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◆ 乳房を手術された方のために乳房を手術された方のために乳房を手術された方のために
　当院の外科病棟では乳癌患者様の受け入れも
行っています。病状によって異なりますが、ほ
とんどの患者様が乳房の一部切除や全摘出等の
外科的治療を受けられます。手術後は、乳房の
バランスが崩れたり、人目が気になったり女性
らしさが損なわれたように感じることもあるか
と思います。
　術後平均して一週間程度で退院される患者様
に対して、日常生活を送られる中での悩みや不
安には充分にお答え出来ないと感じ、平成２４
年頃より乳癌患者様への相談・試着会を不定期
で開催してまいりました。
　現在、地域に根差した病院として貢献できる
よう、専門スタッフも迎え、専用下着や水着等
の試着相談、商品の注文もしていただけるよう
に提携し、５月・１１月の年２回での開催を目
標に取り組んでおります。
　不安や悩みで落ち込む事が減らせるようなお
手伝いが出来ますよう、術前後問わず乳癌治療
中の患者様、ご家族様のご参加を心よりお待ち
しております。

◆ 新任医師・スタッフ紹介新任医師・スタッフ紹介新任医師・スタッフ紹介

平成30年4月に内科医師として着任い
たしました。昨年までは奈良県総合医
療センター消化器・糖尿病内科で勤務
しておりました。慣れないことも多く、
ご迷惑をおかけすることあるとは思い
ますが、微力ながら地域の皆様方の健
康に貢献できればと思います。どうぞ
宜しくお願い致します。

内　　科

友岡　文優
（ともおか　ふみまさ）
愛知医大　平成25年卒

平成30年4月より着任しました。
昨年度まで奈良医大消化器内科で
勤務しておりました。
若輩ではありますが、フットワーク
軽く少しでも患者様のお役に立て
るよう東奔西走していきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

内　　科

枩本　一祐
（まつもと　かずすけ）
奈良医大　平成27年卒

平成30年4月1日より地域医療連携室
で勤務させていただいております。
まだまだ、未熟者ですが、患者様、ご
家族さまのお役に立てるよう精一杯
頑張ります。
よろしくお願い申し上げます。

地域医療連携室

小林　千華
（こばやし　ちか）
社会福祉士

◆職員からのご挨拶

　平成２８年４月よりリハビリテーションセンター長として
赴任し、奈良医大神経内科在職中に非常勤医として当院に勤
務していた６年間も合わせますと、本当に多くの患者様の診
療にあたらせていただいております。
　さて当院リハビリテーション科には理学療法士８６名、作
業療法士１９名、言語聴覚士１６名を配し急性期、回復期、
維持期とそれぞれの時期に適切なリハビリテーションを

３６５日体制で提供できるように実施しています。また平成まほろば病院をはじめへいせいク
リニック、介護老人保健施設鷺栖の里、特別養護老人ホームたかとり、通所介護事業所リハビ
リあ・える神宮前、あ・える田原本、訪問リハビリテーション等の関連施設をあわせますと、
法人全体の療法士は総勢２００名を超え県内随一の規模を誇るのみでなく、法人内の各施設間
の密な連携を行い急性期から回復期、在宅までを通し一貫したリハビリを行うことのできる
「フルセットリハビリテーション」を実施できる県内唯一の施設ではないかと自負しておりま
す。また、昨秋からは痙縮に対する治療を行う「ボトックス外来」も開設しました。
　平成３０年度診療報酬・介護報酬同時改定に対応し法人全体として医療保険から介護保険へ
の移行の推進を図るべく各施設間での連携をさらに密にしていきたいと考えています。年３回
院内開催のリハビリセミナーによる地域の患者様及び御家族の方々への啓蒙活動や、昨年から
開催している年１回の法人全体の学術会議により法人全体のレベル向上にも努めていきます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

試着・個別相談会の
お知らせ

日時：平成30年5月30日(水)
　　　11:00～13:00
場所：平成記念病院･7階第1会議室
　　(北館エレベーターで7階まで
　　　　　　　　おあがりください）

お問い合せ先：
平成記念病院 0744-29-3300(代）
　　6北病棟：武藤・杉本・谷口

※サイズの確認だけでも結構です。
　お気軽にお越しください。



外来化学療法室（ケモ室）から外来化学療法室（ケモ室）から外来化学療法室（ケモ室）から◆

　今回は、フルマラソンにも出場されるなど、スポーツマンの米田診療所院長・米田 岳史先生に
取材させていただきました。

Ｑ：開院されたのはいつですか？
Ａ：約５０年前に父が開業し、４５年前に現在の場所に開院しました。
　　私は平成１８年から診療しています。
Ｑ：専門は？
Ａ：整形外科で特に外反母趾や外脛骨等の足を専門としています。
Ｑ：必要に応じて往診は可能でしょうか？
Ａ：往診の数は多くないですが、在宅医療に力を入れています。
　　依頼があれば夜間も訪問しています。最近は在宅介護が難しく、
　　施設に入る方が増えていますね。
Ｑ：貴院の強みは？
Ａ：整形と内科の両方で支援できることです。
Ｑ：今後の目標をお聞かせ下さい。
Ａ：地域の住民の皆様に安心していただけるような診療所、そしてスポーツ専門医としてもやっ
　　ていきたいです。
Ｑ：平成記念病院へ要望はありますか？
Ａ：こちらからの紹介に迅速に対応していただいています。出来れば当診療所の近くの方を紹
　　介していただきたいですね。また、どのような検査ができるのか情報発信していただき、
　　スムーズな予約ができるようにして連携を図っていきたいです。

　お聞かせいただいたご意見は今後検討させていただきます。お忙しい中、ご丁寧に対応いただ
きありがとうございました。

地域の医療機関の先生から
院長  米田  岳史  先生  ≪橿原市東坊城町≫【米田診療所】 　平成２７年７月の改築工事を経て、外来化学療法室は開設

され、早いもので３年目を迎えました。
　今までは入院で治療されることが多かった、いわゆる「抗
がん剤治療」ですが、近年では副作用対策も万全になり、外
来で治療できることが増えてきています。
　化学療法室では、安全・安心に治療を受けていただけるよ
うに専任の看護師が対応させていただいております。テレビ
も配置されており、ご家族の付き添いも可能です。副作用対
策や自宅での過ごし方など、ＱＯＬを低下させないように、
医師や薬剤師とも連携しながら「その人らしく」を大切に考
えております。時には電話相談にも応じながら、辛いと感じ
ることの多い抗がん剤治療を、少しでも心身の負担を取り除
けるように、患者様、ご家族様を含めてのケアに取り組んで
います。

　昨年１０月、貴院に紹介されるまで何回となく転倒を繰り返しておりました。
貴院での検査の結果、頸動脈狭窄症であることが判明し、他院でのステント留置の
手術後、１２月に再び貴院リハビリテーション病棟に入院の運びとなりました。
　当初、私は「もう８８歳の老衰。今更何をしても無駄。回復は無理。」と全く
期待しておりませんでした。しかし、私の無気力に反し、先生方はあきらめなど
微塵も感じさせない熱意で、日々リハビリに尽力してくださいました。まず、支

えなしで座れるように、次は立ち座りが楽に、そして、自立歩行が出来るように、さらに身の回り
のことは不自由がなくなり、遂には３月１９日に退院する事が出来たのです。
　退院後のリハビリにつきましては、地域医療連携室の担当の方が、私の希望に添えるようにと親
身になって数多くの提案をしてくださって、週に３回のリハビリ、２回の入浴サービスを受けられ
ることとなりました。
　私に残された時間は短いものかも分かりませんが、人生を諦めることなく、退院後もリハビリに励
み、一日一日を大切に送ることが、今回、皆様から受けた御恩に報いることだと思っております。
　３月３０日、８９歳になり、今年も桜を楽しむことが叶いました。私の治療に携わってくださっ
た、貴院スタッフの皆様に心より感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　中村　武
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回復期リハビリテーション病棟と専従医の紹介回復期リハビリテーション病棟と専従医の紹介◆

　回復期リハビリ病棟入院料Ⅰに体制強化加算
Ⅰが算定されるためには、指定の研修を受けた
常勤医師（専従医：原則として外来診療が出来
ない）１名以上の他に、専従の理学療法士３名
以上、作業療法士２名以上、言語聴覚士１名以
上と社会福祉士１名以上の配置が必要です。ま
た本年度より管理栄養士の参加が望ましくなり

ました。当該病棟の要はリハビリ医・専従医・看護師の他に各職種が定期的に行う“チームアプ
ローチ”としての“カンファレンス”（写真）です。カンファレンスでは、リハビリの現状、機
能的自立度（ＦＩＭ）や日常生活動作（ＡＤＬ）等の評価、介護保険の認定を受けておられるの
か、出来るだけご家族の希望を聞いた退院後の行き先などについても話し合っています。

リハビリテーション科専従医　深井　泰俊・足立　豊彦

第３回平成記念病院リハビリセミナーにご参加下さい！回平成記念病院リハビリセミナーにご参加下さい！第３回平成記念病院リハビリセミナーにご参加下さい！◆
日　　時：平成３０年５月２７日（日）　１３：００～１４：００
場　　所：平成記念病院１階リハビリテーション室
対　　象：患者・患者家族・地域住民の皆様
事前申込：不要
参 加 費：無料
プログラム：『長生き呼吸法』　　　　リハビリテーション課　係長　坂本雅尚（理学療法士）
　　　　　　『指体操で脳がイキイキ』リハビリテーション課　係長　安田圭吾（作業療法士）
お問い合わせ先：平成記念病院 リハビリテーション課 TEL：0744-29-3300

テレビを見ながら、治療を受けられます。

＊「化学療法」は英語で｢ケモセラピー｣(chemotherapy)なので
　「ケモ室」と呼んでいます。 ウイッグの試着もできます。
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　　　　　　『指体操で脳がイキイキ』リハビリテーション課　係長　安田圭吾（作業療法士）
お問い合わせ先：平成記念病院 リハビリテーション課 TEL：0744-29-3300

テレビを見ながら、治療を受けられます。

＊「化学療法」は英語で｢ケモセラピー｣(chemotherapy)なので
　「ケモ室」と呼んでいます。 ウイッグの試着もできます。

回復期リ リテ 病棟回復期リハビリテーション病棟と回復期リハビリテーション病棟と回復期リハビリテーション病棟と◆

　回復
Ⅰが算
常勤医
ない）
以上、
上と社
た本年

ました。当該病棟の要はリハビリ医・専従医・看護師の
ローチ”としての“カンファレンス”（写真）です。カ



＊連携室便りの名称「ウィンクル」は
　ラテン語の「絆」(vinclulum) です
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◆ 乳房を手術された方のために乳房を手術された方のために乳房を手術された方のために
　当院の外科病棟では乳癌患者様の受け入れも
行っています。病状によって異なりますが、ほ
とんどの患者様が乳房の一部切除や全摘出等の
外科的治療を受けられます。手術後は、乳房の
バランスが崩れたり、人目が気になったり女性
らしさが損なわれたように感じることもあるか
と思います。
　術後平均して一週間程度で退院される患者様
に対して、日常生活を送られる中での悩みや不
安には充分にお答え出来ないと感じ、平成２４
年頃より乳癌患者様への相談・試着会を不定期
で開催してまいりました。
　現在、地域に根差した病院として貢献できる
よう、専門スタッフも迎え、専用下着や水着等
の試着相談、商品の注文もしていただけるよう
に提携し、５月・１１月の年２回での開催を目
標に取り組んでおります。
　不安や悩みで落ち込む事が減らせるようなお
手伝いが出来ますよう、術前後問わず乳癌治療
中の患者様、ご家族様のご参加を心よりお待ち
しております。

◆ 新任医師・スタッフ紹介新任医師・スタッフ紹介新任医師・スタッフ紹介

平成30年4月に内科医師として着任い
たしました。昨年までは奈良県総合医
療センター消化器・糖尿病内科で勤務
しておりました。慣れないことも多く、
ご迷惑をおかけすることあるとは思い
ますが、微力ながら地域の皆様方の健
康に貢献できればと思います。どうぞ
宜しくお願い致します。

内　　科

友岡　文優
（ともおか　ふみまさ）
愛知医大　平成25年卒

平成30年4月より着任しました。
昨年度まで奈良医大消化器内科で
勤務しておりました。
若輩ではありますが、フットワーク
軽く少しでも患者様のお役に立て
るよう東奔西走していきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

内　　科

枩本　一祐
（まつもと　かずすけ）
奈良医大　平成27年卒

平成30年4月1日より地域医療連携室
で勤務させていただいております。
まだまだ、未熟者ですが、患者様、ご
家族さまのお役に立てるよう精一杯
頑張ります。
よろしくお願い申し上げます。

地域医療連携室

小林　千華
（こばやし　ちか）
社会福祉士

◆職員からのご挨拶

　平成２８年４月よりリハビリテーションセンター長として
赴任し、奈良医大神経内科在職中に非常勤医として当院に勤
務していた６年間も合わせますと、本当に多くの患者様の診
療にあたらせていただいております。
　さて当院リハビリテーション科には理学療法士８６名、作
業療法士１９名、言語聴覚士１６名を配し急性期、回復期、
維持期とそれぞれの時期に適切なリハビリテーションを

３６５日体制で提供できるように実施しています。また平成まほろば病院をはじめへいせいク
リニック、介護老人保健施設鷺栖の里、特別養護老人ホームたかとり、通所介護事業所リハビ
リあ・える神宮前、あ・える田原本、訪問リハビリテーション等の関連施設をあわせますと、
法人全体の療法士は総勢２００名を超え県内随一の規模を誇るのみでなく、法人内の各施設間
の密な連携を行い急性期から回復期、在宅までを通し一貫したリハビリを行うことのできる
「フルセットリハビリテーション」を実施できる県内唯一の施設ではないかと自負しておりま
す。また、昨秋からは痙縮に対する治療を行う「ボトックス外来」も開設しました。
　平成３０年度診療報酬・介護報酬同時改定に対応し法人全体として医療保険から介護保険へ
の移行の推進を図るべく各施設間での連携をさらに密にしていきたいと考えています。年３回
院内開催のリハビリセミナーによる地域の患者様及び御家族の方々への啓蒙活動や、昨年から
開催している年１回の法人全体の学術会議により法人全体のレベル向上にも努めていきます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

試着・個別相談会の
お知らせ

日時：平成30年5月30日(水)
　　　11:00～13:00
場所：平成記念病院･7階第1会議室
　　(北館エレベーターで7階まで
　　　　　　　　おあがりください）

お問い合せ先：
平成記念病院 0744-29-3300(代）
　　6北病棟：武藤・杉本・谷口

※サイズの確認だけでも結構です。
　お気軽にお越しください。
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