
平成２９年度スタート！！ 
今年も中央会として新しい職員を迎えることができました。 

こうして毎年新入職員を迎え入れる事ができるのも地域の方々の支えが
あっての事と思います。皆様と接しました際には、宜しくお願いいたします。 
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中央会では本年４月に３９名 
（うち医師７名）が入職しました。 

股関節センター開設のご案内 

  平成２９年４月に関西労災病院より赴任いたしました。 
専門分野は股関節外科で、研究テーマとしましては 
最新の人工股関節の開発・臨床応用や難病の大腻 
骨頭壊死症の病態解明・治療に取り組んでまいりま 
した。当院でも「股関節センター」として、小児から 
成人まで、疾患から外傷まで幅広い股関節疾患を 
対象として保存療法から手術療法（骨切り術や人工 
股関節置換術）まで幅広い診療を行っていく所存です。 
また、併発する腰椎・膝疾患およびその他整形外科全般についても 
積極的に取り組み、皆様のお役に立てるよう精進してまいります。 
宜しくお願い致します。    



新任医師紹介 大園 健二 副院長  
股関節センター長兼整形外科部長 

整形外科 
おおぞの けんじ 

日本整形外科学会専門医 
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 
日本整形外科学会代議員 
日本股関節学会評議員 
日本人工関節学会監事 
厚生労働省特定疾患「特発性大腻骨頭壊死症」調査研究班 班員 
第46回日本人工関節学会会長 整形外科の大園です。 

股関節疾患を専門に保存治療から人工関節手術、骨切り術と幅広く診療する「股関節センター」が目標
です。病気でも骨折でも何でも気軽にご相談下さい。よろしくお願いします。 

安村 良男 副院長 
循環器内科部長 

やすむら よしお 

循環器内科 日本循環器学会専門医 
日本内科学会認定内科医 
日本心臓病学会FJCC 
日本心不全学会評議員 
日本高血圧学会指導医 
日本不整脈学会 
日本不整脈心電学会 

大阪警察病院より赴任してまいりました。 
循環器領域の中でも、特に心不全を中心にエビデンスに基づいた治療を心がけて行ってまいりました。 
今後増加すると思われる高齢者循環器疾患は特にエビデンスの尐ない領域であり、地域に根差し 
患者様に寄り添った医療を提供していきたいと思います。 

４月より大園医師も加わり整形 
外科医５名となりました。 
整形外科診察日は、月～土の 
午前中１１：００まで受付となって 
おりますので、何かあればいつ 
でも診察に来て下さい。 
 

※股関節センターの月曜日午後（予約診）は、毎月第１月曜日は休診となります。 

股関節センター診察日 

整形外科診察日 



外科 

外科 

３月より外科にて勤務しております木原と申します。 
消化器一般外科、内視鏡外科、乳腺外科を担当させていただきます。 
急性腹症などで緊急手術が必要な場合も、適切かつ迅速に対応して 
まいりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。 
どうぞよろしく御願いいたします。 

４月から赴任しました、外科の前田です。 
消化器手術全般を経験してきました。まだまだ力不足ですが 
患者様が幸せになれるように、日々努力して治療していきます。 
宜しくお願いします。 

木原 直貴医師 
 きはら      なおき 

前田 暁行医師 
まえだ としゆき 

日本外科学会専門医 

日本外科学会専門医・指導医 
日本消化器外科学会専門医・指導医 
日本内視鏡外科学会技術認定医 
日本がん治療認定医 
マンモグラフィー読影認定医 
日本静脈経腸栄養学会認定医 

日本内科学会認定内科医 
日本超音波医学会超音波専門医 
日本消化器病学会専門医 
日本肝臓学会肝臓専門医 

療養型病棟を担当させて頂きます、高野保名と申します。 

内科、肝臓内科や保健所等で診療や生活習慣病予防に携って
きました。 
高齢者医療に携わりたいと考え、勤務させて頂いております。 
よろしくお願いいたします。 

高野 保名医師 
たかの  やすな 

内科 

板倉 史晃医師 
いたくら ふみあき  

消化器内科 

日本消化器病学会専門医 
日本内科学会認定内科医 
日本医師会認定産業医 

４月から勤務させていただくこととなりました消化器内科の板倉です。 
外来や入院を担当させて頂きます。 
皆様のお役にたてるような治療を目指して精進したいと思います。 
よろしくお願いします。 

この度、尼崎中央病院に赴任しました中村と申します。 
心不全をはじめとした循環器疾患の患者様は、内科的な疾患を 
はじめとして、様々な疾患を併存していることが多く、各診療科や 
リハビリテーション部門などと協力しながら、全般的な診療を行っ 
ていきたいと思っております。 

中村 憲史医師 

日本内科学会認定内科医 

循環器内科 
なかむら けんじ  



消化器内科 

消化器内科 

平成２９年４月より、尼崎中央病院で勤務させて頂くことになりました 
濵中 宏光と申します。 
これまで、消化管疾患に対する診察及び内視鏡検査・治療を中心に 
経験を積んできました。 

当院でも、今まで積んできた経験を生かして、患者様のお役にたてるよ
うな治療を目指して精進していきたいと思っておりますので、よろしくお
願い申し上げます。 

小谷 美央医師 
こだに  みお 

濵中 宏光医師 
はまなか ひろみつ 

平成２９年４月から、兵庫医科大学消化菅内科より尼崎中央病院 
消化器内科で勤務させて頂くことになりました小谷美央と申します。 
消化器疾患に対する診療・検査に携わりながら、内科疾患について 
も勉強させて頂き、患者様のお役に立てる様になりたいと考えており 
ます。よろしくお願いいたします。 

 当院内視鏡室では、昨年、上部内視鏡検査２，５９９件、下部内視鏡検査１，３６７件、ポリペクトミー・ 
ＥＭＲ３５１件、ＥＲＣＰ８７件、ＥＳＤ１７件の検査・治療を行いました。 
 今年度は、３名の新しい医師を迎え、消化器内科常勤医師４名、非常勤医師６名、医師以外にも 
消化器内視鏡技師認定を取得したスタッフを中心に、内視鏡専任看護師４名、洗浄員１名、クラーク 
１名で、安心安全の検査を提供できるよう努力してまいります。 
 また、今年度は、要望の多かった土曜日の上部内視鏡検査を、第１、第３土曜日に加え、第２、 
第４、第５土曜日にも検査枠を拡大し「月曜日から土曜日まで」毎日検査ができるようになりました。 
内視鏡器機は、オリンパス社製のＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲ ＥＬＩＴＥとフルハイビジョン対応のワイドモニター 
を使用し、スコープも最新鋭のＨ２９０を中心に、正確な診断および的確な治療方針の決定を心掛け 
ており、総胆管結石に対しての採石や砕石、ＥＳＴ、ＥＲＢＤなどのＥＲＣＰ関連処置や早期胃癌に対 
するＥＳＤ（粘膜下層切開剥離術）などの内視鏡的治療にも積極的に取り組んでおります。 
 近年、大腸癌の増加とともに、当院でも大腸内視鏡検査の件数が増加の一途をたどっており、 
便潜血検査等で、大腸内視鏡検査を希望される方も増えております。今年は、大腸内視鏡検査に 
も力を入れ、尐しでも多くの検査・治療に対応できるよう努めていきます。 

内視鏡室のご案内 



  血液内科部門は、伊福院長を中心に、開設以来地域医療に根ざし患者様１人ひとり

のニーズに合わせた医療を目指して今日まで取り組んでまいりました。当部門は一昨
年には兵頭医師（兼感染制御部門）、昨年からは、眞田医師が加わり（兼腫瘍内科）、
５名のスタッフ（伊福・高塚・浅田・兵頭・眞田）で近隣の医師の方々からのご相談、ご
紹介に対応できるように外来体制を整えております。急性白血病のintensiveな多剤併

用化学療法や悪性リンパ腫の自家移植から、多発性骨髄腫の新規薬剤療法、高齢
者の骨髄異形成症候群に対する輸血を中心としたいわゆるbest supportcareに至るま
で、診断and/or治療、入院治療and/or外来治療にかかわらず速やかに対応させて頂

きます。今後も地域に根差した地域密接型の血液内科を継続し、地域の方は勿論、
近隣の医師の方々からも信頼される血液内科を目指して一生懸命に取り組んでまい 
                                                                                                     ります。近隣の医師の方々に 
                                  おかれましては、引き続きご鞭 
                                  撻、ご指導賜りますよう、宜しく 

                                  お願い申し上げます。    

 当院循環器内科では、平成２９年４月に安村良男先生を副院長兼循環器内科
部長としてお迎えし、現在、６名の循環器内科医が在籍しています。 

 循環器内科では心電図異常、高血圧、メタボリック症候群といった検査から心不
全、不整脈、狭心症、心筋梗塞といった病気の治療まで幅広く対応しています。  
また、ペースメーカ植込み術や冠動脈ステント留置術等の手技も行っており、 
心筋梗塞のカテーテル治療に関しては24時間体制で救急患者を受け入れており
ます。当院の基本方針である『地域に開かれた皆様の病院』をモットーに精進 
したいと思いますのでご指導ご支援の程、宜しくお願いします。 

循環器内科紹介 

血液内科紹介 



平日の診療はもとより、かかりつけ
医、救急隊との地域連携を通じて２４
時間断らない医療と先進的医療の両
者を実践できる診療体制をモットー
に、患者様が適切で最良の医療を受
けられるように努めております。さら
なるご支援ご指導よろしくお願い申し
上げます。 

✾✾✾✾✾✾ ✾✾✾✾✾✾ 

平成29年3月11日（土）に、第７回中央会
学術大会が、関西国際大学尼崎キャン 

パスにて開催されました。病院・介護施設
等を含む、中央会全体の学術大会として 
１８１名が参加し、活気溢れる学術大会に 
なりました。 
１３演題の発表が行われ、その中で  
看護部門の 
『抗ＥＧＦＲ抗体薬による皮膚障害 
  ～パンフレットを用いたセルフケア 
            指導をおこなって～』   
が最優秀に当たる院長賞を受賞しました。 
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 ２０１７年３月、中央会に９つある介護保険部門事業所の運営を総合的に取り纏める「介護事業

部」を立ち上げました。 

法人内の事業所の横のつながりを充実することにより、今までにない迅速で有機的なサービス

提供体制の構築ができると期待しています。 

また、法人本部と介護事業部が円滑に連携することで、中央会が目指す地域包括ケアを、医療

と介護のステージを段差なく越えて実現できると思います。 

 ２０１８年の診療・介護報酬の同時改定と、その先に控える２０２５年問題を見据え、また７５歳

以上の高齢者数のピークが２０５０年まで緩やかに継続すると推計されることも念頭に、これから

の時代は、医療・介護ともに重点化と合理化が必須の課題となります。入院から在宅へ、医療か

ら介護へ、介護から予防へ、複合的な支援をシームレスに展開するための機能拠点のひとつ

に、この新たな「介護事業部」が位置づけられるものと、心意気新たに取り組んで参ります。 

 申し遅れましたが、私はこの度、中央会「介護事業部」に部長 

として配属となりました和田と申します。前任地は老健なにわ 

ローランドで、開設以来ずっと老健の運営に携わって参りました。 

これまで数々のご支援賜りましたことを御礼申し上げますと 

ともに、今後とも尼崎中央病院と介護保険部門事業所の運営 

にご協力頂きますよう、お願いいたします。 

介護事業部長 和田 秀人 

■介護老人保健施設ローランド             ■中央会在宅ケアセンター 

■介護老人保健施設なにわローランド           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                  中央会 訪問看護ステーション 

■ショートステイローランド                           ホームヘルパーステーション ローランド 

  通所介護センター えがお                          尼崎市「小田北」地域包括支援センター  

中央会介護事業部のご案内 

 （財）日本医療機能評価機構が行う「病院機能評価
Ｖｅｒ.6」を受審し、平成２８年４月１日付で認定を受け

ました。この認定証は、機構が行う（第三者評価によ
る）認定基準に達した病院に対して発行されるもので
す。当院は、機構が設立された当初からこの病院機
能評価事業に参画しており、平成７年度病院機能評
価事業Ｖｅｒ.1.0の運用調査訪問審査を受審、平成９
年度の本事業Ｖｅｒ.2.01では兵庫県下の民間病院第
１号で認定証の交付を受けました。 

 当院は、永年にわたり医療の質の更なる向上に努
めるとともにチーム医療を推進し、患者様に、より安
全に安心、信頼ある医療を提供していくために、この
病院機能評価に取り組んでおります。 

 今回で４回目の更新、認定。患者様の視点から業
務改善・マニュアル整備などに職員全員が取り組ん
だ証しであり、評価していただけるものだと確信して
おります。 

 今後も継続して、地域の皆様のためにより質の高
い医療を提供してまいります。 



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  
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尼中健康講座＆健康フェアのお知らせ 

平成29年6月10日（土） 14：00～15：30 
 ・脳卒中のお話  講師：副院長兼脳神経外科部長  
                             松本 強  
  

町の健康相談フェア ｐａｒｔ Ⅷ 

H29. 
6月 

平成29年6月24日（土）開催予定 
 ｉｎ あまがさきキューズモール３階 レンガの広場 
 ★午前の部 10：00～11：30（受付 11：00まで） 
★午後の部 12：30～15：00（受付 14：30まで） 
 身長、体重、体脂肪率、血圧、視力、握力、骨密度、その他 
講演会 ★「大腸癌で死なないためには」   11：30～12:15   
        副院長兼消化器センター長 松原 長秀  
 

※お問合せは 尼崎中央病院 地域医療室 直通 06-6499-3047 
                             

※お問合せは 尼崎中央病院   代表  06-6499-3045 

H29. 
6月 


