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厨房・食堂・売店のご紹介COCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCO

こころ通信

この度4月1日より広島市総合リハビリテーションセンター様の病院給食・外来食堂・売店を同時に運営させて頂くこととなりま
した株式会社日米クックと申します。
弊社は昭和28年の創業以来今年で丁度60周年を迎えることができました。これも一重にお客様のおかげと感謝しておりま
す。広島市総合リハビリテーションセンター様においてもお客様の満足を第一として業務
に邁進してまいります。何卒宜しくお願い申し上げます。
病院給食では回復期という特性も踏まえ、安全、安心な食事サービスの提供に努めて
まいります。アレルギー等、様々な対応にもミスのないよう細心の注意を払い、全員で一
丸となって取組んでまいります。
外来食堂では、ニーズに即したメニューを増やし、職員様の昼食弁当も向上させてまい
ります。最近ではアンケート用紙と回収箱を食堂の湯沸しポット横に設置しております。
沢山の御意見を賜わり、より良い食事サービスの提供に繋げてまいりますので御協力
の程、宜しくお願い致します。
売店では、取扱商品や価格の見直しを継続的に行ないます。また、立地的なことも考
慮して両替用の小銭も多目に準備してお客様に喜ばれる運営を目指して日々努力して
まいります。
まだまだお客様に御迷惑をおかけしてばかりですが、何卒ご愛顧賜わりますよう重ねて
お願い申し上げます。

通信

9

Vol.

広島市総合リハビリテーションセンター
〒731-3168 広島市安佐南区伴南一丁目39番1
TEL（082）848-8001
FAX （082）848-8003
e-mail souriha@city.hiroshima.lg.jp

理念・基本方針・利用者の皆様の権利COCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCORO
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）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、地域におけるリハビリテーションを支援します。
（2）利用者の皆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。
利用者の皆様の権利
・あなたには、個人として尊重される権利があります。

行事食のご案内COCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCO
今後の行事食

春の行事食

・あなたには、良質で安全な医療・福祉サービスを平等に受ける権利があります。
・あなたには、あなたの症状や障害の状態、リハビリテーション計画について十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
・あなたには、リハビリテーション計画をあなたの意志で選択し、決定する権利があります。

7月7日：七夕

7月27日：土用の丑の日

8月15日：お盆

・あなたには、診断やリハビリテーション医療について、他の医師の意見を聞く権利があります。

9月16日：敬老の日

10月8日：体育の日

11月3日：文化の日

・あなたには、プライバシーが守られる権利があります。

病院長 新任の挨拶COCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCORO
郡山達男 -病院長-

4月：お花見

5月：子どもの日

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。

7月：土用の丑の日

9月：敬老の日

銀行ATMのご案内COCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCO
食堂・売店・ATMを
ご利用ください（＾－＾）
当センターでは、利用者の皆様や職員
の利便性の向上のため、１階の売店横に広島信用金庫のATM
を設置しています。
広島信用金庫の他にも、広島銀行、もみじ銀行、広島市農協、
広島県内他信用金庫のキャッシュカードが利用可能です。
ATMを設置するにあたっての1日の利用件数目安は200件です。

平日の8:45～18:00は手数料、無料です。
皆様、ぜひご利用ください。

利用可能時間：8：45～19：00
＜編集＞広島市総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ広報委員会
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私は今年で医師として36年目となり、専門は神経内科です。22年間
勤務した広島大学脳神経内科から平成21年に広島市民病院神経内
科へ異動し、平成24年から１年間ではありましたが副院長として管理業務の経験ができました。当院に
おいては、これまでの診療・教育・研究の経験や人的交流・連携を活かして当院の運営に尽力する所
存です。
当センターは、リハビリテーション病院に加えて身体障害者更生相談所と自立訓練施設という福祉施
設とで構成された複合施設です。そのために中途障害者の包括的なリハビリテーションサービスが提供
できる施設です。当院としては、このすばらしい社会的な立地条件を活かして、身体障害者更生相談所と自立訓練施設との
協力・連携をさらに深め、両施設を積極的に活用するとともに両施設を支援することにより、地域リハビリテーションに貢献し
たいと考えています。
この度、私を含めて３人の医師が赴任し、常勤医師は９名となり、その内訳はリハビリ専門医６名、神経内科専門医４名、脳
卒中専門医３名、整形外科専門医２名となり、７月には脳卒中専門医を有する脳神経外科医１名が加わる予定です。このよ
うに、脳血管疾患等リハビリと運動器リハビリに関与するすべての専門医が揃い、リハビリ病院としては全国でも屈指の多種
で多数の専門医を擁することから、地域の期待に応えることのできる専門性の高い、良質のリハビリ医療が提供できると思い
ます。このリハビリ医療のレベルを維持し、さらに充実・向上を目指していきたいと考えています。
当院を含めた広島市立４病院が来年４月に独立行政法人化されます。そこで、当院では長年の念願であった365日リハビ
リのために必要なリハビリスタッフや外来言語聴覚療法のために言語聴覚士が増員される予定です。患者の病気には休日
はなく、早期から集中的なリハビリを実施することにより、早期の在宅復帰やより良好な機能回復が期待され、病院の機能向
上にも寄与すると考えます。そのために全職員が協力・連携して取り組むことを期待しています。医療の質を維持し、向上さ
せるためには、職員一人一人が自覚を持って、専門性を高め、資質の向上に努める必要があります。しかし、個人の努力の
みでは限界がありますので、同じ職種あるいは多職種においてチームとして、組織として協働する必要があると考えます。
患者・家族の満足度が高い医療を提供するために、働きやすい働きがいのある職場環境を目指したいと考えています。そ
のために全職員と協力して取り組みたいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。
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事務長 新任の挨拶COCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROC

職員紹介COCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOC
広島で生まれ育ち
地元の大学に入っ
た私は、中学の頃か
ら続けていた卓球部に所属し、朝から晩まで練習漬けの
毎日を送っていました。大学2年生の時には団体戦で西
医体5連覇を目指したものの達成できず、チーム全員で
丸坊主にしたことが一番の思い出となっています。
卒業後は広島大学整形外科学教室に入局し、最初に勤務したのが広島
市民病院でした。当時はバブル真最中ということもあり、仕事終わりにはよく
夜の街に繰り出したものでした。その後、さらに専門的にスポーツと運動器
機能の向上について勉強したいと思い、多くのスポーツ医科学関係者が集
まる筑波大学へ30歳を過ぎた時に飛び込みました。不慣れな環境下で過ご
した無我夢中の8年間でした。その後、再び広島大学病院に戻り4年間、教
育学部で教職として6年間、運動器について多角的に仕事をさせていただき
ました。
この4月からは広島市総合リハビリテーションセンターで勤務させていただ
くことになりました。今後、医療のみならず、社会的、産業的に著しく変化し
ていくであろう分野で、公的に仕事をさせていただけることに感謝していま
す。老いに鞭打ちながらチャレンジ精神を失わないよう努力していきたいと
思っています。

石井良昌 -医師-

佐々木克行 -事務長このたび事務長を拝命しました佐々木克行です。よろしくお願いします。
病院事業局は平成２６年４月からの独立行政法人化を目指していますが、着任
から２ヶ月を経過し、独法化のための課題が見え始め、少々緊張しています。
とはいえ、皆さんと一緒にしっかりと取り組んでいきたいと思っていますので、ご
協力をよろしくお願いします。
仕事の話はこれくらいにして、趣味の「山歩き」の話へ。
もともとは僕の腰痛対策（変形性腰椎症との診断で腰椎の一番下から３つが潰れて今も両足に痺
れ）とメタボ対策で始めましたが、嫁さんもハマってしまい、夫婦で時間がとれれば山へ出かけていま
す。
２年前には、車をＴ社の大衆車から車中泊可能なＮ社のＳＵＶに買い替え、富山、長野はもとより、
東北、北陸まで足を延ばしています。
登っている最中は「何でこんなしんどいことしにきたんかいな、来るんじゃなかった」と思うことが多い
のですが、下山すると「さあ、次はどこへ行こうか」となってしまいます。
天候に恵まれるときばかりではありませんが、やはり「そこに行かなければ遇えないもの、見えない景
色」に遭遇することがあり、また次の山へ行きたくなるのだと思います。（本当は帰ってから飲むビール
が最高なのですが・・・）
みなさんも「いい汗」をかきに山へ行ってみませんか。

総合相談室 室長 新任の挨拶OCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCOROCOCORO
重元美香代 -総合相談室 室長総合相談室室長に着任しました重元美香代です。
福祉の仕事は長くやっておりますが、病院は初めてです。
総合リハビリテーションセンターに異動した感想を述べます。
１、回復期リハビリテーション病棟が何かがわかりました。（患者家族として十指
に余る入院経験がありましたが、回復期リハは未体験！）
２、当センターは緑が多くすばらしい環境に立地しており、敷地全体がリハビリの場になっていること
に驚きました。戸外で、患者さんとリハスタッフがゆっくりとプロムナードを進んで行かれる光景をよく見
かけます。（日差しが強いので、UVケアに気をつけてくださいね。）
３、スタッフが全体的に若く、やさしいので若返った気分になります。（私が平均年齢を引き上げてい
ますが・・・）
このような雰囲気がよいチームの中で、私も早く確かな知識を身に付けて、真心をこめてサービスを
提供したいと思います。
ところで、事を成し遂げるには体力が必要ですが、休日は一時間半位ウォーキングをしています。
ジムもゴルフも長続きしなかったのですが、玄関を出るとすぐ始められる手軽さが気に入っています。
怠けたくなった時は、おまじないのように「老化は足から」と繰り返しながら、歩いています。趣味は、
鉄道の旅です。九州は自然が豊かで、レトロ風や遊び心に満ちた列車があり大好きです。お勧め情
報がありましたら、教えてください。 今後とも、どうぞよろしくお願いします。
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この4月
から着任し
ました嘉村雄飛（かむらゆうひ）です。
専門はリハビリテーション一般ですが、
特に嚥下障害治療と義肢装具療法に力
を入れています。
これまでは国内で一番歴史のある川崎医科大学リハビ
リテーション講座に所属し、小児から高齢者まで、そして
臓器別横割りのリハビリテーション医療を学んできまし
た。またここ2年間は医局派遣で熊本市の回復期リハビリ
テーション病棟立ち上げに従事していました。
医者になった頃は思いもしませんでしたが、いまやひと
まわり以上も歳の離れたスタッフと仕事をしていることに
驚きつつ、これまでの自分の経験が役に立てばいいなと
思っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。

嘉村雄飛 -医師-

新しい仲間とともに、さらなるパワーアップを目指します！よろしくお願いいたします！
寺尾敏昭 -放射線技師-

広島

総リハ
村瀬英子

-総合相談室保健師

主に更生医療を担当してい
ま す。異動して 2 ヶ月、様々
な場面で予防の大切さを痛
感しています。前職場よりも
座っている時間が長く、肩こ
り・運動不足が最近の悩みで、リハセンターの周
り の 緑 を 感 じ な が ら、ウ ォ ー キ ン グ を し た い
なぁ・・・と思う今日この頃です。皆様にご指導を
いただきながら、頑張りたいと思いますので、宜し
くお願い致します。

渡邉奈美子

-作業療法士-

作業療法士の渡邉奈美
子です。広島へ嫁ぎ、し
ばらく家事と育児に専念
していました。以前は趣
味でフラダンスをやって
いました。機会があれば、また始めたいと
思っています。まだ分からないことが沢山
で、迷惑をかけるかもしれませんが、頑張
りますのでよろしくお願いします。

4月より放射線科でお
世話になっております
寺尾です。
52歳男性で、戸籍上家
族持ちとなっております。気の弱いおと
なしいおじさんですので若い人の多い
職場に圧倒されています。皆様どうかい
じめないで仲良くして下さいね。

山口将司 -1階 看護師-

2月から勤務をしていま
す。看 護 師 の 山 口 で
す。回 復 期 リ ハ ビ リ 病
棟での経験はありませ
んが、日々新しいことを学びできることを
増やしていきたいと思います。趣味は
サッカーとボクシングです。よろしくお願
いします。

石本菜摘 -栄養士初めまして石本菜摘です。
山口県の平生町出身で
す。（←知ってる方がいた
らぜひ声をかけて下さい！
笑）好きな言葉は「いつも
心にユーモアを」「信じる者は救われる」です。
新社会人になって慣れない事が多く、日々、
栄養と人生の勉強に励んでいます。
早く皆さんに頼っていただける栄養士になりた
いと思います。よろしくお願いします。

渡佳子 -臨床検査技師縁あって総リハで働かせて
いただくことになりました。
好きな言葉は「一期一会」
「温故知新」出会ったことに
感謝し、何事にもポジティ
ブに挑戦していきたいです。
よろしくお願いいたします。余談ですが、私の
楽しみは、高2の娘と出かけることです。
小物売り場によく行きます。娘との会話は、本
当に楽しい貴重な時間です。

西尾恵美 -1階 看護師４月から１階病棟に配属
になりました、新人看護
師の西尾恵美です。看
護師を目指す以前は介
護職をしており、職場で
出会った、頼もしく、優しい看護師の先輩
方のようになりたいと、看護師を志しまし
た。日々精進できるよう努力しますので何
卒よろしくお願いします。

重富みゆき -医局事務４月から医局でお世話
になっています。
安佐南区に住んでいま
す。
子供が小学生の時に始
めた野球が好きです。
今は成人野球と中体連になり、応援の日
が少なく残念です。
最近、新たに神楽にはまりました。
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