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令和4年4月より広島市立リハビリテーション病院副院長として勤務
しております。昭和63年、昭和の最後に医師になって平成、令和と34
年が経ちました。最初は整形外科でしたが、平成8年4月から4年間広島
市身体障害者更生相談所勤務となり、以後はリハビリテーション科が
専門です。平成13年4月に広島大学病院勤務となり、平成22年7月から
昨年度末まで広島大学病院リハビリテーション科の教授を拝命してい
ました。

リハビリテーション医学の目的は「治らない病気」に対応すること
なので、「病気を治す」ことを目的とした治療医学とは異なります。
病気が治らないとダメではなく、その人らしい新たな生活を提案し
実行することが求められます。老化も治らない病気なので、リハビリ
テーション医学は日本の高齢化問題を解決する手段と言えます。

病気や老化で生活が難しくなっても、広島市立の病院として、住民
の皆様を全力で支援していく所存です。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

木村 浩彰
きむら ひろあき

令和４年度 新任医師の紹介

令和３年度 病院利用実績

入院患者リハビリ単位数 8.5 単位/日（全国平均6.5単位/日）

在宅復帰率 85.8 ％ （全国平均79.0％）

実績指数（※） 47.7 （全国平均45.2）

平均在院日数 68.5 日

退院患者先 77.1 ％が自宅退院

※ 入院期間中のリハビリ効果を示す指標（回復期リハビリ病棟の施設要件は40以上）
注．全国平均の各数値は回復期リハビリテーション病棟協会2021年2月調査報告書より

広島市内、県内の急性期病院
から多くの患者さんをご紹介
していただいています。

脳血管疾患

50%

整形・脊損・脊椎 37%

神経内科・神経難病 8%

廃用症候群 5%

主病名別入院患者

0 50 100 150 200

90歳以上

80～89歳

70～79歳

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

19歳以下

年齢別内訳

入院相談は医療支援室までご連絡ください
連絡先： (082)849-2801（直通）

これまで脳神経外科医として脳卒中、脳腫
瘍、頭部外傷などの診療に携わってきました。
国民病とも呼ばれる脳卒中の治療は、より
高度な治療が日進月歩で取り入れられ発展が
著しい領域です。脳疾患の後遺症で悩まれる
ケースが以前より減ったとはいえ、リハビリ
テーションによる機能回復が重要であること
は変わりません。患者さんのお手伝いができ
ますよう、がんばります。

どうぞよろしくお願い致します。

脳神経外科
部長

たけした しんいちろう

竹下 真一郎

この４月から広島市立リハビリテーション
病院で勤務させていただくこととなりました。
専門は脳神経内科で、以前の病院ではボツリ
ヌス治療の専門外来を担当しておりました。
痙縮などのボツリヌス治療で患者さんのお役
に立てればと思っています。

まだ慣れない部分もありますが、脳・神経
疾患の患者さんのリハビリテーションを中心
に力になれればと考えています。

よろしくお願い致します。

脳神経内科
副部長

むぐるま かずき

六車 一樹

出 身 地：広島県 趣味：読書（漫画の立ち読み）
座右の銘：神は細部に宿る（God is in the details.）

平均年齢 68.3歳
（全国平均 76.9歳）

田部 MSW白井 看護師長

脳血管疾患の割合が半数です。整形疾患の割合が

増加しており、中でも骨盤等骨折術後の方が増加

傾向にあります。

若年の患者が多いことが当院の特徴です。

併設の自立訓練施設と連携した支援を

行っています。

安佐南区にある広島市総合リハビリテーションセンター内の回復期の病院・障害者支
援施設の広報誌です。地域の連携機関との距離を、いっぽいっぽ近づけていきたい…
そんな思いでこの広報誌を発行しています。

(人)

リハビリ
センター

副院長
リハビリテーション科



回復期セラピストマネジャーの取組み

当院のリハビリテーション技術科には、現在、
PT 1名、OT 2名、ST 1名の4名の回復期セラピ
ストマネジャー（以下、セラマネ）が在籍して
おり、今年度もPT 1名が受講しています。

セラマネとは、回復期リハビリテーション病棟
協会が主催する養成講座を受講し、試験に合格し
たセラピストです。

セラマネは職種の枠を超えて業務管理、人材育
成、他職種連携を促進し、より効果的で効率的な
回復期リハが提供できるよう院内の資源をマネジ
メントするための存在とされています。

当科での役割としては主に提供する訓練の質の
向上、科内のチームビルディング、他職種連携を
促進するための研修会の企画をしています。

当科は在籍するセラピストが70名を超え、経験
年数も幅広く、多様な人材を有する組織となって
います。

多様な人材を活かし提供する訓練の質を高めて
いくためにセラマネの果たす役割は年々大きく
なっています。

当院の脳神経外科では、脳神経内
科と協働しながら、幅広い神経疾患
の患者さんの治療を外科的視点から
サポートしています。

特徴的な治療としては、Multiple 
operated back(MOB)、Complex 
regional pain syn-drome(CRPS)、
脊髄損傷や脳卒中後の難治性疼痛な
ど、いわゆる神経障害性疼痛に対す
る神経刺激療法が挙げられます。

また、痙縮に対してはボツリヌス

療法が行われますが、難治な症例に
対してはバクロフェン持続髄注療法
を行うことがあります。

これらは機能神経外科と呼ばれ、
患者さんのQOLを上げることを目的
とした手術です。脳神経内科と綿密
な協議のうえ、リハビリ加療に加え
て、後遺症に対しても積極的な治療
介入を目指しています。

毎週木曜日に外来を行っています。
難治性の疼痛や痙縮、不随意運動、
頭痛などでお困りのことがありまし
たらいつでもご連絡ください。

左から リハビリテーション技術科
重松 邦彦（PT）、園山 健（OT）
水口 聡子（OT）、柏田 孝志（ST）

※ 保険診療の対象内での診療を行っています。まずはかかりつけの先生にご相談
をしていただき、ご紹介をしていただいたうえで、外来予約をお願いします。

毎月第３火曜は

“フットケア外来”の日

「歩くためのフットケア」をテーマに、たこやうおのめ、巻き爪な
どでお困りの患者様に対して、平成28年度から “フットケア外来”
を開設しています。

毎回平均６名の方が継続的に来院され、痛みが楽になり歩きやすく
なったと喜ばれています。

当院を退院後の患者様が中心ですが、通院できる方でフットケア
外来のご希望がありましたら、ぜひお勧めください。

患者さんのフットケアを行う皮膚・排泄ケア認定看護師倉本美和 ☞

難治な症例にも対応した 機能神経外科外来 を始めました

外来連絡先：(082）848－8001（代表）

詳細はお気軽にお電話でご相談ください。

脳神経外科 部長
医師 竹下 真一郎

入所利用

A さんの

ある1日

障害者総合支援法に基づき、通所または
入所による自立訓練（機能訓練・生活訓練）
サービスを提供しています。具体的には、
障害のある方々に地域生活に向けた動作練習
や家事訓練などの実践的な取り組みとともに、
就労や復職の支援を行っています。

また、短期入所サービスも提供しています。
今号では、毎日の過ごし方を紹介します。

? 自立訓練施設って

ど ん な と こ ろ

昼食メニュー

令和4年7月1日の昼食メニュー
は、園芸療法で収穫したジャガイモ
を使った“ビシソワーズ”でした。
冷たくておいしいと評判でした。

訓練メニュー

1～4コマ目の内容は、利用者さん
ごとにそれぞれの目標達成に向けて、
複数の訓練プログラムを組み合わせ
て時間割を作成しています。

高次脳機能障害の理解を深めるた
めグループ単位の訓練もあります。

自立訓練施設のその他の訓練について、オンライン見学会
でも紹介しています。
ぜひ、お気軽にご参加ください。（詳細はHPで）

※ 写真は特定のご利用者を示すも
のではありません

6:30

7:45

9:20
9:30
▼

10:30
10:45
▼

11:45
12:00
13:00
▼

14:00
14:15
▼

15:15
15:30
▼

16:30
18:00

22:00

起 床

朝 食

朝の会
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