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若草第一病院
院長　山中  英治

私の今年の漢字に？と思われたでしょう。病院の理念に多い「安心・安全
の医療」の「安」にしようと思ったのですが、2022年は「円安」「安部元首相
暗殺」「ウクライナ侵略で安全の危機」があって「今年の漢字」が「安」に
なるかもしれないと予想し、「安」のかんむりを取って「女」にしました。
「安」は「女」が廟に座っている形を表して、安らかを意味します。欧米の
首相は女性が多いですが、すべての国のリーダーが女性なら愚かな
戦争は無いでしょう。『元始、女性は太陽であった』今年が平和で安らかな
年になることを祈ります。

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。各施設の院長・施設長
より今年の抱負を表す漢字と新年のあいさつを申し上げます。
本年も若弘会をどうぞよろしくお願い申し上げます。

介護老人保健施設　竜間之郷　
施設長　大河内  二郎

明けましておめでとうございます。
今年もいくつかの新しい課題を自分の中に持って仕事をしていきたい
と考えています。そこで「明」としました。心を込めて仕事をしていても、
防ぎ得ないこと、例えばコロナウイルス、転倒、そういったことが施設
では続きます。この仕事をしていてもいつも思うのは、ご利用者やご家族
に心をこめて丁寧に説明することだと思います。今年もご利用者皆さま
のために仕事に邁進していきます。

わかくさ竜間リハビリテーション病院
院長　錦見  俊雄

新年あけましておめでとうございます。
本年も皆様のご健勝をお祈り申し上げます。わかくさ竜間リハビリテー
ション病院では個々の患者さんの病状や障害に応じた最適な医療など
の提供を行っています。
今年の漢字は『優』にしました。「すぐれる、まさる」という意味に加えて
「やさしい」、「上品、しとやか、みやびやか」という意味も持っています。
患者さんには優しく、また医療者として己を厳しく律し、優れた医療・
看護・介護・リハビリテーションを提供できるように、今年も職員一同で
取り組み、地域の皆様からさらに信頼される病院となるべく努めてまいります。

わかこうかいクリニック　
院長　城村  尚登

新年あけましておめでとうございます。
新型コロナウイルスの感染が続き、Withコロナの活動が続きます。
いろいろ手間などもあるとは思いますが、病気やコロナと付き合い
ながら、頑張ってやっていきたいと思います。患者さんや職員の幸せを
祈願して、今年も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

在宅医療
医療長　川合  右展

新年明けましておめでとうございます。
在宅医療では質の高いサービスを提供できるよう職員・部署間の情報
共有に努めています。そこで、今年の抱負を漢字一文字で表す文字
として「共」を選びました。在宅医療サービスの提供を通じて、誰もが安心
して健やかに暮らせる地域社会の実現に貢献できるように頑張りたい
と考えています。本年度も、顔の見える関係を大切にし、地域の皆さん
に必要とされる医療機関であり続けられるよう努力してまいります。本年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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急な入院で、多額の医療費を支払わなくてはならないことは、誰しもが起こりうることです。

これまでは健康保険証を発行する保険組合に手続きに行き、高額療養費制度の限度額適用認定証の

発行が必要でした。

急な事故に遭って入院が必要になってしまい

医療費の支払いが心配・・・

①限度額適用認定証※を事前申請

②所得区分を認定し

「限度額適用認定証」 を交付

③②で交付された限度額適用認定証

   及び健康保険証を医療機関に掲示

高額療養費制度の利用方法（これまで）

患者

保険組合

医療機関 参考：厚生労働省.”マイナンバーカードの健康保険証利用について”.

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf （参照2022/11/9）

高額療養費制度の書類の申請に

間に合わなくて多額の支払いをしなくて

はいけなくなった・・・

※窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために
　　医療機関に提出する証類です。

患者 顔認証付きカードリーダー

医療機関
患者

顔認証付きカードリーダーで

情報提供に同意

口頭で

情報提供に同意

オンラインで資格確認ができる

医療機関・薬局での高額医療費制度の利用方法

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は別途手続きが必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法

１． マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス（スマートフォン、パソコン＋ICカード　　

　 　リーダー）を用いて、マイナポータルアプリをスマートフォンやパソコンにインストールして申込

２．病院や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーで申込

３．セブン銀行ATMから申込

　 当社団では2022年4月1日より、若草第一病院、わかくさ竜間リハビリテーション病院、

わかこうかいクリニックにおいて、オンライン資格確認の運用を開始しています。

　 ご不明な点がございましたら、受付職員にお尋ねください。

若草第一病院 健康情報部

しかしオンラインで資格確認ができる医療機関・薬局では、限度額適用認定証の発行が不要になります。

※ただし保険組合によっては対応が異なる場合がありますので、ご自身が加入している保険組合にお問い合わせください。

TopicsTopics

マイナンバーカードで受診

健康保険証で受診
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集中的なリハビリテーション

栄養管理

医療

介護老人保健施設　竜間之郷

介護老人保健施設（老健）でなにができるの？

Q.在宅復帰目的でないと
　 入所できないですか？

Q＆A
Q.老健では入所期間は3か月
　までと聞きました。
　竜間之郷ではどうでしょうか？

TopicsTopics

老健では入所者100名につき1名の医師の配置が義務付けられています。

竜間之郷では管理医師に神経内科専門医をおき、ALSやパーキンソン病

などの筋肉や神経の病気、その他の難病も受け入れ可能です。

竜間之郷では24時間看護職員が常駐しているので、胃ろう、腸ろう、

在宅酸素、注射(インスリン)、たん吸引にも対応でき、医療的ケアが必要な

方も夜間を通して安心して過ごしていただけます。

竜間之郷では、各専門療法士(理学、作業、言語）が合計8名在籍しています。

利用者さんの心身機能状態を専門の療法士が評価し、ご本人、ご家族

の希望をもとにリハビリ目標を設定します。

ご本人の状態やご家族の生活スタイルに応じた住宅環境や介護サービス

を提案し、ご自宅または次の生活場所で安心して生活いただけるよう

多職種共同にて支援します。

誤嚥性肺炎を予防するために、医師をはじめ、管理栄養士、言語聴覚士、

多職種がチームとなり、その方の問題点（姿勢、食べる速度、噛む回数、

食べる場所の環境、食事形態等）を考え、安全に食べるための支援を

行っています。

入所、ショートステイ問わず栄養管理と評価を行っているため、長期の

入所をためらわれている方も数日のショートステイで気軽に専門職の評価

を受けることができます。

経験豊富な職員が利用者さんお一人おひとりに合った利用方法を提案します。

まずはお気軽にご連絡ください！

老健は特別養護老人ホーム(特養)などと同様に介護保険が利用できる公的な施設です。

昨今、高齢者の自宅以外の生活場所についてさまざまな選択肢がある中、

老健である当施設、竜間之郷で受けられるサービスについて紹介します。

A.要介護1-5の認定を受けられている方で
あれば入所可能です。

竜間之郷では数ある項目をクリアした

『超強化型』という

在宅復帰に特化した施設です。

自宅に帰ることを目標とされる方ももちろんですが、

特養等、次の生活場所を探すために一時利用

される方もおられます。

利用者さんの医療的管理やご家族の状況に

合わせて利用目的を確認しながらサービス提供

を行います。

A.入所期間は相談の上一緒に決めていきます。

利用者さん、ご家族が在宅復帰や次の生活場所で

安心して過ごせる環境作りができる調整を含め、

入所期間については相談していきます。

老健は一度利用したら終わり、ではなく

何度も利用できる施設です。(入所・ショートステイ)

竜間之郷では通所リハビリテーションも行っており、

在宅復帰された利用者さんやご家族をサポート

できる体制を万全に整えています。

入院の必要性はないけれど
リハビリを受けたい

自宅での介護に疲れており、
数日でもリフレッシュしたい

介護についてのアドバイスを
専門職からもらいたい

食事について管理栄養士や
言語聴覚士に相談したい

介護のこんなこと

介護老人保健施設　竜間之郷におまかせください！

悩んでいませんか？

社会医療法人　若弘会
介護老人保健施設　竜間之郷

電 話：０７２－８６９－００７６
FAX：０７２－８６９－００６８
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利用者さん、ご家族が在宅復帰や次の生活場所で

安心して過ごせる環境作りができる調整を含め、

入所期間については相談していきます。

老健は一度利用したら終わり、ではなく

何度も利用できる施設です。(入所・ショートステイ)

竜間之郷では通所リハビリテーションも行っており、

在宅復帰された利用者さんやご家族をサポート

できる体制を万全に整えています。

入院の必要性はないけれど
リハビリを受けたい

自宅での介護に疲れており、
数日でもリフレッシュしたい

介護についてのアドバイスを
専門職からもらいたい

食事について管理栄養士や
言語聴覚士に相談したい

介護のこんなこと

介護老人保健施設　竜間之郷におまかせください！

悩んでいませんか？

社会医療法人　若弘会
介護老人保健施設　竜間之郷

電 話：０７２－８６９－００７６
FAX：０７２－８６９－００６８
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口から食べるためのリハビリテーション
わかくさ竜間リハビリテーション病院

言語聴覚士がわかりやすく解説！

Good LifeGood Life

わかくさ竜間リハビリテーション病院　リハビリテーション部
言語聴覚士　藤平 健太郎

摂食嚥下障害って何だろう？
摂食嚥下障害とは、脳の病気や加齢など様々な要因により、食べる力が

低下する障害です。食事の際に、むせることはもちろん、食べ物がわからなく

なったり、食事に集中できないことや、嚙む力や口の力が弱くなって食事が

食べにくくなることも含まれます。

摂食嚥下障害のリハビリテーションの流れ
入院後、言語聴覚士による摂食嚥下評価をおこないます。口や舌の

筋力や動き、飲み込む力だけでなく、認知機能やコミュニケーション

能力も併せて評価します。評価後、何が原因で食事ができないのか

を考え、目標や訓練内容を考えリハビリを実施します。

嚥下スクリーニング（評価）

問題点・目標設定

訓練プログラム計画

嚥下リハビリの実施

食事形態などの変更

再評価

経口摂取の獲得

摂食嚥下障害のリハビリテーション
間接的嚥下訓練 ･･･ 飲食物を用いない練習

口腔機能訓練 呼吸、発声練習

咳する力を鍛え誤嚥を予防

口を開ける－閉じる　　 舌を出す－引く　　

機器を用いた訓練

吹き戻し練習

口や舌の筋力や、動く範囲の改善

摂食嚥下リハビリテーションを支えるチーム

直接的嚥下訓練 … 飲食物を用いた練習

栄養サポートチーム（NST）

摂食嚥下支援チーム（SST）

食事の環境調整

むせない、食べやすい姿勢の調整

（車椅子の種類や角度）　　

嚥下造影検査（VF） 嚥下内視鏡検査（VE）

摂食嚥下機能検査

バリウム入り模擬食品でX線で透視　　 鼻から内視鏡を挿入し喉を観察　　

喉の筋肉に電極を貼り、低周波や

干渉波で嚥下の筋肉を刺激し、

飲み込む力を改善

食べる能力に合わせて、 段階的に食事の形態を変更

したり、 飲み込みやすい方法の練習　　

患者さんの状態に合わせた栄養管理をおこない、

栄養状態の改善を目指します。

今年の 5 月に活動開始し、 点滴や注入食を離脱し、

口から食べることを支援するチームです。 週１回の

カンファレンスや月１回の摂食嚥下機能検査をおこない、

口から食べることを目指します。

言語聴覚士がおこなう評価だけではなく、嚥下造影検査（VF）、嚥下内視鏡検査（VE）も

おこなっています。検査では、実際の飲み込みがどのようになっているかを見ることが

できます。検査結果から、リハビリ方法や安全な食事を検討します。

当院では、摂食嚥下障害の患者さんに対して、リハビリだけではなく、歯科医師、看護師、

管理栄養士、歯科衛生士などの多職種で連携・協力し、摂食嚥下面だけでなく栄養面に

ついてもサポートしています。
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複数撮影が必要な検査について乳幼児や小児の検査について

診断参考レベルとの比較

9

今後も患者さんが安心して検査を受けられるよう被ばく低減に努めてまいります。
困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。

装置が新しくなったことで大幅な被ばく低減が可能になりました。その後も少しずつ
被ばく線量を下げるための検討を行ってきました。放射線診断で通常用いられる標準的な
線量（診断参考レベル）と比較しても十分な被ばく低減を実現しています。

基本的にCTの放射線量は体格
によって調整が行われます。
乳幼児・小児に対しては、さらに
線量を抑えた設定で撮影を行い
被ばく低減に努めています。

症例によっては経過観察で頻繁にCT撮影が
必要な場合があります。初診の場合は放射線量
を下げると画質の低下により診断に影響します
が、経過観察で頻繁に撮影を行う場合に限り
CTの放射線量を下げた低被ばく線量撮影を
行っています。

全身用80列CT(Aquilion Prime SP iEdition)

最後に

当院では2021年９月に80列CT(Aquilion Prime SP iEdition)を導入しました。従来の装置に
比べ大幅な被ばく低減が可能になり画質も向上しました。より安心して検査を受けていただく
ために導入後1年で行った被ばく低減の取り組みについてご紹介します。

CTDIvol
(mGy)

頭部
胸部
腹部

60
5
7

当院 診断参考レベル

CT診断装置の
被ばく低減に
努めています！

若草第一病院　診療放射線課

DLP
(mGy･cm)

1221
215
404

推定被ばく
線量 (mSv)

･CTDIvol : 1cmあたりの照射放射線の値 ･DLP : CTDIvolに撮影範囲(cm)を乗じた値

2.8
3.6
6.1

CTDIvol
(mGy)

77
13
18

DLP
(mGy･cm)

1350
510
880

推定被ばく
線量 (mSv)

3.1
8.7

13.2
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薬に関する基礎知識 No.79

わかくさ竜間リハビリテーション病院　薬剤課

知っておきたい

くすりの副作用
副作用とは

副作用はなぜ起こるのか

副作用をできるだけ避けるためには？

例 主作用 副作用

鎮痛剤 痛みの軽減 胃腸障害、肝・腎障害など

抗生物質 細菌などの微生物の成長を阻止 アレルギー、肝・腎障害など

抗アレルギー薬 アレルギー症状の軽減 眠気、発疹など

鎮痛薬を飲んで痛みは治まったけれど、
胃がしくしく痛いという経験はありませんか？
全ての薬には主作用と副作用があります。
「主作用＝目的とする作用」に対して、目的以外の
好ましくない作用は「副作用」と呼ばれて
います。副作用が起こる原因は様々です。薬は
病気や怪我を治療するなどの効能や効果が
ある一方で、副作用というリスクを併せもちます。
いざという時に慌てなくてもいいように副作用に
ついて知っていきましょう。

多くの薬は１つの作用のみではなく複数の作用
を示すために、治療効果とは異なる効果も
発揮することがあります。また、薬の代謝物が
作用を有している場合や薬の使い方による
場合もあります。他には体質や免疫が関与し、

副作用の多い薬には、効果の高い優れた薬が
多いです。また、副作用は必ず起こるというもの
ではなく、副作用のリスクを治療効果が上回る
から治療上どうしてもその薬を使わないと
いけない場合もあります。したがって、自分の
判断で勝手に薬を中止しないようにしましょう。
薬は用法用量をしっかり守り正しく服用する

薬やその代謝物による過敏症で起こる場合も
あります。副作用が起きた場合、早期に対応
することが非常に大切になります。薬を服用
する前と異なる症状が現れた場合、まず処方医
に相談してみて下さい。

ことで、副作用のリスクを最小限にすることが
できます。薬にはどのような副作用の可能性が
あるのか事前に確認し、飲み忘れた場合の対応は
医師や薬剤師にあらかじめ聞いておくと良いで
しょう。また、病院を受診する際はサプリメント
などを含めた、今現在の内服薬を医師や薬剤師に
報告するか、薬そのものを持参しましょう。

主作用 副作用

胃が痛い痛み

鎮痛薬

痛みが治まった
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栄養と健康

わかくさ竜間リハビリテーション病院
栄養課

嚥下機能の低下のレベルに合わせて飲み込みやすい
ように形態やとろみの強さ、口の中でのまとまりやすさ
などを調整した食事のことをいいます。今回はその中
で「ソフト食」について紹介します。

細かくきざむ　
完成した料理を食材別にハンドミキサー又は
フードプロセッサーで細かくなるまで潰す。

※潰れにくい場合は、出汁や水を少し加えて緩める。
※魚の骨があれば骨抜きをしておく。

まとまりやすい形へ
冷たい料理はそのまま、温かい料理は温め
ながら、下図を参考にとろみ剤を入れて
とろみをつける。潰したときにまとまりやすい
食材（ハンバーグ、シチュー等）は、とろみ剤
の添加は不要です。

盛り付け

食材別に盛り付けることできれいな見た目に

なります。

食べ物を細かく刻み、とろみ剤で口の中でまとまりやすく調整した食事のことで、歯を使わなくても歯ぐきや

舌と上あごで潰すことができます。

基本的にはとろみ剤を使用しますが、とろみ剤がない場合は温かい料理のみ水溶き片栗粉で代用できます。

管理栄養士が紹介する
嚥下調整食～ソフト食～

当院で実際に作られているソフト食をご紹介します！

ソフト食ってなに？

とろみの目安表

とろみの強さ ★☆☆☆ ★★☆☆ ★★★☆ ★★★★

とろみの
イメージ

フレンチ
ドレッシング状

とんかつ
ソース状 ケチャップ状 マヨネーズ状

イメージ図

使用料の目安
1ｇ 2ｇ 3ｇ

嚥下食とは

とろみの強さの程度は、個人差があります。
適切なとろみの程度は医師、言語聴覚士、
管理栄養士にご確認ください。

出典　日本介護食品協議会
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若弘会の特定看護師の活躍

　当院は大阪府看護協会特定行為研修制度の協力病院であり、2022年度は10月に研修生3名の受け入れ
を行いました。「特定行為研修」とは、この研修を受けた看護師が、これまで医師が行っていた一定の
診療行為を医師の判断を待たずに行えるようになるための研修制度です。
　今回の研修では、輸液の基本である脱水の補正や高カロリー輸液の調整、硬膜外麻酔の管理など5項目を
実施しました。救急外来では、指導医や指導看護師、救急専門医とともに緊急性の高い患者さんへの問診や
身体所見の把握、検査オーダーなどディスカッションを通じて臨床推論の質を高める思考過程を
学んでいただきました。
　医師の到着を待たず、患者さんの症状に合わせた適切な処置ができる実践能力の高い看護師が増える
と症状の悪化を防ぎ、患者さんにとっても医療者にとってもメリットとなるため特定看護師に期待される
役割は大きいです。
　今後も特定行為研修制度の協力病院として、充実した研修環境の提供に繋がるよう職員一同取り組ん
でいきます。

　わかくさ竜間リハビリテーション病院では2017年度から遷延性意識障害や廃用症候群の患者さんを対象
にNICD看護技術を導入しています。各病棟から選出されたワーキンググループメンバーは、病棟での
実践に主導的に関わるだけでなく、院内研修や事例発表会の開催、活動会での情報共有や社団内の
施設でのＮＩＣＤ紹介などを行い、多くの患者さんに継続的なＮＩＣＤが提供できるように頑張っています。

　患者さんに表情や反応の変化、生活行動の変化を
認める経験は、看護、介護を提供する私たちにとっても
大きな喜びです。
　今後もＮＩＣＤの成果を実感し、主体的に実践する職員
の育成に努め、施設から施設、職員から職員、職員から
ご家族へNICDをつなぎ、患者さんやご家族のQOL
向上に貢献できるよう取り組んでいきます。

シリーズ若弘会の看護 28

Message

若草第一病院　救急看護認定看護師/特定看護師　柏本　佳奈子

看護師特定行為研修生を受け入れて

若弘会看護部の仲間

わかくさ竜間リハビリテーション病院　看護部　NICDワーキンググループ

継続されるNICDに向けて

　～わかくさ竜間リハビリテーション病院看護部の取組み～
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若草第一病院　北館3階

若草第一病院　ICU

新人看護師
木下　優佳

入職して7か月が経過し、少しずつできることが増えてきたことでやりがいを
感じています。また、10月からは夜勤も入れるようになり、一つひとつの業務
などの責任の重さも感じています。夜勤は人数が少ないため、正しい知識と
技術、的確な判断力を身につける必要があると実感し、日々勉強しています。
まだまだわからないことがたくさんありますが、実地指導者や先輩方に助けて
いただきながら少しずつ成長していきたいと思います。

入職7か月を振り返って

実地指導者として

7か月を振り返って

入職7か月を振り返って

新人看護師と関わり7か月が経過し、入職当初の不安な様子を思い出します。
私が実地指導者としての役割を受けたとき、私自身もうまく指導できるか
不安がありました。当病棟はスタッフ全員で新人看護師を指導するため、新人
看護師の看護技術や精神的なところも把握しやすく、メンタルケアを行うこと
ができました。また、指導することで、自分自身も勉強に励むきっかけとなり、
今後も病棟スタッフ全員で協力し共に成長していきたいです。

教育病棟における実地指導者の役割

わかくさ竜間リハビリテーション病院　竜間棟1F東

新人看護師 × 実地指導者
新人看護師に聞いてみました
「7か月目を振り返って」

実地指導者（先輩看護師）に聞いてみました
「自分自身が新人看護師に関わって成長できた
ことはなんですか？」

実地指導者
寺岡　瑞穂

新人看護師
毛利　仁美

私は、日々少しずつですが学びを増やせていると感じています。それは、
優しい先輩方に看護師としての姿勢や看護の視点を教えていただけたこと、
分からないことが質問しやすい環境であったからだと思っています。しかし、
まだアセスメントが浅く、知識不足を痛感することも多いです。一つひとつ
振り返り、来年までに基礎を固めたいと思っています。

入職して7か月が過ぎ、振り返ると当初は業務などを覚えることに必死で、
患者さんの思いに応えることができませんでした。そのようなときは、
先輩看護師からの助言を受け、患者さんに寄り添うことが大切であると改めて
気づくことができました。患者さんにとって信頼できる看護師を目指し、
これからも頑張っていきたいと思います。

自分が新人のときのことを思い出すと、知識や技術面はもちろんですが色々な
不安や悩みを感じていました。実地指導者がいつも「最近どう？」「なんでも
話してね」と声をかけてくださったことがとても心強く、その姿をお手本に
私も新人看護師にとって一番身近で話しやすい存在でいたいと思っています。
実地指導者としての責任や難しさもありますが、新人看護師を精一杯支えて
いきたいです。

新人看護師
福山　音我

実地指導者として実践からの学び

現在、新人看護師の実地指導者になり、約半年が経過しました。新人看護師は、
現在も看護技術や患者さんとの関わりに不安を感じ、悩んでいる事もあります。
そのようなときは、私が一年目に感じた事を思い出し、一緒に考え相談できる
ような関係性を築きながら、共に看護の大切さや患者さんとの関わりの大切さ
を感じていきたいと思っています。

実地指導者
内村　菜緒

実地指導者
高橋　秋乃
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「7か月目を振り返って」

実地指導者（先輩看護師）に聞いてみました
「自分自身が新人看護師に関わって成長できた
ことはなんですか？」

実地指導者
寺岡　瑞穂

新人看護師
毛利　仁美

私は、日々少しずつですが学びを増やせていると感じています。それは、
優しい先輩方に看護師としての姿勢や看護の視点を教えていただけたこと、
分からないことが質問しやすい環境であったからだと思っています。しかし、
まだアセスメントが浅く、知識不足を痛感することも多いです。一つひとつ
振り返り、来年までに基礎を固めたいと思っています。

入職して7か月が過ぎ、振り返ると当初は業務などを覚えることに必死で、
患者さんの思いに応えることができませんでした。そのようなときは、
先輩看護師からの助言を受け、患者さんに寄り添うことが大切であると改めて
気づくことができました。患者さんにとって信頼できる看護師を目指し、
これからも頑張っていきたいと思います。

自分が新人のときのことを思い出すと、知識や技術面はもちろんですが色々な
不安や悩みを感じていました。実地指導者がいつも「最近どう？」「なんでも
話してね」と声をかけてくださったことがとても心強く、その姿をお手本に
私も新人看護師にとって一番身近で話しやすい存在でいたいと思っています。
実地指導者としての責任や難しさもありますが、新人看護師を精一杯支えて
いきたいです。

新人看護師
福山　音我

実地指導者として実践からの学び

現在、新人看護師の実地指導者になり、約半年が経過しました。新人看護師は、
現在も看護技術や患者さんとの関わりに不安を感じ、悩んでいる事もあります。
そのようなときは、私が一年目に感じた事を思い出し、一緒に考え相談できる
ような関係性を築きながら、共に看護の大切さや患者さんとの関わりの大切さ
を感じていきたいと思っています。

実地指導者
内村　菜緒
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高橋　秋乃
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若草第一病院  外来担当医表

2023年１月１日現在

当院は病診連携のもと、紹介予約を基本としております。
急患につきましてはお電話にてお問い合わせください。

外来担当医表は都合により変更する場合がございますので必ずご確認のうえご来院ください。
午前診：9:00～12:00
午後診：完全予約制となっており、一部の診察を除き専門外来のみです。
●：紹介のみ、◎：予約制

在宅医療

在宅部門

水
薗田　智弘
貴島　真佐子

午前  9:00～12:00
午前  9:00～12:00

内　科
歯　科

木
紙谷　富夫
貴島　真佐子

金
錦見　俊雄
貴島　真佐子

土
－
－

火
杉口　茂　
貴島　真佐子

月
佐藤　修一
貴島　真佐子

わかくさ竜間リハビリテーション病院　外来担当医表 2023年１月１日現在

水
城村　尚登
西口　修平
－

午前   9:00～12:00

午前   9:30～12:00　　

木
池岡　直子
－
－

金
城村　尚登
－
－

土
西口　修平
－

康　典利 (第2･第4)

火
城村　尚登
－
－

月
城村　尚登
－

池岡　直子

外来 1 診
外来 2 診
腹部エコー検査

わかこうかいクリニック　外来担当医表 2023年１月１日現在

外来表のご案内

午後

午前

月

山口　哲央

岡本　麻知子
 
 
岡田　章良

●◎森　益規

栩野　吉弘

吉村　彰友
 
熊谷　哲也

中本　博之
 

辻本　由美子

国村　大樹 
－

－
 
担当医

診察時間9:30～12:00
－

小林　理章

－

林　知行
診察時間9:00～11:30

中川　雅之
診察時間9:00～11:30

天野　かおり 

－
 

－
 
◎今田　光一

診察時間13:00～15:30

－
 
担当医
－
－

◎予約診療･検査
診察時間14:00～16:00

内科

消化器内科

循環器内科

呼吸器内科

小児科

脳卒中センター
外　科

緩=外科･緩和ケア

整形外科

人工関節センター

肩･スポーツ外来

形成外科

皮膚科
婦人科

眼　科

泌尿器科

耳鼻いんこう科

神経内科

心臓血管外科

肩･スポーツ外来

セカンドオピニオン外来

形成外科
皮膚科
眼　科

泌尿器科

火

金　鎬俊

霜野　良弘
 
遠山　まどか

診察時間9:30～12:00
●◎森　益規

診察時間9:30～12:00
－

吉村　彰友
 
担当医

山中　英治
 

領家　幸治

国村　大樹 
◎原口　圭司

－
  

－
 

－
小林　理章
福田　全克

診察時間9:00～11:30

－

 
天野　かおり

－
 

－
 

－
 
◎山中　英治
診察日第2･4週

診察時間15:30～17:00
－
－
－

－

水

松田　達也

清水　雅之
 
岩田　恵典
親泊　智英
●◎北崎　和久
●◎森　益規
柏尾　誠

吉村　彰友
 
川井　正統

北川　克彦
 

●◎担当医
 

－

－
 

西川　侑輝
 

－
小林　理章

－

林　知行
診察時間9:00～11:30

原田　二郎
診察日第1･3･5週
天野　かおり

－
 

－
 

－
 

－
 
西川　侑輝
－
－

◎予約診療･検査
診察時間14:00～16:00

木

金　鎬俊

小谷　晃平
 
 
岡田　章良

●◎森　益規

姜　成勲

吉村　彰友
 
畑中　奈保子
●◎山中　英治

診察時間9:00～10:00
領家　幸治
辻本　由美子

診察時間9:30～12:00
◎原口　圭司
今田　光一

診察時間9:30～11:30

　　　－　　　
 
中嶋　万季
小林　理章

－

－

－
◎山口　哲央

診察時間14:00～16:00

－
 

－
 

－
 

－
中嶋　万季
◎予約検査

－

金

金　鎬俊

岸野　恭平
 
 
龍華　庸光

●◎北崎　和久

小川　晃一
吉村　彰友

診察日第2･3･5週
熊谷　哲也
池側　恭洋
田村　地生

●◎担当医
 

－

－
 

－
 

－
小林　理章
米田　廣美

診察時間9:00～11:00

－

天野　かおり

－
 
●◎長阪　重雄

診察時間13:30～16:00

－
 

－
 

－
－
－

－

土

坂上　祐司
 
 

瀬川　哲也

武田　徳弘

－

－
 
担当医

緩　　　小田　道夫　
 

－
 

－

－
 

－
 

－
金森　崇修

－
  

三島　崇生

－

－
 

－
 

－
 

－
 

－
－
－

－
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