
発行日  2015年１月１日発行日  2015年１月１日

第９号 

編集・発行　社会医療法編集・発行　社会医療法人  人  平成記念病院  地域医療連携室平成記念病院  地域医療連携室 〒634634-08130813
橿原市四条町橿原市四条町827827編集・発行　社会医療法人  平成記念病院  地域医療連携室 〒634-0813
橿原市四条町827

社会医療法人社会医療法人社会医療法人

FAXAX（0744（0744）2929－3393395（直通）（直通）
TEL（0744TEL（0744）2929－3303300（代表）（代表）
FAX（0744）29－3395（直通）
TEL（0744）29－3300（代表）

＊連携室便りの名称「ウィンクル」は連携室便りの名称「ウィンクル」は
　ラテン語の　ラテン語の vinclulumvinclulum〈絆〉からとりました〈絆〉からとりました
＊連携室便りの名称「ウィンクル」は
　ラテン語の vinclulum〈絆〉からとりました

◆ 地域医療連携室実績地域医療連携室実績（平成26年8月～平成26年11月）（平成26年8月～平成26年11月）

新年のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
昨年中、当院に賜りました数々のご厚情とご支援に対しまし
て、職員一同心より御礼申し上げます。
　今後日本は、世界でも類をみない速さで高齢化が進行し、国民の医療
や介護の需要はさらに増加することと思われます。それ故、国は地域の

　　　　　　　　　　　包括的な支援・サービス提供体制の構築を推進しており、当法人も、医療・
介護の一体化を促進するため、平成記念病院を軸として、訪問看護ステーション、居宅介護支援
事業所、通所・訪問リハビリ施設を整備して参りました。また、この包括ケアを一層強化するため、
昨年にはリハビリテーション病院として、平成まほろば病院を開設し、本年には介護老人保健施
設の開設を予定しています。
　このような医療・介護・福祉の連携の実現を、皆様方のご支援・ご指導のもと、図って参りた
いと考えておりますので、今年も宜しくお願い申し上げます。

 平成記念病院 院　長
 平成記念病院 理事長社会医療法人

青 山 信 房 

　明けましておめでとうございます。
　　　本年もよろしくお願いいたします。
　平成まほろば病院は、昨年６月に開院したばかりですが、多くの病院
からご紹介いただき、多くの関係者の方々よりご指導を賜りました。本当
にありがとうございます。心ならずも機能低下に陥りながら、懸命に努力
され、自宅復帰される姿には感銘を受けます。一方思いどおりにいかず
苦悩する患者さんには心が痛みます。

　今後さらにスタッフを充実させ、地域連携を深めながら、在宅復帰・社会復帰の一助となるよう、
良好な療養環境のもとで、適切なリハビリテーションを提供させていただきます。少しでも地域
に愛されるような病院にしていきたいと考えておりますので、皆様のご支援・ご協力の程よろし
くお願い申し上げます。

平成まほろば病院　院長 鴻 池　義 純

件数

124

109

15

②紹介入院患者件数
8月 9月 10月 11月 合計

109 98 105 98 410

③相談介入件数（延べ件数）
8月 9月 10月 11月 合計

急性期 120 103 116 101 440

回復期 388 498 458 282 1,626

地域包括 47 47

外来 28 33 52 85 198

その他 27 0 5 12 44

合計 563 634 631 527 2,355
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福 祉 施 設

病　　　　　　院

在宅復帰率…81.1%

※福祉施設＝特養・養護・グループホーム・ケアハウス・有料老人ホーム・サ高住・障害者
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回復期リハビリテーション病棟の介入退院先（地域包括ケア病棟含む）

32
21

31 25

4

4

4
3

32
21

31 25

4

4

4
3



患者様からの声患者様からの声患者様からの声◆

　１９８６年（昭和６１年）より八木駅前で矯正歯科
専門で開業させていただき２８年経ちました。目指
す治療は歯並びを改善することに加え、多く現在人
が行っています『口呼吸癖を鼻呼吸に。』を矯正治
療の目的に加えています。日頃めったに気を付けて
いなかった鼻呼吸習慣を歯並びを治しながら指導
し、当院の患者さんは、鼻呼吸習慣の良さを実感し
て下さっています。この方針の治療には、極力犬歯
の後ろにある小臼歯は抜かないことが大切と考えて
います。その分智歯（親知らず）の抜歯が必要になっ
てきます。その他にも、一定の位置に萌出してこな
い埋伏歯の誘導の為の外科処置及び装置の装着など

の施術をして頂いています。平成記念病院口腔外科の二十年来の歴代の先生は皆、人情味あふれた
素晴らしい先生方でした。私は、絶大なる信頼を寄せ当院の患者さんを依頼させて頂いています。
　今後とも、地域医療を携わる上でのパートナーとして宜しくお願い致します。

地域の医療機関の先生から
【松川矯正歯科医院】     院長  松川 公洋先生  ≪橿原市≫

専

療

「第３回地域健康セミナー」を開催しました「第３回地域健康セミナー」を開催しました「第３回地域健康セミナー」を開催しました◆
「地域包括ケア病棟」「地域包括ケア病棟」が平成記念病院に開設しましたが平成記念病院に開設しました「地域包括ケア病棟」が平成記念病院に開設しました◆

「平成記念病院病診連携の集い」のご案内「平成記念病院病診連携の集い」のご案内「平成記念病院病診連携の集い」のご案内
日時：平成２７年２月２６日（木）　１７：４５～２０：００

場所：橿原ロイヤルホテル　２階　畝傍の間

内容：特別講演「高齢者のＴｏｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」
　　　東京大学大学院医学系研究科　加齢医学（老年病科）教授　秋下　雅弘　先生

　　　一般講演は「在宅医療について」
　　　訪問診療の立場から、ちゅうわ往診クリニック　　　　　　　　　院長　河田安浩先生

　　　訪問看護の立場から、橿原市訪問看護ステーションやわらぎの郷　所長　石原裕佳様
※詳細につきましては、後日、ご案内させて頂きます。

◆

　私は、平成２２年６月（７０歳）に脳梗塞を発症し右片麻痺状態になり、
懸命なリハビリを経て４年半経過しました。現在は杖を片手に宿泊旅行
にも行ける迄回復する事ができました。しかし、麻痺側の腕は未だに食
事や文字書きは出来ずに左手に頼っています。
　発症から１８０日で退院させられた時は、やっと車椅子を外した程度で
した。「とにかく回復したい」の一心で気持ちは焦るばかりの毎日でした
が、目を覚ましてくれたのは、平成２３年９月にＮＨＫスペシャルで放
映された「脳卒中の効果的なリハビリ」で鹿児島大学　川平教授の「促
通反復療法（川平法）」の番組でした。大阪で川平法の研修会がある事を

知り参加していた時に、近畿で唯一平成記念病院のリハビリが川平先生公認で促通反復療法を実施
している事を知りました。早速約 2ヶ月間「川平法の強化入院」をし、その後も半年間週 2 回の外
来で川平法のリハを受ける事が出来、お陰様で驚異的な回復が見られ手の指が一本一本動き出し
ペットボトルでやっと水が飲めるようになりました。
　私は平成記念病院の青山院長の川平法導入に対する熱意が強く感じられ、又、１００名以上のリハ
ビリスタッフを擁し、常に患者目線に立ったリハの司令塔石川課長がスタッフ全体のスキルアップ
に全力投球されている姿勢に接し、名実ともに最先端リハビリの平成記念病院であると感じました。
この病院との出会いを心より嬉しく思っています。これからも同じ片麻痺患者の仲間と共にこの病
院のリハビリが今後より生成発展されますことを心より願っております。

（大和郡山市在住　　杉本　辰巳　様）

懸

事

通

新任医師紹介新任医師紹介新任医師紹介◆
足 立 豊 彦（あだち  とよひこ）
　昭和３７年　奈良医大卒

　平成２６年８月中旬より平成記念病院回復期リハビリテーション病棟にて
勤務しております。
　リハビリテーションは新しい分野でもあり、高齢の患者様も多く、もう
一度初心に帰り、日々研鑚し、いろいろな分野のセラピストの方々と共に、
患者様が少しでも入院前の生活に復帰できるよう努力したいと思っています。
　よろしくお願いいたします。

（平成２６年１１月１日より）

・「地域包括ケア病棟」とは急性期治療が終了して、直ぐに在宅や施設へ移行するには不安のある患
者さまに対して、在宅や介護施設への復帰に向けた医療やリハビリ、在宅復帰支援を行う病棟です。
回復期リハビリ病棟対象外の患者さまも対象になります。

・急性期病棟のような手術、高額な医薬品の使用、特殊な検査には対応できません。
・当院の地域包括ケア病棟は平成記念病院４階南病棟３０床です。また、入院期間は最大６０日にな
ります。

・詳細については、平成記念病院の地域医療連携室（０７４４－２９－３０１５）までお問い合わせ
ください。

　平成２６年１１月８日（土）14:00 ～ 15:30
　平成記念病院第２会議室にて、３回目の地域健康セミナーを開
催致しました。
　「ジェネリック医薬品について」「脳神経外科における認知症治
療について」「高血圧について」のテーマで話をし、３０名近くの方
が参加されました。「よく分かった。」「また参加したい。」との声
をたくさん頂きました。
次回は、平成２７年5月開催の予定ですので、お気軽にご参加ください。


