
 本年４月から赴任しました事務長の飯冨和雄です。どうぞよろ

しくお願いします。 

 私は、これまで広島市役所の教育委員会や財政局、市民局など色々な部署を経験してき

ましたが、その中で平成１６年から４年間は、病院事業局の経営管理課で人事給与関係の

業務を担当していました。ちょうどその時期は、健康福祉局において総合リハビリテー

ションセンターの開設準備が行われていまして、私自身はその業務に携わっていません

が、新しい施設への大きな期待とともに、自分の担当業務への影響について少しの不安を

抱きながら開設を待っていたように記憶しています。残念ながら開設と入れ違いに他の部署に異動となりま

したが、このたびの人事異動で事務長を拝命し当センターに赴任しましたことに、少なからずご縁を感じて

います。 

 当センターに赴任して早いもので５ヶ月が過ぎました。これまで私が感じました当センターの印象を少し

述べさせていただきます。まず、市内中心部からバスで約３０分しか掛からず、思ったより近いというこ

と。バス停が敷地内にあるので雨に濡れないで施設内に入ることができること。緑が多く屋外にはリハビリ

のための階段や園路があり、敷地全体がリハビリの場となっていること。建物はまだまだ新しく、外光が多

く採り入れられどこも明るく清潔な素晴らしい施設であること。以上は施設面から感じたことですが、職員

の皆さんやセンター全体からは、皆さん若々しくて、物事に前向きで常にステップアップを目指していると

いう印象を受けました。新たな事業にも積極的に取組んでいて、昨年度は３６５日リハビリテーションを導

入されましたし、言語外来の充実も図られました。病床稼働率や在宅復帰率などの指標においても計画を上

回る実績を上げています。こうしたことは、職員の皆さん一人ひとりがそれぞれの部署で協力･連携して前向

きに取り組んでこられた結果であり、その取組みに対し敬意を表しますと同時に、私自身もセンターの一員

として皆さんに負けないよう力を尽くして行きたいと思っています。 

今年度は、更なる地域リハビリの充実を目指して、当院及び施設を退院・退所された患者・利用者の方の

在宅療養への移行を支援するための訪問リハビリテーションや訪問看護の実施に向けた検討や自立訓練施設

の利用促進策として障害者特定相談支援事業所の開設や施設利用者への外来リハビリテーションの提供につ

いての検討も行われています。また、こうした取組みと平行して、来年に向けて医療情報システムの更新も

着実に進めていかなくてはなりません。そのほか様々な課題はありますが、病院長のもと職員の皆さんと一

緒にしっかりと取り組んで行きたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。 

ここからは私の趣味の話ですが、数年前から健康のためサイクリングをしています。休日の天気のいい日

に半日ほど走るのですが、景色のいい中を風を切って走るのは気持ちのいいものです。私の場合は自宅が可

部ですので太田川沿いに加計方面、５４号線を北上して土師ダム辺りが定番のコースですが、最近は車で遠

出をしてサイクリングするようになりました。そこで、皆さんにお願いなのですが、良いコースをご存知な

ら教えていただけないでしょうか。コースはできるだけ平坦で、できれば途中に地元の特産品を使ったおい

しいお店があるなどの“お楽しみ”があるとなおいいです。よろしくお願いします。  

事務長 飯冨和雄 

新任のごあいさつ 

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。 

・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。 

・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。 

・あなたには、プライバシーが守られる権利があります。 

理念・基本方針・利用者の皆様の権利 

地 方 独 立 行 政 法 人 広 島 市 立 病 院 機 構 

広島市立リハビリテーション病院・自立訓練施設 

〒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 riha-hosp@hcho.jp 
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4 ＜編集＞広島市立リハビリテーション病院・自立訓練施設 広報委員会 

 TOPICS 
☆新任のごあいさつ（事務長） ☆新入職員紹介 ☆身体障害者特定相談支援事業所について 

☆第2回市民公開講座について ☆行事食 ☆理念・基本方針・利用者の皆様の権利 

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7日：七夕       7月27日：土用の丑の日   8月15日：お盆  

9月16日：敬老の日   10月8日：体育の日      11月3日：文化の日  

7月：土用の丑の日 9月：敬老の日 

今後の行事食 

4月：お花見 5月：子どもの日 

行事食のご案内 

 

広島市総合リハビリテーションセンター 第2回 市民公開講座 
～リハビリテーションについて知識を深め、地域でいきいき生きるために～ 

【講演】 

脳卒中を予防するために

生活習慣病を管理しよう 
広島市立リハビリテーション病院  

病院長 郡山達男 

 

【講演・実技】 

食べる仕組みを知り、い

つまでもおいしい食事を 
広島市立リハビリテーション病院 

リハビリテーション科  

言語聴覚士 柏田 孝志 

 

【講演・実技】 

ゆっくり体操で、転ばな

い、転んでもけがしない

生活を 
広島市立リハビリテーション病院 

リハビリテーション科 

作業療法士 副技師長 矢田 かおり 

主任技師 園山 健 

理学療法士 主任 橋本 貴正 

【申込方法】 

①郵便番号、②住所、③受講代表者の

お名前（フリガナ）、④受講人数をご

記入の上、下記のいずれかの方法

で、広島市立リハビリテーション病

院 医療支援室 市民公開講座

係へお申し込み下さい。 

はがき：〒731-3168広島市

安佐南区伴南1-39-1 

FAX：082-848-8003 

メール：ikyoku@soriha-

hiroshima.jp 

 

 

【申込締切】 
平成27年10月12日（月） 
申込多数の場合は先着順となります。 

 日時：平成27年10月25日（日） 

    13:30-15:30（開場13:00） 

 

会場：広島市立リハビリテーション病院 

    2階 研修室 

 

対象：一般市民・医療・保健・福祉関係者 

 

定員：60名 入場無料 
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新入職員のご紹介 

4月からお世話に

なっております 

看護師の 

長木鞠香です。

戸惑うことも多い

毎日ですが、優しく、時に厳しく

指導してくださる先輩方に早く追

いつけるよう一つ一つ出来る事を

増やして行きたいと思います。 

2階病棟看護師の

陰浦拓矢です。

右も左も分からな

い状態ではありま

すが、少しずつ前

に進めるよう日々努力していきま

すので、これからもご指導、ご鞭

撻を宜しくお願いします。 

生活支援員の 

横尾秀憲です。

この春より自立訓

練施設に入職致し

ました。分からな

いことも多く周囲に迷惑をおかけ

することもありますが、早く一人

前になれるよう頑張りますので宜

しくお願いいたします。 

広島市立リハビリ

テーション病院・

自立訓練施設で 

生活支援員とし

て働かせて頂いて

おります、芝山将吾と申しま

す。日々、勉強に励み、精進して

いきますので宜しくお願い致しま

す。 

作業療法士の 

中島淑子です。4

月からお世話に

なっております。

多々ご迷惑をおかけするかと思い

ますが、ご指導のほどよろしくお

願いします。 

自立訓練施設でお

世話になっており

ます生活支援員

の岡田みどり 
です。新しい環境

に戸惑うこともありますが、

日々、色々な事を吸収して頑張り

たいと思います。宜しくお願いい

たします。 

看護師の 

大野奈美です。今

年の春に広島皆実高

校を卒業しました。

まだまだ慣れないこ

とが多いのですが、向上心をもっ

て、明るく元気に頑張っていきた

いと思いますので、よろしくお願

いします。  

2階病棟に配属にな

りました看護師の

福島仁美と申し

ます。入職して半年

が経ちますが、 

先輩方が優しく丁寧に指導して下

さり、充実した毎日を過ごしてい

ます。これからも頑張りますので

よろしくお願いします。  

看護師の 

梶本沙希子です。

学生時代から回復期

リハビリテーション

病棟で仕事がしたい

と思っていました。不慣れな点も沢

山ありますが、先輩方と協力し、質

の高い看護が提供できるよう日々努

力していきたいと思っています。よ

ろしくお願いします。 

初めまして。 

理学療法士１年目

の益本英司です。

広島市立リハビリ

テーション病院で臨

時職員として勤務させて頂いてい

ます。寝ること食べること話すこ

とが大好きです。宜しくお願い致

します。 

2階病棟看護師の 

中村彩子です。患

者さんのリハビリに

懸命に取り組む姿と

笑顔に元気をもらっ

ています。先輩方の指導の下、少

しでも患者さんの必要とする看護

を行えるよう頑張りたいと思いま

す。宜しくお願いします。  

初めまして、看護師

の原美咲です。4月

から新社会人として働

き始めて、分からない

ことも多くご迷惑をお

かけしていますが、日々楽しく患者

さんと関わらさせていただいていま

す。今後も笑顔で頑張っていきたい

と思います。 

はじめまして。本年4月

に採用となりました 

理学療法士の 

古田圭司です。以

前は整形外科クリニッ

クで働いており回復期病棟は初めて

となります。1日でも早く、患者さん

が笑顔になっていただくために勉強

してまいりたいと思います。どうぞ

よろしくお願い致します。 

2階病棟配属になりま

した理学療法士の

福利 崇と申しま

す。出身は三次で

す。 

現状に甘んじることなく、少しで

も患者さんのお役に立てるよう、

日々努力してまいります。どうぞ

よろしくお願い致します。 

本年4月に入職しました

理学療法士の 

升田勇樹です。趣味

はアウトドア、写真撮

影です。入職して4ヶ月

まだまだ不慣れな部分が多く、皆様

にはご迷惑をかけてしまっている毎

日ですが一生懸命頑張りますので宜

しくお願いします。 

本年度4月より広島

市立リハビリテー

ション病院リハビリ

テーション科医師
として働いておりま

す上田健人です。

患者さんやそのご家族、そして関

わる全ての人にとって最良のリハ

ビリテーション医療が提供出来る

ように努力していきたいと思いま

す。まだまだ分からないことが多

く、色々とご迷惑をおかけすると

思いますがよろしくお願い致しま

す。 

医療支援室長の

松浦雅夫です。昭

和56年から広島市役所

の様々な部署で勤務し

た後、４月に市立看護

専門学校総務課から異

動してまいりました。病院勤務は初

めてです。60歳定年まで2年間、微力

ながら患者さんのため精一杯頑張り

ます。よろしく御指導いただきます

ようお願い申し上げます。なお、自

宅はゆめタウン広島の近くで、初め

て自動車で通勤しています。休日に

は温泉好きの妻と近場の温泉に行っ

て過ごしています。  

この度、4月1日付けで

リハビリテーション病

院事務室に異動とな

りました船津富夫
です。これまで勤務し

ていました舟入市民病院とは、仕事

の進め方がかなり異なり、同じ機構

の病院でもなぜこんなに違うのかと

最初は戸惑いましたが、やっと慣れ

てきたところです。今後は当院の運

営が少しでもスムーズにいくよう微

力ながら手助けをできたらと考えて

います。今後とも、よろしくお願い

します。  

本年度4月に着任しま

した薬剤師の 

内薗令子です。薬

剤科は病院開設時より

不動のメンバーでした

ので、新顔登場は初め

てとなります。よろしくお願いしま

す。今までの病院では分担していた

業務も、リハビリテーション病院で

は薬剤に関する業務全てなので、そ

れこそ「いっぽいっぽ」の毎日で

す。長年の広電通勤から車通勤にな

りました。週末の買い物程度の運転

歴でしたので、今はまだ緊張しなが

らハンドルを握っています。 

この4月から放射線科

に着任いたしました 

診療放射線技師

の板原広史です。

2年前から体力不足を

補うためランニング

をはじめ、最近では休みの前の日

に南区の自宅まで走って帰宅して

います。素人ランナーですので、

見かけた際にはそっと微笑んでく

ださい。今後とも、皆様にご指導

をいただきながら、培った体力を

生かし頑張っていきますので、宜

しくお願い致します。 

作業療法士の 

滝川智絵です。

職種を問わず多く

の 方 に 助 け て 頂

き、大変感謝して

います。休日は趣味である絵画、

水泳、サイクリングを楽しみ、け

じめをつけて仕事に励めるよう頑

張りたいです。 

4月に入職いたしま

した理学療法士

の岩本晃一で

す。理学療法士と

しては6年目で以前

は介護老人保健施設で生活期、維

持期の高齢者の方を対象にデイケ

アで仕事をしていました。よろし

くお願いします。 

はじめまして。 

看護師の 

一瀬由紀子で

す。患者さんとの

関わりを大切にし

ながら、早く一人前の看護師とな

れるよう日々努力していきたいと

思います。ご指導宜しくお願いし

ます。 
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初めまして、看護師

の一瀬正伸です。4

月より1階病棟で働かせ

て頂いています。1年目

で右も左も分からず、リハビリ看護

の奥深さを日々痛感する毎日です。

未熟者ですが、御指導宜しくお願い

します。 

 今年の４月から障害福祉サービスの利用には、特定相談支援事業所の相談支援専門員

が作る「サービス等利用計画」の作成が必要になりました（自分でセルフプランを作成

することも選択できます）。 

 サービス等利用計画とは、サービスの利用者に対して、その人をとりまくあらゆる視

点（福祉、保健、教育、就労など）に立って、その人らしく地域で自立した生活を支え

るために作る計画です。今後の生活に対するご希望や目標をうかがい、「サービス等利

用計画」の内容等一緒に考えさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。 

身体障害者特定相談支援事業所がオープンしました！ 
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相談支援専門員 

河越 直臣 

職員一丸となって質の高い総合的な

リハビリテーションサービスが提供で

きるよう努力して参ります。宜しくお願

い致します。 


