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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）

会 場 ユーアイ帆っとセンター
高砂市高砂町松波町440－35テーマ

日 時
『病気とお薬、気になる話題』 講師：横田薬剤師
2月22日（月）13:30～14:30

テーマ
日 時 会 場

『骨粗しょう症について』 講師：山口放射線技師
姫路市立糸引公民館
姫路市継156－1

1月12日（火）14:00～15:00

テーマ
日 時 会 場

『気になる腰と膝の痛み』 講師：谷口理学療法士
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13日（水）14:00～15:00

テーマ
日 時 会 場

『寝たきりにならないために～認知症予防～』
 講師：能美看護師

姫路市立的形公民館
姫路市的形町的形1358－4

1月27日（水）14:00～15:00

H28

冬号

●新年のご挨拶
●平成27年度高砂市大規模救急救助訓練レポート
●今年の冬は新型ノロウイルスが大流行！！
●冬から春へ、これから気をつけていきたい花粉症のケア
●川柳コーナー
●病院食のご紹介
●『トライやる・ウィーク』お疲れ様でした！
●医療講演スケジュール

平成27年度
高砂市大規模救急救助
訓練レポート…3P

平成27年度
高砂市大規模救急救助
訓練レポート…3P
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医療講演スケジュール医療講演スケジュール（平成28年）
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事務長　上野英三

　あけましておめでとうございます。昨年は約2000件の救急、1日平
均220人の外来患者さんに来てもらっておりました。収益的にも安定
黒字経営を続けており今後の展開の自由度が高くなっております。
我々は徳洲会グループの一員でベンチャー企業的な機動力に富み、
365日患者の受け入れ、退院も希望あれば365日その日に可能であ
り、検査、手術などはほぼ医学的な必要度に応じて勤務体制を弾力的
に運用します。経営においても公的病院であればそこの現医療資源で
できる極めて現実的な施策を求められるでしょうが、我々にはもう少
し夢物語（今はまだめどが立たないが、できるとすばらしい結果を生
むもの）が許されている気がいたします。さらなる診療の充実を期して
おります。今年もよろしくお願いします。

　あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましてはお健やかに新年を迎えられたこととお慶び申
しあげます。
　当院に勤務して、早９ヶ月、慣れない環境のもとで周りの方々には
ご迷惑をかけました。昨年は、ノーベル賞の受賞、ラグビー選手の
活躍で感動した人も多かったことと思います。
　医療を取り巻く環境、情勢ではいろいろなことが話題となりました。
少子高齢化の進展、感染や災害による世界規模の健康問題です。
年々、高くなっている高齢化比率で医療、看護介護も変化しています。
病院で病気を治すことに主眼が置かれていたことから、病を抱えなが
ら生活する患者さんとご家族を対象とし、支援していくことが求めら
れるようになりました。当院は可能な限り救急を受け入れ、小児科も
産科も有している地域密着型の病院です。急性期、慢性期、在宅と
包括的に医療、看護を展開しており、それぞれの場で看護の役割を
果たすことが地域に貢献できることと考えます。量から質の向上をよ
り重視する方向へ転換してきています。基礎教育で学んだことを活
かし卒業後も学習していくことで私たちの能力が発揮できます。質
のよい看護の提供をするため、人材確保と後輩指導者育成が今年の
重要課題となります。
　“来てよかったと思われる病院”の実現に向けて前進したいと思い
ます。

　10月29日午後、株式会社カネカ高砂工業所（高砂市高砂
町）にて高砂消防署による高砂市大規模災害訓練が行われ
当院より新保雅也院長以下看護師2名、理学療法士2名、事
務員2名の計7名が参加をいたしました。午後2時東南海地震
が発生して震度7が高砂市を襲い、カネカ工業所化学プラン
トが倒壊したという想定で訓練は始まりました。消防署の初
期救助の結果、10数名の外傷者が化学プラント内に取り残
され、高砂消防が設営した緊急救護テントに10数名の外傷
者が治療を待っています。高砂医師会より要請を受けた、高
砂西部病院救急対応チーム7名が救急車に乗り込みカネカ
高砂工業所を目指します。現着後、外傷者を順番に緑、黄、
赤、黒のタグを付けてトリアージを新保先生が行います。ト
リアージ（triage）とは、医療資源（医療スタッフや医薬品
等）が制約される中で、一人でも多くの傷病者に対して最善
の治療を行うため、傷病者の緊急度に応じて、搬送や治療の
優先順位を決めることをいいます。訓練とはいえ実際の医療
行為をテキパキと新保院長と看護師が進めて行きます。ま
た、理学療法士は外傷によって手足の使えない患者さんの移
動などには一番必要とされる職種です。今回は訓練なので患
者さんの移動等は最小限しか行いませんでしたが、実際の災
害では活躍が期待されます。
　このようにさまざまな職種がチームを組んで実際の災害を
想定した訓練に参加出来て、問題点を洗い出しました。今回
の訓練を踏まえて実際の災害に活躍できるよう努めてまい
ります。

院長 新保雅也

　看護部長 斎藤英子

新年のご挨拶新年のご挨拶
高砂市大規模救急救助訓練レポート高砂市大規模救急救助訓練レポート

平成27年度

１．生命を安心して預けられる病院
２．生涯を通じて健康と生活を守る病院
３．来てよかったと思われる病院

高砂西部病院の理念
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今年の冬は新型ノロウイルスが大流行！！今年の冬は新型ノロウイルスが大流行！！

　毎年この時期になるとノロウイルスの話題がテレビや新聞に取り上げられます。特に今シーズンは10月く
らいから「今年のノロは新型ノロ！」「新型ノロウイルス大流行の兆し」と、おそろしげな文言がみだしにおどっ
ています。
　ノロウイルスは、みなさんもご存知のとおり非常に感染力の強いウイルスです。ノロウイルス感染患者の
嘔吐物や下痢便には大量のウイルスが排出されていますが、それらを触って手洗いが不十分だった手、その
手が触った環境表面に付着したごく少量のウイルスが別の人の手についてたまたまごく少量口に入っただけで
新たな感染を引き起こせてしまいます。さらにそのうえ、今年流行しているノロウイルスは遺伝子の変異した
新型のノロ。私たちヒトの大部分は新型ウイルスには免疫を持っていません。免疫を持っていればそれが体内
で防御の力を発揮してくれますが、免疫力のない私たちは入り込んだノロウイルスには防御力ゼロで立ち向
かうこととなります。
　ただでさえ感染力が強いウイルスに対して体内の防御力がない状態ですが、では打つ手がないのかという
とそうではありません。
　新型ノロであろうと、従来のノロであろうと、予防方法は変わりません。それは、手洗いを徹底すること、
そして消毒をすること。体内に入り込まなければいくら感染力の強いノロウイルスでも感染することはできま
せん。またノロウイルスはヒトの腸内でしか増殖できませんから、勝手に拡がっていくということもありません。
　『入り込ませない、拡げない。』これがノロウイルス感染を防ぐ2大原則です。
　とくにこの時期は、食事前、外出から帰宅時、用便後などには流水で、石鹸を使
用して十分に（しつこいくらいに）手をあらうことを徹底しましょう。どなたか近し
い方に胃腸症状がある場合は、吐物や便などを処理するときにはシブキが口の中に
入らないようにマスクをして、使い捨ての手袋をはめて対応し、処理が終わったら周
囲を触らずにすぐに廃棄してください。ウイルスが付いた手で触ったと思われる場所
は塩素系の消毒剤で消毒してください。塩素系の消毒剤は脱色作用があるので脱色
しては困るカーペットや布団などはアイロンでしっかり熱消毒をしましょう。

小児科部長　工藤直子

　新年明けましておめでとうございます。寒い日々が続き、感冒などで体
調を崩される方も多いかと思われます。これからの時期、感冒以外に増え
ていくのが花粉症です。2016年の花粉情報では、2015年と比較してや
や多く飛散する予測となっています。代表的な花粉症の原因となる花粉と
しては、スギ花粉が有名です。秋の気温変化で徐々に飛散し、２月には
ピークを迎えます。今や5人に1人とも言われるスギ花粉症に対してどのよ
うに気をつけていけばいいでしょうか。
　セルフケアのポイントとしては、原因となる花粉からの暴露をさけることや室内に持ち込まないことです。
マスクの着用や、服装では花粉がつきにくいコートなどを着用するのも良いでしょう。帰宅した後は、手洗い
とうがいだけではなく、洗顔を含め体についた花粉をしっかり落とすようにしましょう。また、外に干した洗濯
物にも花粉はつくので要注意です。なので花粉の多い日は外干しを避けるか、しっかり払い落としましょう。

　鼻水が出てきた時には、鼻水はすすらずしっかりかむようにしま
しょう。すすることで中耳炎の原因になったり、のどに入って炎症の
原因にもなります。鼻を塩水で洗う、鼻うがいもケアの１つとして良
い方法です。
　花粉症の治療としては、内服薬、点鼻薬、手術治療があります。ス
ギ花粉症については減感作療法が最近保険適応となり注目されて
います(手術とともに当院では行っておらず近隣の施設に紹介させて
いただいています)。内服薬や点鼻薬も副作用が少なく効果が良い

ものが出てきており、効果は以前よりも非常に良くなっています。症状が強い方には、花粉症のシーズンに先
行して内服を開始する初期療法を行うことで症状を軽くすることができ、シーズンの約２～４週間前から行う
ことが一般的です。
　セルフケアと治療を並行して行っていくことで、これから来るであろう花粉症シーズンを乗り切っていきま
しょう。

耳鼻咽喉科 金曜日担当　小山泰司

冬から春へ、これから気をつけていきたい花粉症のケア冬から春へ、これから気をつけていきたい花粉症のケア

500㎖のペットボトルの水

次亜塩素酸ナトリウムは、市販の家庭用塩素系漂
白剤（濃度約５％）に含まれています。 
家庭用塩素系漂白剤を使用した、消毒液の作り方
をご紹介します。
ペットボトルを使用すると簡単に作ることができま
す。（キャップ一杯が約５㎖です）

消毒液の作り方

用意するもの
●家庭用塩素系漂白剤
●ペットボトル500㎖
●金属製ではないじょうご
●水
●ビニール手袋

家庭用塩素系漂白剤の原液は強アルカリ性なので素手でさわらず、ビニール手袋をつけて作るようにしま
しょう。皮膚についた際はすぐに大量の水で十分に洗い流してください。

出来上がる消毒液が濃度1,000ppm（0.1％）になるよう
に作りましょう。家庭用塩素系漂白剤10㎖と水500㎖を
混ぜます。

嘔吐物、便などが直接付着した場所や物

ドアノブ、手すりなど、感染者が直接触れた場所や物
出来上がる消毒液が濃度200ppm（0.02％）になるよう
作りましょう。家庭用塩素系漂白剤10㎖と水500㎖を混
ぜたものを５倍に薄めて使いましょう。

ペットボトルのキャップ２杯分
の家庭用塩素系漂白剤（10㎖）

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お待たせ
しました

！
お待たせ

しました
！

柿ちぎり　まごの木登り　さる以上 － 冨士原和子 －

我が子抱く　その温もりに　癒される － 大谷　　樹 －

応募用紙は
こちらです
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病院食のご紹介病院食のご紹介

　こんにちは、高砂西部病院 栄養科です。主な業務内容は 【栄養指導】 ならびに【給食管理】 です。病
院の食事はおいしくないと言われがちですが、それを 『何とかしたい！』 『安全でおいしく、治療に役立つ食
事をご提供したい！』 と考え、スタッフ全員力を合わせて日々努力しています。
　食事時間は、朝食８：00 ／ 昼食12：00 ／ 夕食18：00です。温冷配膳車を利用することで温かいも
のは温かく、冷たいものは冷たくご提供しています。

栄養科 副主任　田村朋子

　入院生活は変化が少なく
単調になりがちですが、そう
した中でも季節を感じていた
だきたいと、季節のさまざま
な行事に合わせたメニューを
ご提供して、好評をいただい
ています。
　現在は次のような行事食が
ありますが、より充実した楽
しいものにしていきたいと考
えています。

　当院では、ご出産後に 『お祝い膳』 
をお出ししています。季節の彩りをち
りばめ、一品一品にお慶びの気持ちを
こめました。和食／洋食どちらもお召
し上がりください。

普通 一口大 きざみ

『トライやる・ウィーク』お疲れ様でした！『トライやる・ウィーク』お疲れ様でした！

　病院にはさまざまな患者さ
まがおられます。当院では患
者さまの状態や咀嚼能力に
応じて、並菜 ・ 軟菜 ・ 極軟
菜、そして一口大 ・ 刻み食 ・ 
ソフト食、ペースト食など、
お一人お一人に合わせた食事
をご提供しています。

〈食事展開について〉

串さし ソフト食 ペースト

正月 節分

ひなまつり クリスマス 春の行事食

とても貴重な五日間
松陽中学校　高松紗季

　私は、高砂西部病院に行きました。病院なので様々な活
動場所があり、活動内容もそれぞれ全く違うものでした。ト
ライやるで病院に行く前は、診察室・病棟・薬局・リハビ
リテーションがあるくらいしか思い浮かびませんでした。し
かし、トライやるで様々な体験をしていくにつれ、自分の知
らなかった所もあり、色々な所が合わさって総合病院が出
来ているのだと知る事が出来ました。そして、それぞれの活
動場所で接する方々の全員に優しく接して頂き、とても嬉し
かったです。全ての体験はとても心に残りました。なかで
も、病棟での体験のときは、患者さんと会話が出来たり、病
室へ薬を運ぶ事が出来たりベッドメイキングの仕方を学べ
たり、と貴重な体験が出来ました。私の将来の夢は看護師
になることで、トライやるをする前には、看護師とはどのよ
うな仕事をするのか結構分かっていたつもりでしたが、と
ても大変な仕事という事が改めて分かりました。この五日間
は将来を深く考えられる貴重な時間でした。

トライやる・ウィーク
松陽中学校　稲岡真菜

　私は、高砂西部病院にお世話になりました。通所リハビ
リ、リハビリテーション、院内保育園、4階東病棟、医事課、
薬局、栄養科、4階西病棟、放射線科、検査科などたくさんの
部署がありました。
　通所リハビリでは、ご高齢の方とお話をしたり、間違い探
しをしたり、穏やかなひとときを過ごしました。話すことも
機能回復ができるそうで、コミュニケーションの大切さを
学びました。
　放射線科では、MRI検査などの説明やMRI検査の体験を
させていただきました。外見は広く見えるけど、中は意外と
狭くて驚きました。
　この5日間で、働くことの大切さや厳しさ、人のために役
に立つうれしさを学びました。

夢の実現のために
松陽中学校　塩谷来瑠実

　私は、高砂西部病院でお世話になりました。
　病院といえば、医者や看護師、薬剤師などを思い浮かべ
ますが、その他にも保育室や医事課など普段私達とは直接
のかかわりはない仕事もたくさんありました。今回は計十ヶ
所の部署で見学・体験をさせていただきました。その中で、
一番自分のためになったと思うのは、薬局の体験です。私
は将来薬剤師になりたいと思っているので薬局での体験
は、しっかりとこれからに活かしていきたいと思います。
　病院はたくさんの命をあずかる所です。治療にたずさわっ
ているのは、決して医者や看護師などの表立って働く人だけ
ではなく、裏で動いてくださっているたくさんの人がいる、と
いうことを知ることができて良かったです。今回のトライや
るウィークを通して学んだことを将来に役立てていければ
いいなと思います。
　高砂西部病院の皆さん、五日間ありがとうございました。

（医）沖縄徳洲会　高砂西部病院様
竜山中学校　池内樺音

　5日間、本当にお世話になりました。みなさま、お変わりご
ざいませんでしょうか。私たちは、寒さに負けず元気に過ご
しています。
　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。お陰さまで人をきづかう気持ちを
学ぶことができました。特に心に残っているのは、3階西病
棟で赤ちゃんを抱かせてもらったことです。東病棟と西病
棟でもやっている仕事が少し違うんだなと知り、驚きまし
た。赤ちゃんはとてもかわいく、抱かせてもらえて本当にう
れしかったです。3階西病棟の掲示板には赤ちゃんの写真が
貼ってあったりメッセージが書いてありました。メッセージ
には、西部病院で子供が産めて良かったですなどと書いて
あったので妊婦さんにとても親切に対応していたんだろう
なと思いました。他にも検査課では血液型を調べたり、栄
養科では職員さんが食べるお昼ごはんの盛りつけをさせて
もらったりどれも貴重な体験でした。
　5日間、短い間でしたが本当にありがとうございました。
みなさま、お元気でお過ごし下さい。

（医）沖縄徳洲会　高砂西部病院様
竜山中学校　岩田有加

　この1週間お忙しい中、私たちにわからない事や体験な
どをさせてくださり本当にありがとうございました。
　トライやるウィークが始まる前はとても緊張して病院で
仕事体験はうまくやっていけるのだろうかと、とても心配し
ていました。ですが、トライやるウィークをやっている内にだ
んだんと病院にもなれ、保育室では子ども達と仲良くなり、
病棟では患者さんとお話をしたり、リハビリなどではお年
寄の方々と楽しくお話をしたりして、いろいろな体験をさせ
てもらいました。トライやるウィークをやっている内に1週間
があっと言う間にすぎて行きました。こんなにも貴重な体
験をしていく中で私がとても楽しかったなと思った仕事体
験は、薬局です。薬局で一番楽しかった事は、薬を集める事
です。
　薬の種類がたくさんあってどこにあるのかわからなかっ
たけど、薬剤師の方が1個1個教えてくださったので、とても
よくわかりました。私が思った事は、薬剤師はたくさんの薬
を覚えて薬の説明を患者さんに丁寧にしていた事がすごい
なと私は思いました。1週間という短い間でしたが、ありが
とうございました。

　昨年１１月９日（月）から１３日（金）まで、竜山中
学校から２名、松陽中学校から３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、たく
さんの経験をされたことと思います。今回の経験
が、きっと将来の夢につながると信じています。
職員一同、心より応援しています！
　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。
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　私は、高砂西部病院にお世話になりました。通所リハビ
リ、リハビリテーション、院内保育園、4階東病棟、医事課、
薬局、栄養科、4階西病棟、放射線科、検査科などたくさんの
部署がありました。
　通所リハビリでは、ご高齢の方とお話をしたり、間違い探
しをしたり、穏やかなひとときを過ごしました。話すことも
機能回復ができるそうで、コミュニケーションの大切さを
学びました。
　放射線科では、MRI検査などの説明やMRI検査の体験を
させていただきました。外見は広く見えるけど、中は意外と
狭くて驚きました。
　この5日間で、働くことの大切さや厳しさ、人のために役
に立つうれしさを学びました。

夢の実現のために
松陽中学校　塩谷来瑠実

　私は、高砂西部病院でお世話になりました。
　病院といえば、医者や看護師、薬剤師などを思い浮かべ
ますが、その他にも保育室や医事課など普段私達とは直接
のかかわりはない仕事もたくさんありました。今回は計十ヶ
所の部署で見学・体験をさせていただきました。その中で、
一番自分のためになったと思うのは、薬局の体験です。私
は将来薬剤師になりたいと思っているので薬局での体験
は、しっかりとこれからに活かしていきたいと思います。
　病院はたくさんの命をあずかる所です。治療にたずさわっ
ているのは、決して医者や看護師などの表立って働く人だけ
ではなく、裏で動いてくださっているたくさんの人がいる、と
いうことを知ることができて良かったです。今回のトライや
るウィークを通して学んだことを将来に役立てていければ
いいなと思います。
　高砂西部病院の皆さん、五日間ありがとうございました。

（医）沖縄徳洲会　高砂西部病院様
竜山中学校　池内樺音

　5日間、本当にお世話になりました。みなさま、お変わりご
ざいませんでしょうか。私たちは、寒さに負けず元気に過ご
しています。
　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。お陰さまで人をきづかう気持ちを
学ぶことができました。特に心に残っているのは、3階西病
棟で赤ちゃんを抱かせてもらったことです。東病棟と西病
棟でもやっている仕事が少し違うんだなと知り、驚きまし
た。赤ちゃんはとてもかわいく、抱かせてもらえて本当にう
れしかったです。3階西病棟の掲示板には赤ちゃんの写真が
貼ってあったりメッセージが書いてありました。メッセージ
には、西部病院で子供が産めて良かったですなどと書いて
あったので妊婦さんにとても親切に対応していたんだろう
なと思いました。他にも検査課では血液型を調べたり、栄
養科では職員さんが食べるお昼ごはんの盛りつけをさせて
もらったりどれも貴重な体験でした。
　5日間、短い間でしたが本当にありがとうございました。
みなさま、お元気でお過ごし下さい。

（医）沖縄徳洲会　高砂西部病院様
竜山中学校　岩田有加

　この1週間お忙しい中、私たちにわからない事や体験な
どをさせてくださり本当にありがとうございました。
　トライやるウィークが始まる前はとても緊張して病院で
仕事体験はうまくやっていけるのだろうかと、とても心配し
ていました。ですが、トライやるウィークをやっている内にだ
んだんと病院にもなれ、保育室では子ども達と仲良くなり、
病棟では患者さんとお話をしたり、リハビリなどではお年
寄の方々と楽しくお話をしたりして、いろいろな体験をさせ
てもらいました。トライやるウィークをやっている内に1週間
があっと言う間にすぎて行きました。こんなにも貴重な体
験をしていく中で私がとても楽しかったなと思った仕事体
験は、薬局です。薬局で一番楽しかった事は、薬を集める事
です。
　薬の種類がたくさんあってどこにあるのかわからなかっ
たけど、薬剤師の方が1個1個教えてくださったので、とても
よくわかりました。私が思った事は、薬剤師はたくさんの薬
を覚えて薬の説明を患者さんに丁寧にしていた事がすごい
なと私は思いました。1週間という短い間でしたが、ありが
とうございました。

　昨年１１月９日（月）から１３日（金）まで、竜山中
学校から２名、松陽中学校から３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、たく
さんの経験をされたことと思います。今回の経験
が、きっと将来の夢につながると信じています。
職員一同、心より応援しています！
　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。



高砂西部病院NOW
ホームページアドレス　http://www.takasagoseibu.jp

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）

会 場 ユーアイ帆っとセンター
高砂市高砂町松波町440－35テーマ

日 時
『病気とお薬、気になる話題』 講師：横田薬剤師
2月22日（月）13:30～14:30

テーマ
日 時 会 場

『骨粗しょう症について』 講師：山口放射線技師
姫路市立糸引公民館
姫路市継156－1

1月12日（火）14:00～15:00

テーマ
日 時 会 場

『気になる腰と膝の痛み』 講師：谷口理学療法士
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13日（水）14:00～15:00

テーマ
日 時 会 場

『寝たきりにならないために～認知症予防～』
 講師：能美看護師

姫路市立的形公民館
姫路市的形町的形1358－4

1月27日（水）14:00～15:00

H28

冬号

●新年のご挨拶
●平成27年度高砂市大規模救急救助訓練レポート
●今年の冬は新型ノロウイルスが大流行！！
●冬から春へ、これから気をつけていきたい花粉症のケア
●川柳コーナー
●病院食のご紹介
●『トライやる・ウィーク』お疲れ様でした！
●医療講演スケジュール

平成27年度
高砂市大規模救急救助
訓練レポート…3P

平成27年度
高砂市大規模救急救助
訓練レポート…3P

病院食の
ご紹介…6P
病院食の
ご紹介…6P

医療講演スケジュール医療講演スケジュール（平成28年）


