
 平成３０年度がスタートし、４月に新しいスタッフ４３名を迎え入れる事ができました。 
 これも地域の方々の支えがあっての事と思います。 
 フレッシュな力を加えて皆様のお役に立てるように中央会は頑張ってまいります。   
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中央会では本年４月に４３名 
（うち医師６名）が入職しました。 

今年も中央会に新しい仲間が加わりました！ 

平成29年度の報告 外科手術・人工股関節置換術（股）救急搬送件数・紹介件数などの
件数が増えました。 
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この度、尼崎中央病院 外科に着任致しました、 
平田と申します。 
謙虚で丁寧な診療を心がけたいと思います。 
何卒、よろしくお願い致します。 

新任医師紹介 

外科 
ひらた  あきひろ 

平田 晃弘 医師 

整形外科 
たにもと としひこ 

谷本 寿彦 医師 

内科 
おかもと たかひろ 

岡本 隆弘 医師 

日本内科学会認定医 
日本内科学会専門医 
日本血液学会認定医 
日本血液学会指導医 
日本がん治療認定医機構暫定教育医 
造血細胞移植認定医 

平成30年4月1日からなにわローランドに施設長として
着任しました。昭和53年に兵庫医科大学を卒業し同

大学の第二内科に入局しました。専門は血液内科学
で、造血幹細胞の増殖、分化の研究をしていました。
平成14年から宝塚市立病院の内科に16年間勤務し、
平成30年3月末に定年退職しました。介護老人保健

施設の職場には不慣れですが、一刻も早く皆様のお
役に立てるように頑張りたいと思います。何卒宜しくお
願い致します。 

この4月より整形外科に赴任しました、谷本寿彦と申
します。 

大阪大学整形外科に入局し、大阪・兵庫の基幹病院、
大阪大学医学部附属病院を経て、尼崎中央病院にき
ました。 

整形外科医として、まだまだ若輩の身でありますが、
できる限り患者様の治療に積極的に携わっていきた
いと考えています。どうぞ宜しくお願い致します。 

消化器内科 
みやこ きょう 

都 杏 医師 

平成30年4月から消化器内科で勤務させて頂くことにな
りました、都 杏と申します。 

これまで内視鏡検査、消化器領域の悪性疾患に対す
る抗癌剤、緩和治療、その他内科一般治療に携わって
きました。 

少しでも地域の皆様のお役に立てるよう、日々精進し
て参ります。 
どうぞ宜しくお願い致します。 

総合診療科 
すけなが ただひこ 

助永 匡比古 医師 

4月1日より尼崎中央病院に赴任しました助永と申します。 

糖尿病診療を中心に、地域の皆様のお役に立てればと
思っております。 
どうぞ宜しくお願い致します。 

循環器内科 
なかがわ あきと 

中川 彰人 医師 

循環器内科の中川彰人です。 

前職、大阪大学医学部附属病院循環器内科・医療情報
部での経験を活かし、綿密な病態・疾患管理としっかりと
した情報共有を元に、地域・病診連携の中で患者さんに
最良の医療を提供していきたいと思います。 

日本内科学会認定医内科医 日本外科学会専門医 
インフェクションコントロールドクター(ICD) 

日本循環器学会認定循環器専門医 
日本内科学会総合内科専門医 
日本内科学会認定内科医 
SHD心エコー図認証医 
日本医師会認定産業医 

なにわローランド 



最新マシンの紹介 

それぞれの目標に少しでも近づけるようマシンなどを利用した筋力強化だけではなく、 
実際の動作訓練を行いながら自信をつけて頂き、実用性の高いプログラムを実施しています！ 
  

中央会リハビリデイサービスひびきでは、最新のマシンを使用した筋力強化やグループ体操など、

誰でも共通した基礎体力向上プログラムに加え、リハビリ専門職が身体の状態を評価し、その

方に合わせた個別性の高いプログラムの立案も行っています！ 

平成30年3月10日（土）に、第8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、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 ホームヘルパーステーションの 

  『脳腫瘍、パーキンソン病の既往がある利用者の在宅生活維持における 
               ヘルパーの役割～他職種との連携・シナジーの重要性～』  が最優秀に当たる院長賞を受賞しました。 

担当のケアマネジャーへの 

利用を相談します。 

担当ケアマネジャーより 

見学・体験利用の依頼 

をいただきます。 

生活相談員が自宅に訪問し、 

サービスに関する契約を行います。 
ご利用開始となります。 

課題： 旅館の和室で床から立ち上がれるか不安 
   旅行先で手すりのない階段があると昇降動作が不安 
  

＜個別プログラムとして床からの立ち上がり動作を実施＞ 

＜個別プログラムとして階段昇降動作訓練を実施＞ 
  

手すりを持たずに昇段動作 手すりを持たずに降段動作 

  リハビリの内容を少しご紹介します 

ご質問等ございましたら、いつでもお電話ください。お問合せお待ちしております。 
  
  
  

  

中央会リハビリデイサービスひびき  管理者：前杉祐樹 ☎06-4950-0178 

リハビリデイサービスひびき ～ご利用までの流れ～ 

目標：故郷に旅行に行きたい！！ 

中央会 学術大会開催 

利用者様の中には屋外
１km程度の歩行訓練や、

商業施設内で買い物の
訓練を実施される方も
いらっしゃいます。 
  

全国でも５００台程度しか導入
されてない「コグニバイク」と
いうマシンを取り入れています。 

このマシンで運動しながら脳を
使うことで、認知症予防を目的
としたトレーニングも行えます。 

中央会リハビリデイサービスひびき♪ 
オープンして２か月が経ちました！！ 

  



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 
◇中央会リハビリデイサービスひびき 
◇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 

      代表 TEL 06-6499-3045 FAX 06-6497-3196 
 地域医療室直通 TEL 06-6499-3047 FAX 06-6497-3296 
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尼中健康講座＆健康フェアのお知らせ 

 ・股関節の様々な病気とその治療 
  講師：整形外科部長兼股関節センター長 
   大園 健二 副院長 

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

現在調整中です。（開催時期が決まり次第HPにてご報告いたします。） 

●尼中健康講座 

 ・貧血について           

  講師：内科部長  
   高塚 広行 副院長 

●町の健康相談フェア 

平成30年6月9日（土） 
14：00～15：30 

平成30年8月18日（土） 
14：00～15：30 


