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高砂西部病院NOW

●眼科外来のご案内
●耳鼻咽喉科外来のご案内
●トライやる・ウィーク お疲れ様でした！
●医療講演のご案内
●漢字パズル・川柳コーナー
●外出先で「介護マーク」を見かけたら、
　温かく見守ってください。
●医療講演スケジュール

ホームページアドレス　http://www.takasagoseibu.jp

会 場 姫路市立御国野公民館
姫路市御国野町御着1142－8テーマ

日 時
『からだの痛みと予防体操』　　　　講師：山口理学療法士
2月25日（水）13:30～14:30

ＪＲ曽根駅（神戸線）からは南へ徒歩約７分
高砂市コミュニティバス利用時は、中筋口停留所前下車

姫路（加古川）バイパスの高砂西ランプを降りてすぐ
※神戸方面からの場合は、高砂北ランプ交差点を降り、
　国道２号線の豆崎東交差点を左折です。
　国道250号線もしくは国道2号線をご利用ください。　

〒676－0812　兵庫県高砂市中筋1丁目10番41号
TEL（079）－447－0100（代表）
　　（079）－458－3388（地域医療連携室）
FAX（079）－447－0311（地域医療連携室）
　●介護・在宅関連
　高砂西部病院居宅介護支援事業所
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂西部病院通所リハビリセンター
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂訪問看護・介護ステーション 『きらめき』 
　TEL（079）－447－2455

交通手段

アクセス

医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

医療講演スケジュール医療講演スケジュール（平成27年）

テーマ
日 時 会 場

テーマ
日 時 会 場

テーマ
日 時 会 場

『元気に生きくらべ人生』　　　　　 講師：総長　大森吉弘
姫路市立糸引公民館
姫路市継156－1

1月13日（火）14:00～15:00

『寝たきりにならないために～認知症予防～』　講師：能美看護師
夕陽ヶ丘第二自治会公民館
姫路市飾東町夕陽ケ丘34

1月14日（水）14:00～15:00

『からだに必要な水分』　　　　　　　 講師：前本看護師
姫路市立的形公民館
姫路市的形町的形1358－4

会 場 加古川市立尾上公民館
加古川市尾上町池田1804－1

会 場 姫路市立四郷公民館
姫路市四郷町坂元258－1

1月20日（火）13:30～14:30

テーマ
日 時

『からだの痛みと予防体操』　　　　講師：山口理学療法士
1月30日（金）13:30～14:30

テーマ
日 時

『気になる肩の痛み』　　　　　　　講師：谷口理学療法士
2月4日（水）13:30～14:30

医療講演のご案内医療講演のご案内
　当院では、地域のみなさまのお役に立てるよう、健康や病気 ・ 治療 ・ 薬 ・ 栄養 ・ 介護 ・ 保険制度などさまざまなテーマ
で 『医療講演』 を開催しています。講師を務めるのは、医師をはじめ、看護師 ・ 薬剤師 ・ 管理栄養士 ・ 診療放射線技師 ・ 
臨床検査技師 ・ 理学療法士 ・ ケアマネージャーら経験豊かな当院のスタッフが行います。いずれも参加費は無料、事前の
お申し込みも必要ありません。講演予定は当院ホームページでご紹介しております。
　ホームページアドレス（ http://www.takasagoseibu.jp ）
　『医療講演』は当院内だけでなく、企業・自治会・老人会などのご依頼を受け、院外の施設で行っております。少人数で
もかまいません。ご相談承ります。講演の依頼や講演予定など、お電話で気軽にお問い合わせください。

　問い合わせ先　地域医療連携室 　受付時間  8時30分～17時00分（日曜・祝日を除く）　連　絡  079－458－3388（直通）

眼科・耳鼻咽喉科
外来のご案内
…2P・3P

眼科・耳鼻咽喉科
外来のご案内
…2P・3P
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ご案内…5P
医療講演の
ご案内…5P
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眼科外来のご案内眼科外来のご案内 耳鼻咽喉科外来のご案内耳鼻咽喉科外来のご案内

◉◉診療時間診療時間
◉◉診療時間診療時間

　現在、吉田、谷川の２名の眼科専門医が診療にあたっています。月曜～金曜の午前は予
約なしでも受診できる一般外来、午後は手術前の検査、外来手術など特別な予約専用外
来となっています。
　一般的な眼科診療に広く対応していますが、眼底の８０％以上を一度に検査できる超広
角走査レーザー検眼鏡Optos200Txを用いた眼底検査を積極的に行っています。糖尿病
網膜症は国内の成人の失明原因第２位の疾患ですが、早期発見と治療のためには糖尿病
患者さんに定期的に眼科受診をしていただく必要があります。従来は検査のため散瞳
（点眼で瞳を広げる）して眼底検査をするために、診察後にはかなりまぶしい状態になって
いました。Optos200Txを用いると糖尿病網膜症発症前～初期の網膜症の方の検査で
は、散瞳なしに検査できますので、負担が軽減されます。
　白内障手術は外来・入院どちらでも対応可能ですが、高齢の方には安全のために入院で
の手術をお勧めしています。

　耳鼻咽喉科の診療内容は耳鼻咽喉科一般診療として咽喉頭炎・中耳炎・外耳炎・副鼻
腔炎などの急性・慢性の炎症疾患や、花粉症などのアレルギー性鼻炎の診療に加え、発症
１週間以内の急性期の難聴、内耳性のめまい、末梢性顔面神経麻痺などの診療を行って
おります。他には補聴器のご相談をお受けして、補聴器店宛ての紹介状を作成することも
あります。
　2014年4月より、従来の月・火の午前・午後診に加えて、新規に耳鼻咽喉科専門医の先
生をお迎えして金曜日の午前・午後・夕診の診療を始めました。夕方の診療時間も加わっ
たことにより、これまでご利用いただけなかった方々にも、受診・通院の機会が提供でき
るようになったことを大変嬉しく思います。入院症例や手術症例については他院の先生に
お願いする状態は続いておりますが、これからも地域の皆様のお役に立てるよう診療体
制の整備に努めていきたいと思います。

※受付時間　吉田医師　8：00～10：30　　谷川医師　8：00～11：00
急遽、担当医が変更・休診となる場合がございます。ご了承ください。 急遽、担当医が変更・休診となる場合がございます。ご了承ください。

谷川 谷川
吉田（予約） 吉田 吉田

谷川
吉田
谷川 吉田（予約）

月

午　前　診
（9時～12時）

火 水 木 金 土

吉田（予約）吉田（予約）
谷川（予約）谷川（予約） 吉田（予約）

谷川（予約）
吉田（予約）
谷川（予約） ―午　後　診

（13時～16時予約のみ）

黒木 黒木 ― ― 小山 ―

月
午　前　診
（9時～12時）

火 水 木 金 土

―黒木黒木 ― 小山 ―午　後　診
（14時～15時30分）

――― ― 小山 ―夕　　　診
（16時30分～18時30分）
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　昨年１１月１０日（月）から１４日（金）まで、竜山中学校から２名、松陽中学校から
２名、参加いただきました。
　院内のさまざまな部署で、見学や職業体験をされました。
　患者さまとのふれあいを通じて、働くことの大変さや思いやりをもって接するこ
との大切さなど、たくさんの経験をされたことと思います。今回の経験が、将来の
夢につながるきっかけになれば幸いです。応援しているからね♪
　参加されましたみなさまの、お手紙や感想文をご紹介します。

◆非常によかった。話しもわかりやすかった。
◆今やっている体操が、まちがっていないこと
がわかって自信になった。

◆毎日少しずつ体操をして、予防していきたい
と思います。

◆少し体を動かすことで、体がほっこりして良
い運動だと思います。少しずつ続けていきた
いと思います。ありがとうございました。

　高砂西部病院では、地域に密着した活動の一環として医療講演に力を入れています。
医療講演は地域の皆様に医療の知識を少しでも身につけて、病気にならないよう予防していただ
くことが大きな目的です。
　また、会社や、町内会、各種サークル、地域の集会等への出張医療講演にも対応をさせて頂きま
すので、ご希望がございましたら下記問い合わせ先まで御連絡下さい。

病院で学んだこと

　　　　　　　　　　　松陽中学校　甲斐 未紗希

　私は、高砂西部病院で職業体験をしました。

　一日の始まりはまず、体操から始まって、それが終

わってから職業体験が始まっていきました。

　高砂西部病院はさまざまな部署に分かれていまし

た。私が行った所は栄養科、リハビリ、病棟、医事課、薬

局、保育室、検査科、放射線科、を体験しました。同じ病

院でも、いろいろ分かれていたのでびっくりしました。

　体験をした中で特に楽しかったのは、検査科と放射

線科でした。検査科では、患者さんが実際に受ける

検査※1をさせてもらいました。放射線科では機械の操作※2

をさせてもらい、とてもいい体験ができました。

　このトライやるで学んだことや初めて知ったことな

どを、将来にいかしていけたらいいなと思いました。

拝啓　

　朝夕めっきり冷え込んでまいりましたが、みなさんお

変わりございませんでしょうか。私たちは元気に学校

生活を送っております。

　さて、このたびのトライやる・ウィークに際しまして

は、お忙しいにもかかわらず、私たちのために、私たち

を世話してくださり、誠にありがとうございました。お

蔭さまで病院で働くことの大変さややりがいをしっか

り学ぶことができました。また、笑顔の必要性や人との

コミュニケーションの仕方、あいさつの大切さなど、人

として大切なこともたくさん教えていただきました。特

に心に残っているのは薬局で薬の調合をさせていただ

いたことです。とても大変な仕事だと感じたけれど、薬

剤師になりたいという気持ちは一層強まりました。病

院は医者と看護師だけでなく、さまざまな職務があり

患者さん一人一人をたくさんの人が支えているのだと感

じました。

　では、みなさまお元気でお過ごし下さい。まずはとり

あえずお礼まで。　　　　　　　　　　　　　敬具
　１１月２０日　　

　　　　　　　　　　　　竜山中学校　徳本真琳

拝啓　

　冬も近づき朝夕めっきり冷え込んでまいりましたが、

その後お変わりございませんでしょうか。私たちは元

気に学校生活を送っております。

　さて、このたびのトライやる・ウィークに際しまして

は、お忙しいにもかかわらず、私たちを指導してくださ

り、誠にありがとうございました。お陰さまで患者さま

とのコミュニケーションのとり方や、あいさつの大切さ

などを学ぶことができました。また、仕事にはやりがい

があるということも知り、ますます看護師になりたいと

思いました。特に心に残っているのは、病棟で治療して

いるところを見たり、通所リハビリテーションで患者さ

まとお話したことです。看護師にとって患者さまとコ

ミュニケーションをとるのは必要なことなので、勉強

になりました。５日間、様々な場所で見学や体験をさせ

ていただいたので、充実した週になったと思います。

　みなさんのご健康と、一層のご活躍をお祈り申し上

げます。まずはとりあえず、お礼まで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
　１１月２０日　　

　　　　　　　　　　　　竜山中学校　大西彩音

イメージと違った病院

　　　　　　　　　　　　松陽中学校　清川 真鈴

　私はトライやる・ウィークで西部病院に行きました。

選んだ理由は、将来、医療関係の仕事に就きたいから

です。行く前の病院の印象は、『大変そう』などのツラ

そうな印象がありました。しかし、トライやる中では、

『しんどいけど楽しい！』などプラスの印象が増えました。

　リハビリテーションや病棟では、緊張している私た

ちに優しく声をかけてくれました。通所リハビリでは、

フレンドリーな方が多く、明るく声をかけてくれまし

た。後日その方と病院内で会ったときも「あの時の！！」

と声をかけてもらいました。職員さんも優しく接してくれ

ました。その他、肺活量を調べたり、薬の種類を調べた

りといろいろ貴重な体験をさせてもらいました。

　このトライやる・ウィークで『コミュニケーションの

大切さ』『仕事の大変さ』が改めて分かりました。だから

私は、『病院は大変な仕事だけどやりがいのある楽しい

仕事』だと私の中で印象が変わりました。

医療講演のご案内医療講演のご案内

トライやる・ウィーク お疲れさまでした！トライやる・ウィーク お疲れさまでした！

感想文

お手紙

公開医療講座について公開医療講座について

問い合わせ先 地域医療連携室 受付時間 8時30分～17時00分（日曜・祝日を除く） 連　絡 079-458-3388（直通）

『からだの痛みと予防体操』
参加者様のご感想・ご意見より

※1　職員が患者役になり、心電計や聴力計の操作体験しました。
※2　名前など入力作業を体験し照射はしておりません。
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いと思います。ありがとうございました。

　高砂西部病院では、地域に密着した活動の一環として医療講演に力を入れています。
医療講演は地域の皆様に医療の知識を少しでも身につけて、病気にならないよう予防していただ
くことが大きな目的です。
　また、会社や、町内会、各種サークル、地域の集会等への出張医療講演にも対応をさせて頂きま
すので、ご希望がございましたら下記問い合わせ先まで御連絡下さい。

病院で学んだこと

　　　　　　　　　　　松陽中学校　甲斐 未紗希

　私は、高砂西部病院で職業体験をしました。
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検査※1をさせてもらいました。放射線科では機械の操作※2

をさせてもらい、とてもいい体験ができました。

　このトライやるで学んだことや初めて知ったことな

どを、将来にいかしていけたらいいなと思いました。

拝啓　

　朝夕めっきり冷え込んでまいりましたが、みなさんお

変わりございませんでしょうか。私たちは元気に学校

生活を送っております。

　さて、このたびのトライやる・ウィークに際しまして

は、お忙しいにもかかわらず、私たちのために、私たち

を世話してくださり、誠にありがとうございました。お

蔭さまで病院で働くことの大変さややりがいをしっか

り学ぶことができました。また、笑顔の必要性や人との

コミュニケーションの仕方、あいさつの大切さなど、人

として大切なこともたくさん教えていただきました。特

に心に残っているのは薬局で薬の調合をさせていただ

いたことです。とても大変な仕事だと感じたけれど、薬

剤師になりたいという気持ちは一層強まりました。病

院は医者と看護師だけでなく、さまざまな職務があり

患者さん一人一人をたくさんの人が支えているのだと感

じました。

　では、みなさまお元気でお過ごし下さい。まずはとり

あえずお礼まで。　　　　　　　　　　　　　敬具
　１１月２０日　　

　　　　　　　　　　　　竜山中学校　徳本真琳
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り、誠にありがとうございました。お陰さまで患者さま

とのコミュニケーションのとり方や、あいさつの大切さ
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思いました。特に心に残っているのは、病棟で治療して

いるところを見たり、通所リハビリテーションで患者さ

まとお話したことです。看護師にとって患者さまとコ

ミュニケーションをとるのは必要なことなので、勉強

になりました。５日間、様々な場所で見学や体験をさせ

ていただいたので、充実した週になったと思います。

　みなさんのご健康と、一層のご活躍をお祈り申し上

げます。まずはとりあえず、お礼まで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
　１１月２０日　　

　　　　　　　　　　　　竜山中学校　大西彩音

イメージと違った病院

　　　　　　　　　　　　松陽中学校　清川 真鈴

　私はトライやる・ウィークで西部病院に行きました。

選んだ理由は、将来、医療関係の仕事に就きたいから

です。行く前の病院の印象は、『大変そう』などのツラ

そうな印象がありました。しかし、トライやる中では、

『しんどいけど楽しい！』などプラスの印象が増えました。

　リハビリテーションや病棟では、緊張している私た

ちに優しく声をかけてくれました。通所リハビリでは、

フレンドリーな方が多く、明るく声をかけてくれまし

た。後日その方と病院内で会ったときも「あの時の！！」

と声をかけてもらいました。職員さんも優しく接してくれ

ました。その他、肺活量を調べたり、薬の種類を調べた

りといろいろ貴重な体験をさせてもらいました。

　このトライやる・ウィークで『コミュニケーションの

大切さ』『仕事の大変さ』が改めて分かりました。だから

私は、『病院は大変な仕事だけどやりがいのある楽しい

仕事』だと私の中で印象が変わりました。

医療講演のご案内医療講演のご案内

トライやる・ウィーク お疲れさまでした！トライやる・ウィーク お疲れさまでした！

感想文

お手紙

公開医療講座について公開医療講座について

問い合わせ先 地域医療連携室 受付時間 8時30分～17時00分（日曜・祝日を除く） 連　絡 079-458-3388（直通）

『からだの痛みと予防体操』
参加者様のご感想・ご意見より

※1　職員が患者役になり、心電計や聴力計の操作体験しました。
※2　名前など入力作業を体験し照射はしておりません。
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外出先で「介護マーク」を見かけたら、
温かく見守ってください。

　認知症の方などは、外見的には要介護状態かどうか分
かりにくいことがあります。
　そのため介護する人が介護中に公共のトイレを利用す
るときや買い物などをするときなど、周りの人から見ると
介護していることが分かりにくく、誤解や偏見を持たれる
ことがあります。特に、男性介護者にとっては深刻な悩み
です。
　「介護マーク」は、介護者が介護中であることを周囲の
方々に理解していただくために作られました。厚生労働省
は、介護者を支援するために「介護マーク」の普及を推進し
ています。
　都道府県・市町村など各自治体でも、介護マークの普及・啓発を進めており、窓口などで介護
マークを配布しているところがあります。
　「介護マーク」の取り扱いは、配布先によってさまざまです。お住まいの市町村にてご確認ください。
　みなさん、外出先でこの「介護マーク」を見かけたら、温かく見守ってください。
よろしくお願いいたします。

※漢字パズルの答え：霜、山茶花

お子様からお年寄りまで！ 年齢・性別問いません！ お題は自由！ 投稿お待ちしております。
詳しくは、地域医療連携室（担当：佐々木）までお問い合わせください。

電話番号は　０７９－４５８－３３８８（直通）

川柳コーナー川柳コーナー

漢字パズル漢字パズル

お待たせ
しました

！
お待たせ

しました
！

漢字をバラバラにしました。大きさもさまざまですよ。惑わされないようにしてね♡

ヒント：1文字　空気中の水蒸気が凍りできるもの
 
※答えは、次のページの下です。

ヒント：3文字　花の名前

下のパーツを組み合わせると

漢字になるよ！

わかるかな？

下のパーツを組み合わせると

漢字になるよ！

わかるかな？

●配布についてのお問い合わせ先は

病床の　
　見舞いはべらし　
　　　　いびきかき
　　　　̶ 塩入美佐子 様 ̶

自分より　
　　孫を自慢の　
　　　　　自己紹介　
　　̶ 川柳好きおじさん 様 ̶

リハビリの
　　辛さ笑顔に
　　　　　変わる春
　　　　̶ ＳＵＮ兄さん 様 ̶

なんやかや
　言えてるうちは
　　　　生きている　　
　　　　　　̶  とくめい希望 ̶

病院玄関正面にあります。
こちらに投稿を！お待ちしております。

うらもかわいいのでぜひ見てね！

●高 砂 市　高年介護課 　　　　　電話 079-443-9026

●加古川市　高齢者・地域福祉課　 電話 079-427-9208　
　　　　　　  介護保険課・市内各地域包括支援センターでも申請できます。
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冬号
高砂西部病院NOW

●眼科外来のご案内
●耳鼻咽喉科外来のご案内
●トライやる・ウィーク お疲れ様でした！
●医療講演のご案内
●漢字パズル・川柳コーナー
●外出先で「介護マーク」を見かけたら、
　温かく見守ってください。
●医療講演スケジュール

ホームページアドレス　http://www.takasagoseibu.jp

会 場 姫路市立御国野公民館
姫路市御国野町御着1142－8テーマ

日 時
『からだの痛みと予防体操』　　　　講師：山口理学療法士
2月25日（水）13:30～14:30

ＪＲ曽根駅（神戸線）からは南へ徒歩約７分
高砂市コミュニティバス利用時は、中筋口停留所前下車

姫路（加古川）バイパスの高砂西ランプを降りてすぐ
※神戸方面からの場合は、高砂北ランプ交差点を降り、
　国道２号線の豆崎東交差点を左折です。
　国道250号線もしくは国道2号線をご利用ください。　

〒676－0812　兵庫県高砂市中筋1丁目10番41号
TEL（079）－447－0100（代表）
　　（079）－458－3388（地域医療連携室）
FAX（079）－447－0311（地域医療連携室）
　●介護・在宅関連
　高砂西部病院居宅介護支援事業所
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂西部病院通所リハビリセンター
　TEL（079）－447－0100（代表）
　高砂訪問看護・介護ステーション 『きらめき』 
　TEL（079）－447－2455

交通手段

アクセス

医療法人沖縄徳洲会　高砂西部病院

医療講演スケジュール医療講演スケジュール（平成27年）

テーマ
日 時 会 場

テーマ
日 時 会 場

テーマ
日 時 会 場

『元気に生きくらべ人生』　　　　　 講師：総長　大森吉弘
姫路市立糸引公民館
姫路市継156－1

1月13日（火）14:00～15:00

『寝たきりにならないために～認知症予防～』　講師：能美看護師
夕陽ヶ丘第二自治会公民館
姫路市飾東町夕陽ケ丘34

1月14日（水）14:00～15:00

『からだに必要な水分』　　　　　　　 講師：前本看護師
姫路市立的形公民館
姫路市的形町的形1358－4

会 場 加古川市立尾上公民館
加古川市尾上町池田1804－1

会 場 姫路市立四郷公民館
姫路市四郷町坂元258－1

1月20日（火）13:30～14:30

テーマ
日 時

『からだの痛みと予防体操』　　　　講師：山口理学療法士
1月30日（金）13:30～14:30

テーマ
日 時

『気になる肩の痛み』　　　　　　　講師：谷口理学療法士
2月4日（水）13:30～14:30

医療講演のご案内医療講演のご案内
　当院では、地域のみなさまのお役に立てるよう、健康や病気 ・ 治療 ・ 薬 ・ 栄養 ・ 介護 ・ 保険制度などさまざまなテーマ
で 『医療講演』 を開催しています。講師を務めるのは、医師をはじめ、看護師 ・ 薬剤師 ・ 管理栄養士 ・ 診療放射線技師 ・ 
臨床検査技師 ・ 理学療法士 ・ ケアマネージャーら経験豊かな当院のスタッフが行います。いずれも参加費は無料、事前の
お申し込みも必要ありません。講演予定は当院ホームページでご紹介しております。
　ホームページアドレス（ http://www.takasagoseibu.jp ）
　『医療講演』は当院内だけでなく、企業・自治会・老人会などのご依頼を受け、院外の施設で行っております。少人数で
もかまいません。ご相談承ります。講演の依頼や講演予定など、お電話で気軽にお問い合わせください。

　問い合わせ先　地域医療連携室 　受付時間  8時30分～17時00分（日曜・祝日を除く）　連　絡  079－458－3388（直通）

眼科・耳鼻咽喉科
外来のご案内
…2P・3P

眼科・耳鼻咽喉科
外来のご案内
…2P・3P

医療講演の
ご案内…5P
医療講演の
ご案内…5P




