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医療法人社団 中川会 呉中通病院・グリーン三条 広報誌
呉中通病院

地域連携室

呉中通病院
 副院長兼地域連携室室長

山田

室長就任のご挨拶

淳夫

本年10月より地域連携室の室長に就任しまし
た山田です。どうぞよろしくお願いいたします。
地域連携室は呉地区の診療所・病院や施設と連
携して患者さんの入・退院が円滑に進むように
援助することをひとつの役目としています。

呉中通病院

新生

そして、当院では一人でも多くの方に入院し
ていただき、少しでも早く回復期リハビリテー
ションを受けて、一人でも多くの方に住み慣れ
た自宅へと退院していただきたいと考えていま
す。
しかし、家庭の受け入れ体制、病気による障
害の程度によっては自宅に復帰できないことも
あります。そのような状況に対応するために地
域連携室が存在しています。いくつかの方策を
ご提示し、一緒に考えてまいります。どうぞい
つでもご活用下さいますようお願いいたします。

地域連携室

日頃より、呉中通病院の地域連携室活動にご
協力いただき有難うございます。
昨年度は、運動器リハビリテーションのニー
ズの急上昇により整形外科患者さんの入院受け
入れに困難が生じ、地域の先生方に大変ご迷惑
をお掛けしました。紙面を借りてお詫び申し上
げます。
本年度は、脳疾患リハビリテーション患者さ
んの受け入れ患者数を増やすとともに、運動器
リハビリテーション患者さんのすみやかな受け
入れができる様努力して参りますので、ご紹介よ
ろしくお願いいたします。
10月より地域連携室には新しいメンバーが増
えました。山田淳夫副院長が地域連携室長、松
岡律子看護師が地域連携室主任として、また７
月から介護老人保健施設 グリーン三条から生
田社会福祉士が加わりました。大所帯となりま
したが、回復期リハビリテーション病院として地
域医療サービスに貢献する為に職員一同、努力
してまいりますのでよろしくお願いいたします。

（左上から） 生田MSW、武田主任MSW、
松岡主任看護師、山田医師、中野MSW

呉中通病院
 地域連携室主任
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社会福祉士

武田

浩一

呉中通病院

地域連携室主任

この度10月1日付で地域連携室主任となりまし
た松岡です。どうぞよろしくお願いいたします。
又、日頃より呉中通病院の地域連携室活動に
ご協力頂き誠に有難うございます。紙面をかり
てお礼申し上げます。
地域連携室は、主に入院患者さんの入退院の
調整を行っております。また、患者さん・ご家
族の相談窓口でもあります。
回復期リハビリ病院として、地域、医療サー
ビスに貢献するよう、山田地域連携室室長のも
と総勢5名で引き続き活動して参ります。
対病院、対診療所、サービス提供機関と密に
連携を図り、より良い病院として努力していく

呉中通病院

所存です。
今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い
申し上げます。

呉中通病院

地域連携室主任

看護師

松岡

律子

看護師長

森山

珠美

転任のご挨拶

10月1日より地域連携室を離れ、一般病棟の看
護師長として勤務することになりました。２年
半の地域連携室勤務において地域の皆様には大
変お世話になりました。紙面を借りてお礼申し
上げます。
私が退き当院の連携室も随分若返りましたの
で、さらに地域の為に活躍してくれることと思
います。今後とも呉中通病院の地域連携室活動
にご指導ご協力いただきますようお願いいたし
ます。

呉中通病院

新任のご挨拶

呉中通病院


看護部

グリーン三条「相談室」から呉中通病院「地域連携室」へ

この度、平成 25 年７月１日付でグリーン三
条の支援相談室から呉中通病院の地域連携室に
異動となりました生田です。
今までは主に介護保険、在宅支援の仕事に携
わっていましたが、今回は地域連携室のソーシ
ャルワーカーとなることに希望と不安が入り混
じった思いを抱いていました。
しかし、日々仕事をしていく中で周りの方々
のサポートもあり、少しずつではありますが患
者さん・ご家族の為の退院支援を行うことがで
きていると思っております。

今後は前職の知識と経験を活かし、さらに
日々精進を忘れず地域連携室の業務に勤めてま
いりますので、よろしくお願いいたします。

呉中通病院

地域連携室
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社会福祉士

生田

忠輔

グリーン三条

介護老人保健施設グリーン三条

呉三条病院が介護老人保健施設グリーン三条
に転換して１年が経過しました。入所者及びご
家族のご理解、職員の協力により順調に運営さ
れております。深く感謝申し上げます。
当施設は療養型の老健施設ではありますが、
基本となるのは介護です。入所者の“生活の場”
の充実を図ることを今年度事業計画の目標に据
えて頑張っております。
ハード面では転換時のデイルームの改築に加
えて、今年度は浴室の改装をおこないました。
ソフト面では、介護の質は量により決定される
といわれており、職員数の充足に最大限の努力
をいたしております。同時に優れたスタッフの
もとでの介護を受けていただけるように職員の
キャリアアップを目指しております。今年度、
新たに５名の介護福祉士が誕生いたしました。

グリーン三条

看護師長

当施設では全ての職種
（介護、看護、医療、リ
ハビリ、栄養等）が直接入所者の生活に関与し
ております。お互い協力を密にすることで、よ
りきめ細かな特徴ある介護が可能であると考え
ております。
引き続き地域より信頼される施設となるよう
努力を続けます。ご指導、ご支援よろしくお願
いいたします。

介護老人保健施設


グリーン三条
施設長

小野

浩

新任のご挨拶

１年９ヵ月前に、グリーン三条施設移行のプ
ロジェクト参加のため、呉中通病院より呉三条
病院へ配属転換となりました。
平成24年９月に無事、療養型介護老人保健施
設としてスタートする事ができ、仕事を通して、
介護とは、施設とは何かを学んできました。
介護の世界も急速に変化、発展する中、今春
グリーン三条の看護師長職に就く事になり、初
心に戻り新たな気持ちでご利用の皆様、ご家族
様に安心して穏やかに過ごしていただける施
設、介護を目指して全職員で力を合わせて努力

グリーン三条

開設一周年

して参ります。
ご支援よろしくお願いいたします。

介護老人保健施設


グリーン三条
看護師長

小田

康子

気軽に相談できる相談員を目指して

平成25年４月１日付で支援相談室の配属とな
り５カ月が経過しました。
支援相談室はご利用の皆様と施設の架け橋と
なる場所です。何事も気軽に相談できる場所で
ありたいと、いつも笑顔でお出迎えするよう心
がけています。
また、地域に根ざした施設として地域のサー
ビス提供機関との連携、ボランティアとの連絡
調整等、連携を図り支援しています。
相談業務の知識は多岐にわたっており、常に
新しい知識や情報を吸収し続け、ご利用の皆様
の為に活かしていければと思っています。
今後も、施設の窓口でもある支援相談員とし

て、いつも笑顔で、親切、丁寧をモットーに皆
様をお迎え出来ればと思っています。入所者様、
ご家族の皆様、地域の皆様のご支援の程よろし
くお願いいたします。

介護老人保健施設 グリーン三条

支援相談室 社会福祉士
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呉中通病院

呉中通病院リハビリテーションセンター紹介

当センターには平成25年10月現在、総勢35
名（理学療法士20名、作業療法士８名、言語聴
覚士４名、マッサージ師１名、アシスタント２
名）のスタッフが勤務しています。内６名（理学
療法士５名、作業療法士１名）
が今年度入職して
きた新人で、出身地は県内３名、島根県内３名
と、県外出身者も少しずつ増えてきました。
患者さんの回復・改善のために治療としての
リハビリを集中して行う！という当センターの
意欲の下に集まってきた新人スタッフを大切に
育てながら、地域の皆様方に信頼されるリハビ
リテーションセンターとして、またスタッフが
呉中通病院

働き甲斐のある職場としてますます充実した環
境を作り上げていきたいと思っていますのでこ
れからもよろしくお願いいたします。

呉中通病院
 リハビリテーションセンター長

中本

俊則

骨密度測定装置更新

骨量は成長期に増加し30 ～ 40歳代で最大に
達し、それ以降は年齢とともに減少します。高
齢化に伴い、様々な疾患を発症しますが、その
中の一つに骨がもろくなる『骨粗鬆症』がありま
す。
『骨粗鬆症』は、ガンや心臓病と異なり自覚症
状がなく、カルシウムやミネラル分が減少し、
骨がスカスカになる状態で、ちょっとしたこと
で骨折しやすくなります。特に女性は閉経後に
骨量が激減しやすく、社会生活に支障が生じま
す。
骨粗鬆症の大半は加齢からくる老人性骨粗鬆
症ですが、不健康な食生活、カルシウム・ミネ
ラル等の摂取不足、運動不足、喫煙等も発症を
引き起こす要因になります。
人体の骨の健康状態を数値化した検査を、骨
密度測定と言います。この検査によって骨量の
減少を早期に発見し、適切な予防や治療を行う

ことが可能となります。
平成25年７月19日より「骨密度(BMD)測定機
能」と「脊椎骨折分析(IVA)機能」を統合したホロ
ジック社のX線骨密度測定装置「Discovery
Ｃi」を導入し、骨量の精度をより正確にし、地
域の方々の健康維持に貢献したいと考えていま
す。骨量に関して不安な方はどうぞご相談くだ
さい。

写真提供：東洋メディック

呉中通病院


画像診断部長

河野

民生

医療法人社団 中川会

編集後記
呉中通病院は、８月には新病院情報システム（オー
ダリングシステム等）の導入、さらに10月には地域連
携室も新室長就任となりました。
また、グリーン三条は、皆様のおかげを持ちまし
て開設一周年を迎えることが出来ました。
今後も気持ちを新たにし、地域社会の皆様から信
頼される、質の高い医療・介護サービスを目指しま
すのでよろしくお願いいたします。（森光）

呉中通病院

〒737ｰ0046 呉市中通1丁目3番8号
〔JR呉駅より徒歩5分〕

TEL（0823）22-2510
FAX
（0823）22-2514
http://www.kure-nakadori.jp/

介護老人保健施設 グリーン三条
〒737ｰ0821 呉市三条1丁目3番14号
〔JR呉駅より徒歩7分〕

TEL（0823）23-0303
FAX
（0823）23-0642
2013.10.1000
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外 来 担 当 医 師 表 （平成25年10月〜）

呉中通病院

脳神経外科
神経内科
児玉
午前 岡崎
(再来)
(新患)

診療科
曜

日

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日

整形外科

内

科

中川 杉村 甲田 渡部

午後

山田

杉村 甲田 渡部

午前

児玉 山田 中川
(新患)
(再来)

甲田

午後

児玉

杉村 甲田

児玉
午前 岡崎
(新患)
(再来)
※大村

午後 岡崎

（専門外来）

(再来)

休

午後
午前

広大医師

午後

広大医師

午前
午後

休

児玉 山田

午前

診

診
杉村

（新患）

休

児玉

(新患)

中西
甲田 渡部 12時まで

中川

診

甲田 渡部

第3水曜日は休診

渡部
休

渡

９時半から

診

中川 杉村 甲田 渡部

(再来)

杉村 甲田 渡部

岡崎

（第1･3･5 再診）
（第2･4 新患）

休

山田

（第2･4 再診）
（第1･3・5 新患）

診

甲田 渡部

中川
休

（第1･3･5隔週）（第2･4隔週）

診

休

診

（診療時間）
（休診日）
午前 ９時 〜 12 時30分
木曜･土曜
（午後）
、
日曜、
祝祭日
午後 ２時 〜 ６時
※ただし、
診療科によって異なります
※毎週水曜日午後の大村医師の診療は予約制となります。

〜 受付時間について〜

午 前
8時30分 〜 11時30分まで
午 後
1時30分 〜 5時まで
午 前
8時30分 〜 12時まで
再来の場合
午 後
1時30分 〜 5時30分まで
※ 整形外科 午後の受付時間は、新患・再来ともに4時30分迄です
※ リハビリの受付時間 5時迄です（水曜日の午後は休診です）
新患の場合

医療法人社団 中川会

呉中通病院

〒737ｰ0046 呉市中通1丁目3番8号
TEL
（0823）
22-2510
FAX
（0823）
22-2514
http://www.kure-nakadori.jp/

〔お車でお越しの方〕
クレアライン：呉中央インターから5分
駐車場は25台
（患者さまは無料となります）
〔バスでお越しの方〕
広電バス：中通一丁目（阿賀音戸の瀬戸線・呉倉橋島線・天応川尻線・焼山
熊野苗代線・長の木呉駅循環線・郷原黒瀬線・広長
浜呉駅線）バス停下車 徒歩3分
：中通二丁目（宮原線・三条二河長迫循環線）バス停下車

