月1日より社会医療法人 
を取得することができました。 
 病院の救急医療（救急車受け入れ年間約1600例）も実現させ、ローラン

ドなどの介護施設も、いつでも皆様のお役にたてるように頑張っておりま
す。昨年は病院の改修工事、医療機器、MRI（3テスラ）,CT16列の増設、 
血管造影のできるハイブリッド手術室の増設（合計4手術室）も行いました。
昨年より常勤医師2人と非常勤医師により脳神経外科も充実し、毎日の 
診察、手術も行えるようになりました。 

少子、高齢化が進み、国の財政が一千兆円を超える債務で賄われている
我が国の現状では、医療費の削減で、医療、介護の世界は、今後ますま
す厳しさを増していくものと思われます。 
 介護部門でも二つの介護老人保健施設、短期入所施設、訪問看護、 

ヘルパーステーション、デイサービス、地域包括支援センターなど、家庭
復帰に向けて、地域の皆様のお役に立てるように努力しております。 

職員一同の協力により、今後とも、より良い医療、介護を行っていき、皆様
のご期待に添いたいと思っております。 
 平成28年1月 

社会医療法人 中央会 理事長 吉田静雄 



当院では今年の1月より最新の3テスラMRI装置 （GE社製 Discovery 
MR750w）を導入しました。この装置では、従来よりもより詳しく脳血管や
関節領域などを検査することが可能になりました。 
既存の1.5テスラMRI（GE社製 Signa HDxt1.5Optima）装置と2台体制で

運用にあたり、当院ならびに地域の医療機関様への更に質の高い画像
情報の提供に努めていく所存です。 
 

CTは、現在 64列MDCT（GE社製 VCT VISION）がフル稼働しておりますが、
救急搬送件数の増加に伴い、緊急検査体制の強化として、16列CT(GE 
社製 BrivoCT385)を導入しCT2台体制で診療を行います。 
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毎年の手術件数の増加に対応する為、一昨年の新棟開設に伴い手術室の改築を 
行い、この1月より新たな手術室を造設、手術室は3室から4手術室体制となり、より 
多くの手術を行えるようになりました。 
新設の手術室は血管造影を組み合わせたハイブリッド型手術室を設置（東芝 INFX-
8000H）しました。ハイブリッド型手術室では、脳神経外科の手術に加えコイル塞栓術、 
ステント留置術などのカテーテルによる検査・治療等の施行、また心臓血管外科に 
よる大動脈ステントグラフト植込み術等を予定しております。 

平成２７年４月より脳神経外科常勤医として松本 強医師が赴任し、１０月
からは田中康恵医師が新たに加わり、常勤２人体制となりました。 

手術器機の整備も完了し、外来診療はもとより外傷、脳卒中などの手術
も可能となりました。また、昨年１２月末にはＭＲＩ（３.０Ｔ）の増設、本年１
月にはアンギオ検査や顕微鏡による手術も可能となりました。 

今まで以上に当院でも出来る限り早く治療を開始するために地域医療機
関の先生方をはじめとするかかりつけ医療機関や救急隊との連携を密
に行い、患者様の受入れを積極的かつ迅速に行いたいと思います。 

これからも一層、地域に開かれ密着した施設として努める所存でござい
ますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 



9階病棟師長の森本愛子です。 

私たち看護師は医師・薬剤師・管理栄養士・リハビリスタッフなどさま
ざまな職種と連携をとりながら、入院に伴う患者様の身体的苦痛や
精神的苦痛の緩和に努めております。また、退院後の社会背景に応
じた、病気の増悪・再発の予防への生活指導なども行っております。 
このたび心臓血管センター長に立石先生が就任されました。 

今後もさらに医師・コメディカルスタッフと連携を深めながら、患者様
に安心してより良い医療を受けていただけるようチーム一丸となって
精進していきたいと思っております。 

尼崎中央病院 心臓血管センター長の立石 順です。 
前任の小松 誠先生の退職に伴い、平成27年12月1日より心臓血

管センター長を拝命いたしました。同時に心臓血管センターのメン
バーも変わりました。 
現在は、吉田純一副院長、奥村隆啓医長、心臓血管外科 小林靖

彦医師と一緒に診療に励んでおります。新年からはもう一人、吉田
千佳子医師がメンバーに加わりました。 

我々は、今までと同様に看護師やコメディカルスタッフと力を合わせ
循環器疾患を中心として地域医療に貢献していくつもりです。 

皆様、尼崎中央病院の心臓血管センターを今後共何卒宜しくお願
いいたします。 



平成27年10月より勤務しております藪内と申します。 
整形外科の一員として、けがや骨折など、外傷を中心に 
診察・治療をいたします。 
よろしくお願いいたします。 

10月より参りました田中康恵と申します。 
これまでに主に脳血管障害（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など） 
の診療に携わって参りました。 
脳血管障害は早期に診断し治療を開始することが重要です。 
そのためのお手伝いをさせていただければ、と思います。 

脳神経外科 

整形外科 
日本整形外科学会専門医 

日本脳神経外科学会専門医 
日本脳血管内治療学会専門医 

日本内科学会認定内科医   
日本心臓リハビリテーション学会 心臓リハビリテーション指導医 
日本循環器学会認定循環器専門医 日本超音波医学会超音波専門医 
SHD心エコー図認証医 

循環器科 

田中康恵医師 

平成28年1月より循環器内科で勤務させて頂いております 
吉田千佳子と申します。専門は心臓超音波検査です。 
心不全治療を主にしていきたいと考えております。 
微力ながら精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。 

吉田千佳子医師 

藪内洋介医師 

平成27年12月5日（土）、尼崎市総合文化
センター アルカイックホール・ミニにて、 
健康講座が開催されました。 

普段聞けない股関節や膝関節について
の講義があり、 １５１名の方が参加され、

多くの質問もあって、大変有意義な健康
講座となりました。 

「とても具体的で随分、参考になりました」 
６０歳代・女性 

 
「新しい知識の習得や復習になり、大変勉強になり 
 ました」                 ３０歳代・男性 

☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲☲ 

 

 
 
 
 

読売健康講座 尼崎関節セミナー 
『人工股関節置換術最前線と変形性膝関節症の治療について』 
講師： 尼崎中央病院 副院長（整形外科部長）  西塔 進  
      尼崎中央病院 関節外科部長        細井 波留夫 



認知症カフェは、認知症の人やその家族、医療や介
護の専門職、地域の人など、誰もが気軽に参加でき
る「集いの場」であり、認知症の人やその家族が安
心して過ごせる「地域の居場所」です。 
活動の内容は様々ですが、一般には、お茶をしなが
ら、認知症の人やその家族同士が情報交換したり、
医療や介護の専門職に相談をしたり、地域の人と交
流したりする場となっています。 
 

■場所・主催：介護老人保健施設ローランド 

■共催：尼崎市「小田北」地域包括支援センター 

■お問い合わせ先：尼崎市「小田北」地域包括支援センター 

■電話：０６－６４９８－５１１１ 

 

     



早急な訪問も対応させて頂いていますので、 
          お気軽にお問い合せください 
 

   
 
 利用者様が可能な限りご自宅で、自立した日常生活を送ることができるよう、 
ケアマネージャーが利用様者の心身の状況や置かれている環境に応じた 
介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて 
適切なサービスが提供できるよう事業者や関係機関との連絡・調整を行います。 
私たちは、要支援１、２、 要介護１～５ のすべての方のご相談にお答えします。 
 
 

  ケアプランセンターなにわローランドは、平成15年6月1日に同

法人である介護老人保健施設なにわローランド開設と同時に、事業
をスタートしており、現在は3名の主任介護支援専門員で、中央地
区のみならず、尼崎市全域の利用者に対応しています。 
 

  

尼崎市潮江 1丁目 1 3 - 5  
☎ 0 6 - 6 4 9 9 - 8 5 5 5  

 

尼崎市東難波町 1丁目 3 - 1 0  
☎ 0 6 - 6 4 8 1 - 7 1 1 0  

兵庫県立
尼崎医療
センター 



日本医療機能評価機構認定病院 
       社会医療法人 中央会 

        尼崎中央病院 

●認定医教育施設、教育関連施設 
日本内科学会  日本血液学会  日本消化器病学会  
日本消化器内視鏡学会  日本循環器学会   
日本高血圧学会  日本糖尿病学会   
日本外科学会  日本整形外科学会 
日本麻酔科学会 日本眼科学会  日本大腸肛門学会 

●関連施設 
◇介護老人保健施設 ローランド 
◇介護老人保健施設 なにわローランド 
◇短期入所施設 ショートステイローランド 
◇認知症対応型通所介護センター えがお 
◇訪問看護ステーション 
◇ホームヘルパーステーション ローランド 
◇ケアプランセンター ローランド 
◇ケアプランセンター なにわローランド 
◇尼崎市「小田北」地域包括支援センター 
 

〒661-0976 尼崎市潮江1丁目12番1号 
ＴＥＬ 06-6499-3045 ＦＡＸ 06-6497-3196 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｈｕｏｕｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ 

 地域医療連携室 担当者：小国・古藤  直通TEL 06-6499-3047 直通FAX 06-6497-3296 

代表TEL 06-6499-3045 直通FAX 06-6499-3116 
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２
月 

３
月 

➵ 心筋梗塞 狭心症           画像診断部門 
➵ 尿素呼気試験 ピロリ菌について  検査部門 
 

➵ 薬の飲み方         薬剤部門 
➵ 介護保険について（仮）  地域包括支援センター 

  平成28年3月19日（土） 
   14：00～15：00 
    

 《もっと目の病気を知ろう！》 
  目の病気と予防について 
 
 講師：尼崎中央病院 
     眼科医長 藤田今日子 医師 

開催場所：尼崎中央病院 
         1F 外来フロア 

  平成28年5月 開催予定 
   

町の健康相談フェア ｐａｒｔ Ⅶ 
 
 ｉｎ あまがさきキューズモール 
    ３階 レンガの広場 
 

※ 日程・内容などの詳細は、分かり 
   次第お知らせいたします。 

※ 日程・内容などの詳細は、分かり次第院内に掲示いたします。 


