handa chuo hospital information magazine

2019 春号（年4回発行）

新人 ＆ 中途採用者紹介

半田中央病院情報誌

平成31年4月、新たに7名の新人が入職しました。
平成から令和へと時代が移り変わり、希望や不安を
胸に抱きながら、半田中央病院の一員として新しい
一歩を踏み出しました。これから色々な経験を積ん
でいき、患者様の為に頑張るフレッシュなスタッフ
から御挨拶させて頂きます。また昨年中途採用とし
て入社しましたスタッフの御挨拶もさせて頂きます。

半田中央病院だより

看護師 山口彩由奈

看護師 石川 りほ

介護福祉士 太田 茜

NS 新美 晴香

半田中央病院に入職して約半年が経ちました。
右も左も分からない私に優しく指導をして頂
き、スタッフの方には感謝でいっぱいです。指
導して頂いたことをいかし頑張りますので、
これからよろしくお願いします。

昨年の11月から働かせていただいています。
患者様と接する際、いつも笑顔を忘れないよ
うに心がけています。不慣れな事が多く、御迷
惑をかける事もありますが、宜しくお願いし
ます。

患者様にとって癒しとなるような存在になり
たいです。お話する事が大好きです。気軽に話
しかけて下さいね。少しでも多くの患者様の
笑顔が増えるように頑張ります。よろしくお
願いします。

5月より入職しました、
看護師の新美晴香です。
患者さんとのコミュニケーションを大切にし
て、寄り添った看護ができるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

OT 平松詩乃佳

PT 原田さとみ

PT 都筑涼太

PT 林 遼佑

OT 岡崎 耶凜

ST 椴山 帆波

外来看護師 平野 明美

外来看護師 石垣 典子

外来看護師 竹内 利香

外来看護師 吉田 仁美

外来看護師 鈴木 幸子

事務 垣内 智衣

昨年の10月に半田中央病院に入職しました。
不慣れなことが多く、ご迷惑をおかけするこ
とが多かったと思いますが、優しく教えて頂
き、ありがとうございました。今後もよろしく
お願いします。

医療に携わるという自覚を持ち、少しでも早
く一人前の理学療法士になれるように先輩方
の姿を見て学び、日々頑張っていきたいと思
いますのでよろしくお願いします。

なに不自由なく生活が送れるように一人一人
に合った医療を提供でき,患者様に寄り添える
ような理学療法士を目指していきたいです。
精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

患者様の今後の生活を考え日常生活が送りや
すい様にリハビリを行っていけるよう日々努
力していきたいと思っています。よろしくお
願いします。

患者様から信頼される作業療法士になれるよ
うに、先輩方から多くの事を学び日々頑張っ
ていきたいです。至らない点が多くあると思
いますが、
よろしくお願いします。

まだまだ分からないことばかりですが、先輩
方や患者さんから多くのことを吸収し、一日
でも早く患者さんの役に立てるよう頑張りま
す。
よろしくお願いします。

外来看護師の平野と申します。私は外来看護
師として、患者様の受診が終わった時、来院時
よりも少しでも安心して帰宅できるよう、患
者様に寄り添える看護師として働きたいと思
っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

3/11から勤務しています。円滑に業務がまわ
るように声をかけあい、患者様の思いをくみ
取りながら、温かみのある看護を提供してい
きたいです。
よろしくお願いします。

患者様やご家族、また支えて指導して下さる先
輩方から多くの事を学び、日々の積み重ねを大
切にしていきたいです。まだまだ未熟ですが、
皆様に信頼していただけるよう一生懸命頑張
りますので、どうぞよろしくお願い致します。

5月から外来看護師としてお世話になってい
ます。患者様には目配り、気配りの配慮を心が
けて接していきたいです。よろしくお願いし
ます。

4月から外来勤務をしています。以前は急性期病院に勤
めていました。急性期から転院された患者様にお会いで
きる事を心から嬉しく思っております。外来は患者様に
接する時間が限られていますが信頼関係を築けるよう
に努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。

保育士 竹田 香織

中途採用で入社した垣内と申します。まだま
だ至らない所もあるかとは思いますが、新体
制となった今、より一層身を引き締めて頑張
りたいと思います。

看護・介護部

明るい笑顔と優しさ溢れる保育を大切にし、
子供さんの成長をしっかりと見守っていきた
いと思います。
宜しくお願いします。

handa chuo hospital information magazine

リハビリテーション部

外来部

事務部

保育部

診療時間 ： 月〜土（祝日を除く）9：00〜12：00（受付は 8：30 から）
診療科目 ： 内科 ・ 小児科 ・ リハビリテーション科
脳神経外科・整形外科

医療法人 メディライフ 半田中央病院 〒475-0017 愛知県半田市有脇町 13-101 TEL.（0569）20-2210 FAX.（0569）20-2212

院長あいさつ

4月1日より、前任の梶原敏夫院長の後任として、半田中央病院院長に就任いたし
ました半田隆と申します。苗字は半田ではありますが、出身は半田市ではなく、長
野県の佐久市というところです。冬はとても寒いところですが、山々は美しく、家
からは南西に八ヶ岳 北には浅間山がよく見えます。今では、新幹線の駅もでき、
高速道路も通り、田園地帯であった佐久平は、昔とは大きく姿を変えてしまいまし
た。一昨年大河ドラマ「真田丸」で話題になった真田一族の居城のあった上田市に
ある上田高校を卒業しました。前身が藩校であり、校舎は上田城の外堀の内側にあ
り、城門の一つが正門になっております。
半田中央病院 院長
大学から名古屋にまいりまして、早40年以上がたちましたので、はるかに、愛知
半 田
隆
県での生活が長くなりました。
専門は、脳神経外科です。名古屋大学卒業後、市立半田病院、名古屋大学付属病院、それから再び市立半田病
院、沖縄県立宮古病院、そしてこちらへ来る前は、常滑市民病院で、長い間、脳神経外科医として働いてまいり
ました。知多半島には、都合30年くらいおりますので、多くの患者さんの診療をさせていただきましたし、第2
の故郷にもなりました。山国育ちの自分にとって、海に囲まれた知多半島は、気候が温暖で、地産地消の食べ物
も美味しく、とても住みやすくいい地域だと思います。
リハビリテーションは、脳卒中等による病気や外傷による骨折等をきっかけに、不自由になられた方々の心
身を回復させることを目的とする大変重要な診療科であります。思いがけない状況に陥って悲嘆にくれた患
者さんたちが、家庭復帰、社会復帰を目指して、日々リハビリテーションに励んでもらうことになりますが、安
心して、少しでも明るい気持ちを持って過ごせますよう、入院生活のお手伝いができればと思います。患者さ
んの笑顔を取り戻されることが、我々職員にとっても大きな喜びであり、願いでもあります。
当院は、2006年知多リハビリテーション病院として、開院して以来、おかげさまで、多くの方々にリハビリ
テーションを通じて深くかかわってこられたことと思います。2019年4月1日より名称を半田中央病院へと
変わりましたが新たに総合診療医を迎え、リハビリテーションはもとより、小児から成人、高齢の方まで、プラ
イマリーケアも含めて、地域の生活拠点病院としても、住民の方々と関わっていけますよう努力を重ねてまい
りたいと思います。
患者さんや御家族に、より良い医療が提供できますよう、職員一丸となって頑張ってまいりたいと思います。
なにとぞよろしくお願いいたします。

知多リハビリテーション病院は、
平成31年4月1日から

「半田中央病院」
へ病院名を変更し、
事業を拡大しました。
● 小児から高齢の方までの診察ができるように外来診療に
「総合診療医」
を配置
● 在宅医療を充実させるために
「在宅医療センター」
を併設
● 地域医療をサポートするために回復期入院病床の増設

④

①

半田中央病院だより 春号

半田中央病院だより 春号
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半田中央病院にて
訪 問 診 療 を始めます！
半田中央病院では、
「皆様の生活を支える生活拠点病院」として、訪問診療を始めます。訪問診療とは、足腰が
弱くなり通院が難しくなったり、認知症で自宅での介護が必要で外出が難しかったり、癌の末期で余生を御自
宅で過ごしたい方など、
「お一人で通院が難しい方」への御自宅へ医師が伺う診療のことです。訪問診療は「24
時間365日対応」であり、定期的な訪問診療だけでなく、夜中に熱が出たり、急に病状の変化があったときはい
つでも対応が可能です。
半田中央病院では、
「総合診療医」
が訪問診療を行います。

＊在宅医療センター連携室

在宅医療センタースタッフ

（0569）84-2230
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いずれも日常的によくあることですが、こんな場合、あなたならどのようにしますか？家族に意見を聞いた
り、市販薬を用いて様子を見てみたりするかもしれません。ですが、それでも問題が解決しない場合、医療機関
の受診を検討されることでしょう。
そのような際、
真っ先に受診する医療機関は、
まさに
「プライマリ・ケアを提
供する」医療機関です。ここでは日常的に起こる健康問題の大半について解決することが可能です。また、解決
できない問題の場合も、
各専門家や該当する高次医療機関と連携しながら問題の解決にあたります。
このようにみなさんの身近な立場で健康をサポートする医療、介護、福祉、保健をまとめて「プライマリ・ケ
ア」と呼びます。少子高齢化社会を迎えるにあたって、今後、医療の中でますます重要な役割を果たしていかな
くてはなりません。
半田中央病院では、
外来、
入院、
訪問診療を総合診療医が専門医と連携して行い、
皆様の生活
をサポートできる、
「生活拠点病院」
としての役割を果たしていきます。

■初診は総合診療医が行ないます。
❖ 外来診療科目 ／ ◎ 内科
時

TEL

間

9：00
〜12：00

・外来窓口ならびにTELにてご相談下さい
・専任職員がご担当させていただきます
私達が関われせていただきます！何でもご相談下さい！

◎小児科

◎リハビリテーション科

◎脳神経外科

◎整形外科

診 察

月

火

水

木

金

土

1診

脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科

整 形 外 科

脳神経外科

脳神経外科

2診

総合診療科

総合診療科

総合診療科

総診／脳外

総合診療科

総診／脳外

3診

総合診療科

総合診療科

総合診療科

総合診療科

総合診療科

────

総合診療医ってどんな医師？
総合診療医とは、
「プライマリ・ケア」
を提供する医師のことです。
プライマリ・ケアは簡単に言うと
「身近にあ
って、何でも相談にのってくれる総合的な医療」のことです。みなさんは最近、医療機関を受診される機会があ
りましたでしょうか？その際、どのようなことを感じ、思われましたでしょうか？みなさんはどのような医師
や医療を必要としていますか？病気になって不安を感じているとき、
多くの人たちにとって身近で何でも気軽
に相談することができる医師や医療者の存在は大きなものとなることでしょう。
プライマリ・ケアは簡単に言うと
「身近にあって、
何でも相談にのってくれる総合的な医療」
となりますが、
身
近な医療にはどのようなことが求められているのかを考えながら、プライマリ・ケアの概念についてもう少し
深く考えてみましょう。

プライマリ・ケアって？
例えば以下のような場合、
あなたはどうしますか？
● 風邪を引いたとき
● 高血圧と糖尿病でずっとクスリを飲まなくてはならなくなったとき
● 子どもが夜中に突然熱を出したとき
● ぎっくり腰になったとき
● じんましん が出たとき
● タバコをやめたいと思ったとき
● インフルエンザの予防接種を受けようと思ったとき
● 最近、
どうも調子が悪く、
「更年期障害」
ではないかと思うとき
● 身体がしんどくて何もやる気がでず、
夜に目が覚めて眠れない日々が続くとき
● 包丁で手をザックリと切ってしまったとき
● 背中の痛みが続いていて、
大きな病院を受診した方がよいのかどうか悩むとき
● 認知症のおじいちゃんの介護に手がかかり、
主治医意見書を書いてほしいとき
● がんの末期だが、
住み慣れた自宅で余生を過ごしたいと思ったとき

2018年度のご報告
昨年度も、地域の皆様・関係機関の皆様には、多大なご理解とご協力頂き
ありがとうございました。
今後共よろしくお願いいたします。
廃用症候群
2件 1％

名古屋市 美浜町
大府市
2件 1％ 知多市
東海市 3件 1％ 3件 1％
2件 1％
4件 2％
碧南市
高浜市
2件 1％
6件 2％
武豊町
12件 4％

半田市
184件 67％

阿久比町
15件 5％
東浦町
38件 14％

県外（千葉県、茨城県）1％

常滑市
1件 0％
南知多町
1件 0％
安城市
1件 0％
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入院疾患内訳（276件）

自宅
186件 73％

有料
19件 8％

②

脳血管疾患
139件 50％

転院（急性期）
特養
老健 7件 3％ 12件 5％ 療養
12件 5％
2件 1％

入院患者住所地（転院除）
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整形疾患
135件 49％

退院後の行き先

