ニューフェイスつづき

理学療法士：坂本 勇樹
患者様が満足できるリハビリテーション
を行える様に一生懸命勉強
して力をつけたいです。
趣味：スポーツ
（サッカー、バスケ）

理学療法士：大畑 裕作

病院に帰って
まいりました！

与える存在になりたいです。

趣味は農業。最近、

趣味：サッカー、特技：ケン玉

庭にズッキーニを植え

いくための努力をしたいです。

趣味 バスケ

厳しい環境で自分を成長させたく

趣味：テニス

料理
作業療法士：園山 健
病院のみなさん、お世話になりまし
た。施設の

〒731-3168 広島市安佐南区伴南一丁目 39 番 1 号
TEL （082）848-0001
FAX （082）848-8003
Ｅ-mail
souriha@city-hiroshima.jp

作業療法士：木坂 奈津美
知識、技術ともに未熟では

topics
センター長あいさつ 理念・基本方針

センターの構成 新人紹介 イベント情報

ありますが、精一杯

読書

取り組んでいきたいと

酒 ８合まで可

思います。

診療放射線技師：砂田 明俊
笑顔を忘れず、患者様に
愛される技師に
なりたいと思って
います。
特技：柔道

趣味：サッカー観戦

言語聴覚士：井岡 里美
自ら先んじて楽しむ治療で患者

理念
私たちは、利用者の皆様が住み慣れた地域でいきいきと心豊かな生
活ができるよう、良質で信頼される総合的なリハビリテーションサ
ービスを、真心をこめて提供します。
基本方針
１

提供します。また、保健・医療・福祉の関係機関と連携を図り、地域における

データ数値化してみて効果に
ついて自己評価する。

広報委員会 委員長の

海好き！

吉田です。

マリンスポーツ全般

中途障害者の皆様の社会復帰や社会参加を促進するため、相談・評価から医
療・訓練、就労援助までのリハビリテーションサービスを一貫した計画のもとに

様も笑顔にできたらいいです。

新規職員の皆さん

みなさん、よろ

広島市総合リハビリテーションセンター

ました。

理学療法士：室賀 正敏

気軽に話しかけて下さい。

−こころ通信−

京子

頑張ります。チームに元気を

成長させ、自分の可能性を拡げて

医療従事者として、人間として
成長する。

作業療法士：山本

もらえるＰＴになれるよう

19 年目のニューフェイスです。

作業療法士：吉田 健一

2010 年春号 第 1 号

理学療法士：前河内 一真
明るく笑顔の絶えない、
人に尊敬して

多くの分野の勉強をし、自分自身を

ＰＴになりました。趣味：サッカー

広島市総合リハビリテーションセンター院内広報誌

リハビリテーションを支援します。
２

利用者様一人ひとりの立場に立って悩みや希望を理解し、誠意を持った細やかな応対と良好な環境整備に努め、個人の権利を尊重したサービスを
提供します。
３ 病院は、専門スタッフが回復期を中心としたリハビリテーションにチームで取り組み、最適のリハビリテーション医療を提供します。また、イン
フォームドコンセントを徹底し、安全で信頼される医療を提供します。
４ 自立訓練施設は、家庭や職場、地域での生活を再構築するための通過型施設として、最適な相談・訓練等のサービスを提供します。

よろしくお願いします。

しくお願いします

市民のためのリハビリテーションを目指して
広島市総合リハビリテーションセンター
センター長 吉村 理

広島市総合リハビリテーションセンターからのお知らせ
当センターでは、皆様のご意見をいただき、より良いサービスを提供してまいり
たいと努力を続けております。正面玄関横の公衆電話の隣に意見箱を設置してお
りますので、何かありましたらご意見下さい。よろしくお願いいたします。
広報委員会より

玄関を入ってすぐ右手、守衛室の
窓口付近です

今後、年４回にわたって院内広報誌を発行したいと思います。施設内の便利情報や、センター内の部署、病気に
ついてのトピックスなどを記事にしていきたいと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（編集担当：宮重、柏田）

平成 20 年 4 月 1 日にスタートしました広島市総合リハ

広島市民病院、安佐市民病院、舟入病院、広島市医師会

ビリテーションセンターも 3 年目を迎え、順調に地域市民

運営安芸市民病院に次ぐ、５つ目の施設として運営して

の皆様に信頼していただける施設として成長してきている

います。

と実感しています。こうした中、このたび広報誌を発行す

センターは、身体障害者更生相談所（総合相談室）、

ることになりましたのでセンターの整備の経緯をご紹介し

リハビリテーション病院（回復期リハ病床１００床）、

たいと思います。

自立訓練施設｛定員：自立訓練６０人（うち施設入所支

平成元年度 第 3 次広島市基本計画に総合リハビリテー
ションセンターの整備が位置づけられ、平成 3 年から基本

４
～
６
月
の
行
事
食

援５０人）、短期入所５人｝の３部門から構成されてい
ます。

構想・基本計画策定、基本設計が行われました。その後、

広島市総合リハビリテーションセンターは、利用者の

用地が先行取得される段階にまで至りましたが、リハ病院

皆様が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、上記

４月３日 お花見

の病床の確保等の問題があり、一旦整備が中断しておりま

のように４つの基本方針を定めております。この基本方

５月５日 こどもの日

した。平成 14 年にリハ病院に必要な病床が確保されたのを

針に沿い、良質なリハビリテーションサービスを提供し

６月

受け、疾病構造・医療情勢の変化に対応して基本設計の見

ていきたいと思います。まだまだ発展途上のセンターで

直し、整備・運営手法の検討がなされ、平成 17 年に実施設

すが、今後、障害者の皆様の社会復帰を支援する中核施

計・建設工事着手、平成 19 年 9 月建設工事完了、その後機

設としての役割が十分発揮できるよう、職員が一致協力

器・備品、電子カルテ等の準備を行い、平成 20 年 4 月 1
日にスタートとしました。広島市病院事業局が所管する

しながら取り組んでいきたいと思いますので、皆様のご

入梅

お誕生日
※食事形態によっては対応できない場合
があります。ご了承ください

※写真はイメージです

−４−

支援・ご指導をよろしくお願いいたします。

−１−

広島市総合リハビリテーションセンターの紹介

新職員紹介コーナー

ぼくたち・わたしたち・ニューフェイス

広島市総合リハビリテーションセンターは、脳血管障害や脊髄損傷等人生の中途に障害を負われた方を対象に、医
学的、社会的、職業的リハビリテーションを総合的に提供することにより、社会復帰を促進し、住み慣れた地域にお
ける生活の確保を支援する施設として、平成 20 年（2008 年）4 月に開設しました。
センターは、身体障害者更生相談所（総合相談室）、リハビリテーション病院（１００床）、自立訓練施設｛定員：

事務員：服部

事務員：野村

義昭

正直

「習うより慣れろ」と

病院は初めてですが

自立訓練６０人（うち施設入所支援５０人）、短期入所５人｝の３部門から構成されています。

医療相談員：藤井 和義

皆さんとともに、より

自然に囲まれた素晴らしい

言いますが慣れることが

良いサービスを提供

施設に驚きました。

しんどい年齢になっていますが、どうか

できるセンターとなるよう頑張ります

よりよいセンターとなるよう、皆様と

よろしくお願いします。 お酒：ワイン党

趣味：ジョギング、バレーボール
ソフトボール、サイクリング

看護師：花野

紗矢香

頑張りたいと思います。

看護師：有田

志乃

ドタバタＮＳですが元気と笑

前の職場では手術室で患者様との

顔を大切に、患者様が

コミュニケーションが取れなかった

いきいきとリハビリできるよう、コミュニ
ケーションをとりながら看護していきた

ので、総リハ勤務では楽しみにしています。

趣味：囲碁(老後を考えて？)

臨床検査技師：
小山

秀樹

まずは、みなさんと楽しく
仕事ができるようになりたいです。

ビール大好きな二児の母です！

いです。特技：ワイワイ食べる、飲む

Ｖ

看護師：坂田

美和

看護師：入江

美奈子

麻紀

患者様とのコミュニケーション

一歩ずつ確実に仕事を覚

1 日も早く知識と技術を身に

は もちろん、多職種の

えて良い援助ができるよ

付けて戦力の一員になりたいです。

方との連携を大切にしていきたいです。

う頑張りたいです。

笑顔と元気なあいさつを大切に患者様に明る

～趣味は洋裁です～

く前向きな気持ちになってもらえるよう関わ

前の職場では皆勤賞☆体調管理に努め
元気に看護をしたいです。

Ｖ

看護師：梅本

りたいです。

～趣味はテニスです～

・泌尿器科

看護師：栗栖

事務長：佐々木 正裕

自立訓練施設担当課長：世木田

博

これまで児童相談所やこども療育センタ

役所生活 30 年で初めて厚生関係
の職場を経験することになりま
した。
一般市民感覚での提言が何か改

ーなどで主に児童福祉業務に関わって来ま
した。障害者福祉業務に関しては、児童福祉
業務と全く異なった分野ではありませんが、

善に向けてのヒントにでもなれ
ば、と思っています。
明るい職場をモットーにがんば
っていきたいと考えています。

一から勉強したいと思っています。
障害者の皆様が家族や職場地域での生活を
再構築できるよう、相談・訓練等のよりよい
サービスを提供し、多くの方々にご利用いた

メタボ対策として

だけるよう努めて

ゴルフにいそしん

まいります。

でいます。

由美

綾

看護師：千石

博子

患者様に「安心できる」

リハ看護は初めてなので新人の

目指すは安心して頼ってもらえる

「元気をもらえる」と言われる

気持ちで何事もチャレンジして

看護師です！！回復期の患者様が

看護を目指し、興味ある専門分野をみつ

いきたいです。患者様といろんなこと

元気に帰って行かれるのを

けたいです。趣味：アウトドア、インド

を感じながら援助していきたいです。

見るのが楽しみです。

アどちらもできます。

お笑い大好き！笑顔で頑張ります。

色々チャレンジしたいです。

看護師：

曽根

麻美

看護師：谷永

春菜

患者様とともに笑顔でいられる

看護師だけで満足せず、色々と

ような看護師になりたいです。

視野を広げて資格取得など

特技：どこでも寝られる

チャレンジしたいです。

趣味：こどもとソフトテニス、

～新幹線大好き、趣味は旅行です～

バトミントン、バレーなどやることです。

看護師：沖元

香澄

日々勉強し、いつでも笑顔と思いやり
を忘れない看護師になりたいです。
ミスチル大好き☆
野外ライブに行くのが好きです。

−２−

看護師：宮本

看護師：市川

祥子

看護師：寺谷

みずき

明るく笑顔で楽しくをモットーに
がんばります。
特技：バレーボール
趣味：読書、ＤＶＤ鑑賞

栄養士：森里

麻未

大学を卒業したばかりで未熟者

どんな時でも笑顔で

ですが、一生懸命頑張って、

コミュニケーションを

患者様の支えになりたいです。

とっていきたいです。

小中高とバレーボール部でした。

食べることが大好きです☆

−３−

