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新年 の ご挨拶
理事長 年頭所感

自国の利益に捕らわれた政策のように思えてなりません。一方国外に目を向ければ難民問題、テ
ロ問題、北朝鮮の核・ミサイル問題、英国のＥＵ離脱そして米国のトランプ時期大統領などが思
い起こされますが、これらの話題も自国の私利・私欲が底辺にあるのではないでしょうか？

あけましておめでとうございます。

もちろん明るい話題もありました。日本選手のオリンピックでの活躍、大隅教授のノーベル医

今年は、いよいよ香芝生喜病院が開設いたします。

安心した医療に貢献できるよう、信頼される医療法人を目指します。
新年に気持ちを新たにし藤井会職員一同、力をあわせて、
皆さまのために少しでもお役に立ちたいと考えております。
みなさまのご多幸をお祈り申し上げます。

理事長 藤井 弘一

既存の地域同様、奈良県中和・西和地域のみなさまへも

医療法人藤井会

藤井会にとって、より一層、飛躍しなければならない年であります。

学・生理学賞の受賞など・・・。

一方、藤井会は皆様方の信頼のお陰をもちまして、国の展開する医療政策と少し視点は異なり
ますが、法人設立以来、理事長の方針である“患者さまのための医療の提供”を一貫して推し進め、
順調な歩みを続けております。
特に今年４月には“酉年”にあやかり、熟した藤井会
の医療という果実を、理事長の生まれ故郷であります
奈良の地に“香芝生喜病院、一般急性期241床”に抽出
する新たな飛躍の年であります。

思い返せば、３年前、理事長と新病院建設に向けて
熱く語り合い、その結果を奈良県庁で副理事長と二人でプレゼンテーションを行い、７医療法人
が競合した241床の許認可を、当法人に指名された時から大きな夢は膨らみ続けております。設
計図・医療機器の決定そして細かな内装に至るまで香芝生喜病院準備委員会で話し合いました。

新年明けましておめでとうございます。
− 愛情・信頼・奉仕

香芝生喜病院 誕生 −

熱い思いの白熱の会議が重ねられ、その間、地鎮祭、上棟式も滞りなく行われ、日々の工事の進

兼 香芝生喜病院準備委員長 臼井 典彦

本部医務統括部長

捗状況を楽しんだ昨年でありました。一番の懸念は職員の確保でありましたが、藤井会の推進す
皆様、新年明けましておめでとう

る“患者さまのための医療の提供”に共感する多くの方の応募があり、医師を含めた約200名が確保

ございます。

でき、さらに藤井会本部から玉垣事務長、藤井会リハビリテーション病院から今井看護部長を含

輝かしい新年をお迎えのこととお喜

めた精鋭20数名の人事異動を行いました。

び申し上げます。

結果、当法人内では最強の人材が集まり、最新の医療機器と素晴らしい療養環境の中で“患者さ
まに最新・最良の医療”を提供出来ると確信しております。

今年は酉年ですが、酉とは鳥を意
味するのですが、本来は酒ツボを意味し、収穫した果実から酒を作るという行為に由
来し、「果実が極限まで熟した状態・酒熟して気の溢れる状態」とのことですので、
皆様方におかれましても実りある幸多き年となり、益々飛躍の年になられるようにお
祈り申し上げます。

皆様方にこの文章が目に入る頃には、３月25日に予定しております竣工式を心静かに待ち望ん
でいる状況でありたいと念じております。
藤井会の夢を乗せた“香芝生喜病院
丸”の大きな方向性を司る初代船長の
舵取りを、不生私が担当することにな

昨年は世の中あまり明るい話題はなかったように思います。国内では大きな地震、
経済・雇用問題、幼児虐待など、そして安倍首相の強引な政権運営、日本の憲法第９
条は風化するのでしょうか？ 天皇の生前退位も話題になり、自衛隊員を南スーダン

りました。
今までにも増して皆様方のご指導・
ご支援をお願い申し上げます。

へ見送る“家族の涙”の映像は私の脳裏に鮮明に残っております。ＴＰＰ問題、これも
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新年 の ご挨 拶

れ、鶏の鳴き声には太陽の神を呼ぶ力があるとされ、「古事記」にも登場し、岩屋に隠れ
てしまった天照大神を外に出すために大きな功績を果たしたとされています。
昨年の米国選挙の結果、本年早々にもトランプ政権が誕生致します。戦後我国の平和と

ランプ政権の誕生に伴い安倍政権が政治・経済的に困難な運営を強いられる可能性が懸念
される事態となって参りました。
また昨年は診療報酬が改訂されましたが、病院経営にはかなりの負担となってまいりま
した。薬価の減額や各種の施策に伴い想定以上の診療実績への悪影響が表面化して参
りました。

院長 山 本 久 美 夫

繁栄が米国の世界覇権によりもたらされたことは疑いようの無い事実でありましたが、ト

石切生喜病院

明けましておめでとうございます。干支は酉となりました。「とり」は神鶏とも呼ば

新年 の ご挨拶

当院におきましては10：１看護体制のもと診療情報室の充実を図る中、データ管理体制

た南スーダンへPKOで派遣する自衛隊の部隊に、駆けつけ警護の任務を付与することになりまし
た。自衛隊員の皆様が、他国の戦争の巻き添えになるようなことが無いように祈るばかりです。
日本に目を向けると、熊本や鳥取での地震など人間の力では抗しきれない自然災害に昨年も見
舞われました。被災された方々の回復と地域の復興をお祈り申し上げます。うれしい出来事とし
ては、3年連続でノーベル賞受賞者が出たことです。またリオで開催されたオリンピック・パラリ
ンピックで、日本人選手が活躍し多くのメダルを獲得され、日本中に勇気と感動を与えてくれま
した。
当院では、3月に日本医療機能評価機構認定病院の更新審査を受け認定されました。現在の標準
を知ること、第３者の評価を受けることにより、院内のシステムを見直すことができました。そ
れらにより、療養環境、医療安全、感染管理などの向上などで皆様方に還元できるものと信じて
おります。
11月末に消化器内視鏡検査室を拡張いたしました。並列で検査できる

への対応を行って参りました。
昨年４月の大阪府がん診療連携拠点病院の認定に伴い、重要な活動目標でありました第一

ようになり、今後医師増員も図り、検査待ち期間短縮と内視鏡治療充実

回目の緩和ケア研修会を多数の職員の皆様の協力のもと無事開催することができました。

に寄与するものと考えております。

今後は拠点病院の役割として一層のがん診療の充実に向けて、職員の意識の向上と診療体

今年も藤井会の基本理念である、愛情・信頼・奉仕を念頭に置き、地

制の充実を図りつつ、中河内医療圏を中心に地域の皆様の信頼を獲得すべく努力して参り

域の医療に貢献できるように職員一同力を合わせて努力いたしますの

たいと思います。

で、皆様方のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

またこの数年間で予想以上の診療体制の充実整備を実現できたことは職員の皆様の御協
力は申すまでもありませんが、地域の医師会の先生方並びに患者の皆様方の当院への堅い

今後も各種の医療体制のレベルアップを図りつつ、一層の地域医療への貢献を果たして
ゆきたい所存でございます。

大東中央病院

皆様には、お健やかに輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年11月8日の米国大統領選挙でトランプ氏が勝利し、今年早々大統領に就任され

選挙活動中の過激な発言ばかりが印象に残りましたが、今後候補者と大統領とでは発言
の重みが全く異なり、国際紛争の火種にならないことを祈るばかりです。逆に政治力は未
知数ですが、新しい政策実行により世界の景気が好転するよう期待したいものです。昨年
も過激派組織イスラム国（IS）やアルカイダなどの過激派組織とその分派による自爆テロ
が繰り返され、過激派組織の拠点都市奪還に向けて戦闘が続いています。宗教、貧困や格
差などが根底にあり、対話の窓口もなく報復を繰り返し出口はいまだ見えていません。ま

皆様あけましておめでとうございます。
今年の３月で院長就任丸３年となります。今日まで無事に過ごせたのは全職員のおかげ
と感謝しています。加えて一昨年４月から陳先生が転任され続いて山岡先生が入職され医
師５名となりました。
昨年４月の保険改定は回復期リハビリテーション病院には厳しいものとなりました。嚥
下障害に関してはＶＥ（Video endoscopic Examination Swallowing）で診断し訓練を行っ
ております（毎木曜・陳先生）。
また、リハビリ効果を判断するアウトカム評価や目標設定等管理シートの作成が課せられ
条件に満たない場合はリハビリ点数が減点されます。

ます。

院長 鄭 台キョク

院長 田中 行正
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明けましておめでとうございます。

藤井会リハビリテーション病院

信頼に裏付けられたものであると考えております。

引き続き適正なリハビリを行い、その記録を残していきたい
と考えています。

今後もリハビリ関連は厳しいものとなると思いますが、関連
施設の多大な支援と御協力をお願いし、誠実に対処してまい
ります。
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新年 の ご 挨 拶

新年 の ご挨拶

北河内藤井病院

れ、勇気づけられたおかげだということを実感しています。

明けましておめでとうございます。
早いもので、北河内藤井病院が開院してもうすぐ丸３年が経とうとしています。この３年
間、地域の役に立てる、地域の方に信頼してもらえる病院をめざして努力してまいり

今年もone for all,all for oneの精神で、北河内藤井病院を地域の人に信頼され愛される病院にする
ために頑張っていきたいと思います。

ました。
開院当初は外来患者様も入院患者様も少なく、正直、病院としてのこの先が不安でもあ

判も広まって、周りの人達から少しずつ信頼されるようになり、経営もなんとかやってい

新年あけましておめでとうございます。
皆様、新年を迎え初々しい気持ちでこの一年を過ごしてゆこうとお考えのことと思い

けそうなところまで来ました。
当院は急性期型の一般病院といっても、急性期疾患だけで経営が成り立つものではあり

ます。
深江クリニックの院長に就任してから、はや２回目の新春を迎えておりますが、今年も

に取り組みました。高齢者の誤嚥性肺炎、脊髄圧迫骨折、廃用症候群やレスパイトの患者

やさしさに満ちたこのクリニックに来たらなにかホッと出来る、そんな心休まる安心し

様も受け入れて診療を行ってきました。それがまさに社会のニーズに応えた形となり、在

て治療を任せられるクリニックを目指したいと思っています。

宅や施設から多くの患者様を紹介していただけるようになり、入院患者様も増えま
患者様とのコミュニケーションを大切にして、ちょっ

した。
開院してしばらくしてから在宅事業を開始しました。患者様の数はまだあまり多くあり

とした患者様の変化にも気付ける姿勢を持ち、スタッフ

ませんが、癌末期患者様の看取りは10例ほどになりました。

同士も何でも相談して高めあって行けるクリニックに

27年5月からは入院透析を導入し、また、28年10月からは整形外科の手術も開始しまし

なって行ければ良いと思っております。

た。現在、手術件数も多くなり、まさに小規模多機能病院として忙しく活動しています。

院長 尼木 純子

ませんでした。この少子化、高齢化社会の現状を踏まえ、最初から高齢化疾患と在宅事業

深江クリニック

院長 福 井 寛 也

りました。しかし、地域の人達に少しずつ病院の存在を知っていただき、口コミなどで評

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今後は、2025年問題も抱えており、少子化が進み、ますます高齢者が増加します。小
規模病院が高齢者疾患を診ずして経営は成り立たなくなってくるのではないかと思っ

One for all,all for one

直訳すると「1人はみんな

のために、みんなは1人のために」となります。ラ
グビーでよく用いられる言葉です。これは診療活動
にも言えることです。
one for allは、1人ひとりが与えられた仕事をしっ
かりやることが、職員全員のためになり、また、病
院全体の評価につながると言うことです。職員の1人ひとりが明るい表情で挨拶をして、
手を抜かず丁寧な仕事をする。これは1人の評価だけではなく病院全体の評価へとつなが
ります。逆に、1人の職員が少しでも手を抜いたなら、これがすぐに、人伝えとなり、病
院全体の評価が落ちてしまうことにもなります。
all for oneは1人ひとりが今頑張れているのは、多くの人達に助けられ支えられたおかげ

住道クリニック 院長 佐井 吉永

ています。

新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、お健やかに新しいお年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年４月より、川中先生に代わりまして院長を務めることになり早や９か月が過ぎま
すが、スタッフの皆さんに協力いただき無事新年を迎えることができ大変感謝しており
ます。
また、患者様にも私のことにだいぶん慣れてきてもらっていると感じていますが、透析
治療において患者様それぞれの生活習慣を意識した指導が必要であり、これからも患者様
とのコミュニケーションをはかりながら、よりよい診療を行っていきたいと思っていま
す。ただ、クリニック内だけでの診療、検査などには限界もあり、石切生喜病院はじめ法
人グループ皆様のご協力が必要で、今年も引き続きご支援よろしくお願いいたします。

だということです。当院の開設の時、常勤医は林先生と私の二人だけでした。すぐに橘先
生が応援に来てくれました。精神的にもどれだけ助けられたかわかりません。忙しいとき
は職員全員が助けてくれました。私が今ここにいるのは多くの人達に支えられ、助けら
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最後に、今年は香芝生喜病院の開院を迎えることになり、藤井会のさらなる発展を祈念
させていただきます。
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香芝生喜病院

開設について ⑤
③

２階 手術室

２階 休憩コーナー

病棟 スタッフステーション

病棟 患者様食堂

病棟 一般個室

病棟 特別個室

香芝生喜病院 開設準備委員会

香芝生喜病院
（H28.12）

平成29年4月
奈良県
香芝市に開設

これまで広報誌
「橋」2016冬号より計5回に亘ってご紹介してきました
香芝生喜病院建設工事もいよいよ最終の仕上げ段階を迎えております。
今回は現在の建物内部の様子をご紹介させて頂きます。
１階 ロビー

健康かしば 21

講演会について

平成28年11月19日（土） 午後２時から香芝市総合
福祉センターにて “健康かしば21”
“健康かしば21 11月講演会が開催
されました。

本年1月より、病院建物内での本格的な開設準備が

今回の講師は、医療法人藤井会

大東中央病院

始まります。

器内科

最新の設備、医療機器と共に最高の医療スタッフが

テーマに約１時間半の講演をされました。

力を合わせて、周辺地域の皆様から

消化

徳原 満雄 先生が「大腸がんでは死なせない」を

参加者の声でも「大腸がんの予防から治療までを詳し

愛され・信頼され・そして期待にお応えできる

く説明してくれた」、
「検診（便潜血）の大切さがわかった」

病院になることを目指します。

など大好評の講演会でした。
次回は・・・心疾患をテーマに平成29年２月25日（土）に

１階 ホスピタルストリート

１階 外来診察室ロビー

１階 検査エリア

講演会が開催されます。 ご期待下さい。

至王寺

香芝生喜病院 開設準備室

活動をしてきた近鉄大阪線二上駅前の香芝
２階 ロビー

２階 透析エリア

２階 集中治療室

２階

集中治療室 個室4床

生喜病院開設準備室が、本年１月より香芝生
喜病院内に移転いたします。

〒639-0252
フリーダイヤル

奈良県香芝市穴虫3300-3
０１２０−５９９−０１９

開設準備室にて就職相談会開催中！
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道

168

柏原IC
関屋

香芝生喜病院
開設準備室
（香芝生喜病院内）

二上

近鉄大阪線

JR

香芝IC

自動車

西名阪

和歌山線

昨年４月より約10ヵ月間、主に採用や広報

至大阪

移転のお知らせ

105

香芝
近鉄下田

近鉄南大阪線

五位堂

165

香芝市役所

二上山
大和高田
バイパス

JR五位堂

詳しくはホームページをご覧下さい。 香芝生喜
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第1回

石切生喜病院

第11回 循環障害を考える会 開催

緩和ケア研修会 開催
主催責任者

石切生喜病院

副院長

本部事務局

広報課

藤井会職員と近隣地域の医療機関の先生方との循環を円滑にしようとして始まった

大野耕一

【循環障害を考える会】
も第11回目を迎え、150名を超える方々にご臨席賜りました。
11月5日（土）、6日（日）の２日間、第１回石切生喜病院緩和ケア研修会が開催され、

開会の辞
本部医務統括部長
臼井 典彦 先生

今回は腎臓をテーマに盛大に開催されました。

当院から医師24名、管理栄養士１名、薬剤師２名、看護師10名、他院から医師３名、
看護師２名の計42名の参加を得ました。
この研修会は、
「がん対策推進基本計画（平成24年６月閣議決定）」におい
て、がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチーム等の機能強化等

日

時：平成28年10月22日
（土）17：00〜19：00

場

所：シェラトン都ホテル大阪

開会の辞：本部医務統括部長

４階『浪速の間』

臼井 典彦 先生
《一般演題》座長
石切生喜病院透析センター長
副院長 川中 俊明 先生

により、がんと診断された時から患者さんとそのご家族が、精神心理的苦痛に
対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケア提供

一般演題
座

体制をより充実させるためとされています。
当院も、平成27年４月に大阪府がん診療拠点病院に指定され、地域におけ

講演Ⅰ：石切生喜病院
内

るがん診療の充実を図る観点から緩和ケア研修会を企画、開催しました。

長：石切生喜病院

透析センター長
腎臓内科

内

【１】がん診療拠点病院管理者は緩和ケア講習を受けている事
【2】がん診療拠点病院に所属する初期研修２年目から初期研修終了３年目ま
での全ての医師が緩和ケア研修を修了する体制を整備する事
【3】目標は、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解

川中 俊明 先生

立石 悠 先生

容：『生命予後改善をめざす保存期慢性腎不全の治療戦略』

講演Ⅱ：住道クリニック 院長

開催の背景としては

副院長

佐井 吉永 先生

容：『透析療法の現況と合併症の管理』

《一般演題Ϩ》講演
石切生喜病院 腎臓内科
立石 悠 先生

特別講演
座

長：本部医務統括部長

講

演 ： 大阪市立大学大学院医学研究科

し、知識と技術を習得する事

臼井 典彦 先生
代謝内分泌病態内科学

講師

森 克仁

先生

【4】研修会は医師の参加を対象とするが他職種の参加を妨げない事、従って医
師の参加は50%以上である事

内

容 ：『ブドウ糖、果糖、本当？』
という題でグルコース・ブドウ糖など糖についての
基礎知識から血糖コントール・肥満の原因など興味深い話をして頂きま

などが挙げられます。

した。

《一般演題ϩ》講演
住道クリニック 院長
佐井 吉永 先生

今回の運営にあたっては大阪がん協議会の緩和ケア部会から身体ケア担当
指導者を６名、精神ケア担当指導者を３名派遣していただきました。これら指導者の先生はいずれも著名な先
生ばかりで恐縮している所です。

閉会の辞：医療法人藤井会

副理事長

藤井 弘史 先生

全講演とも、
講演後の質疑応答では予定時間を超えるなど盛況裏に終了しました。

当院から企画責任者の呼吸器外科、藤井祥貴先生を加え計10名が指導にあたり、サポーターとして当院から

講演会終了後、
情報交換会が行われました。

医師３名、看護師２名、管理栄養士１名、事務局
から５名の協力を得て、土曜日は午後１時30分
から８時50分まで、日曜日は午前９時から午後

《特別講演》講演
大阪市立大学大学院医学研究科
代謝内分泌病態内科学
講師 森 克仁 先生

６時25分まで、合計860分に及ぶ講義が執り行
われました。
修了時の皆の感想
『あー疲れた、でも充実感がいっぱい』
第１回
第 １回

石切生喜病院
石切生喜
石切
生喜
喜 病院

緩 和ケア研
和ケア
ア研修 会

2016.11.5〜6
201
2
16.1
6 .11 .5〜6
6.11
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閉会の辞
医療法人藤井会
藤井 弘史 先生

副理事長

10

第

とは
（basic life support：BLS）
【一次救命処置】

回 心臓病の未来を考える会 開催

2

石切生喜病院リスクマネージャー委員会

主任代理

坂岡 健裕

一次救命処置（basic life support：BLS）とは目の前の人が急に倒れたり、あるいは倒れている人がいたり、

開会の辞
本部医務統括部長
臼井 典彦 先生

窒息を起こし心肺停止の人に対してその場に居合わせた人が救急隊や医師に引き継ぐまでの間に行う応急処
置のことです。
人間の脳自体には酸素を蓄える能力がなく、その脳への酸素供給維持を目的としています。
２分以内にBLSが行われた場合の救命率は90％程度あるのですが、４分では50％、５分では25％程度と言わ
れています。しかし救急車の現場到着所要時間は、全国平均で8.6分（総務省消防庁

《講演Ϩ》座長
石切生喜病院 循環器内科 部長
副院長 笠行 典章 先生

平成26年中）となって

います。そこで一刻も早い救命処置が必要になります。

■ BLSの基本的な手順を紹介します。
平成28年11月12日
（土）
シェラトン都ホテル大阪 ３階『志摩の間』

車の運転免許証をお持ちの方は経験されているのではないでしょうか？

にて、第２回心臓病の未来を考える会を開催いたしました。
近隣地域の多くの医療機関の先生方にご参加頂きました。

まず、本部医務統括部長

臼井 典彦 先生の開会の辞がありま

《講演Ϩ》講演
石切生喜病院 循環器内科
副部長 松尾 浩志 先生

倒れている人を発見したら

写真❶

１ 周囲の安全確認
安全な場所で行えるようにします。二次災害を防ぎます。

した。

２ 意識の有無の確認
両肩を軽くたたいて、大丈夫ですか？などの声をかけます。
（写真①）

■ 講演Ϩ
座長 ： 石切生喜病院

講演：石切生喜病院

循環器内科

部長

副院長

笠行 典章

循環器内科

副部長

大きな声で周囲に応援を求めます。
（写真②・③）

《講演ϩ》座長
本部医務統括部長
臼井 典彦 先生

（助けを呼んでいる写真と携帯電話で１１９番通報している写真）

松尾 浩志 先生

４ 気道の確保

内容：『進歩するカテーテル治療

顎先を上げ気道を確保します。

−カテーテルはバイパス手術を凌駕できるのか？−』

座長：本部医務統括部長

写真❸

５ 呼吸の確認

■ 講演ϩ

呼吸がなければすぐに処置を開始します。
臼井 典彦 先生

講演： 大阪市立大学大学院医学研究科

循環器内科学

准教授

島田 健永 先生

《講演ϩ》講演
大阪市立大学大学院
医学研究科 循環器内科学
准教授 島田 健永 先生

わからないときも処置を開始します。
６ 胸骨圧迫（心臓マッサージ）
を開始する（写真④）
その後は救急隊や医師に引き継ぐという手順になっています。

本部事務局

内容：『糖尿病は循環器の中心である』

閉会の辞として、医療法人藤井会

副理事長

広報課

講演会終了後、場所を移し意見交換会・情報交換会を開催し、盛況

写真❹

頭では理解できていても、実際にBLSが必要な場面に遭遇した時に、それを実践するのは難しいものです。

藤井 弘史 先生の

挨拶があり、
講演会を終了いたしました。

裏に閉会いたしました。

写真❷

３ 助けを呼ぶ

先生
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臨床検査室

石切生喜病院では、全てのスタッフがBLS を行えるように病院内で実務研修を行い指導しています。
閉会の辞
医療法人藤井会
藤井 弘史 先生

副理事長

実務研修では実践に基づいたトレーニングを繰り返し行うことで正しい知識と技術を身体で覚えれるよう
な方法で実施しています。人体模型を使用し、手順の確認や胸骨圧迫（心臓マッサージ）を行っています。
BLSを適切に行ない、一人でも多くの命を救えるように、これからも取り組んでいきます。
今後もさらなるレベルアップを目指して継続してまいります。

12

藤井外科 通所リハビリテーション 開設

藤井外科 通所リハビリテーション 室長

菊永 弘至

北河内藤井病院

イメージ

この度、平成28年12月１日（木）、藤井外科３階フロア

れる生命維持管理装置（人工呼吸器・人工透析装置

療機器があります。それらが安全に使えるように、定期

等）の操作及び保守点検・管理を行う仕事です。
これ

的な点検や部品交換等を行います。

は、昭和62年に制定されてからまだ30年程しか経って

血液浄化業務
体内に溜まった老廃物などを排泄・代謝する機能が
働かなくなった場合に行う治療で、血液透析・血漿交

外来リハビリ診療のように理学療法士による個別リハビリサ

●

人工心肺業務

●

心臓カテーテル業務

●

高気圧酸素療法業務

●

ペースメーカー業務

●

内視鏡業務

●

医療機器管理業務

●

血液浄化療法業務

営業時間
午後1：00〜

サービス内容は、バイタルチェック（体温・血圧・脈拍の
測定、体調管理など）、個別リハビリ（関節可動域運動などの運動療法、歩行などの日常生活活動
トレーニング）、各種トレーニング（エルゴメータなど）、物理療法（ホットパック、マイクロ波、
ハドマーなど）自宅でのトレーニングやご家族への指導などです。
食事、入浴、レクリエーションなどはありませんが、送迎サービスにより通所手段の不安もなく、
滞在時間を利用し集中してリハビリサービスを受ける事ができます。
また医療機関が併設され医師との連携もとれるので、体調不良や急変時も安心です。
このような特色を活かし、訪問リハビリ、新石切デイサービスと共に、ご自宅での生活をより有意

藤井会新石切デイサービスは
3 周年を迎えました。
施設長

換・血液吸着など様々な血液浄化療法があり、北河内

病院にもよりますが、臨床工学技士は …

未満）の通所リハビリテーションを行なう施設で、病院での

藤井会新石切デイサービス

長田 直美

が、点滴を入れるポンプや透析装置など多種多様な医

りました。介護保険を利用して短時間型（１時間以上２時間

ービスを提供します。送迎サービスも行ないます。

臨床工学技士

はじめに
「臨床工学技士」
とは、医療の現場で使用さ

いない比較的新しい資格です。

で『藤井外科 通所リハビリテーション』を開設する運びとな

義に過ごせるよう心身ともにサポートするサービスを提供していきますので、宜しくお願いします。

筒井 紗恵子

藤井会新石切デイサービスは、おかげさまでこのたび
３周年を迎えることができました。これもひとえに皆様の

●

手術室業務

●

藤井病院では主に入院患者様の血液透析を行ってい

ICU業務

ます。
治療の前後には安全に透析が出来るよう、準備・点
検をします。
また、患者様が透析室に来られたら穿刺・
人工透析装置の操作、治療が適切に行われているかを

… などに携わっています。

チェックします。
ここで、北河内藤井病院での臨床工学技士の仕事を

そして、透析に使う水はとてもきれいであることが原
則なので、毎月定期的に水質検査も行っています。

紹介したいと思います。
医療機器管理業務
院内の各種分野で使用される医療機器を、安全に機
器の性能が維持できるように保守・点検を行います。
北河内藤井病院は決して大きい病院とは言えません

出張講座 開催

臨床工学技士が常駐するようになって半年が過ぎま
した。
まだまだこれからの部分もありますが、安全な医
療を提供できるよう取り組んでいきたいと思います。

東大阪市島之内

平成28年10月3日（月曜日）、東大阪市島

本部事務局

今回の講座は、石切生喜病院

之内自治会・
「笑笑（ほほえ）み会」主催の

外科医師と乳腺頭頸部外科医師での2部

出張講座を島之内自治会第一集会所にお

構成となりました。

きまして開催しました。

１部は、脳神経外科

副部長

広報課

脳神経

永田 崇

台風が近づき非常に蒸し暑く雨の降る中、

医師による脳梗塞やくも膜下出血などの脳

ご愛顧のおかげと、スタッフ一同感謝の気持ちで日々業務に携わっております。

会場が満員となる50名以上の方にご参加

卒中について分かりやすく解説しました。

10月より、新たな介護スタッフや柔道整復師も加わってマッサージや機能訓練を行い、ご利用者

頂きました。

永田 崇 医師

２部では、乳腺頭頸部外科 部長 川尻

の方々より大変ご好評をいただいております。

成美 医師が、
「乳がん」について早期発見

また、引き続きカラオケボランティアの方々にお越しいただき、利用者の方々と地域の

と検診の重要性、診察内容・治療方法など

方々との交流の場としてもお引き立ていただいております。

を解説しました。

これからの季節はクリスマス会なども開催し、新石切デイサービスはとても賑やかに
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〜私たちこんな仕事をしています〜

職種紹介⑩

講座後の質問コーナーでは、数多くのご

年末を迎えてまいります。是非お気軽にご見学にお越しください。スタッ

質問を頂き、２時間近い出張講座はあっと

フ一同笑顔でお待ちしております！

いう間に盛況裏に閉会いたしました。

川尻 成美 医師
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﹁手 ﹂と 作 業 療 法

は、身体を支える、

を瞬時に感じ取り、そしてその触れた手

そしてその感じ取った情報を基に冊子を

バランスをとる、道

を動かせばその形や大きさを知ることが

持つ手の力やその方向、手の形などが適

具を作成し使用す

できます。手で何かを持てば、その重さ

度に調整され、冊子を空間に持ってお

る、自己表現するな

を知ることができます。さらに道具を手

く、冊子を読む、ページをめくるなどの

どその機能は多様で

に持つとその道具を通してその先にある

行為を負担なく滑らかに遂行することを

あり、日常生活を営

環境までも感じる取ることができます。

可能にしています。

む上では欠くことが

あたかも自分の手が道具の先にまで伸び

できないものとなっています。ヒトの手

たかのような感覚が生じます。

は他の動物とは比較にならないほど優れ

杖を持てば杖の先

動きは、触れた対象の性質を探り、その

た適応力を発揮し様々な役割を担ってい

の地面の固さや凹

特性を抽出することが基盤となっていま

ます。

凸、滑り易さ、傾き

す。つまり触れた対象の特性をより詳細

などを感じ取ること

に抽出すればするほど、手はより繊細に

ができ、箸を持てば

最適な運動方向や力を選択することがで

せて大きくなったとも言われています。

その先にある食物の

きます。ヒトの器用、不器用の違いは、

驚くほど滑らかな衣服のボタンや紐の操

柔らかさや滑り易さなど食物の特性を感

この手の抽出能力の違いが要因の一つか

作、繊細な箸操作、素早く正確なスマー

じることができ、飲みかけのペットボト

も知れません。

トフォンや携帯電話の操作など、そこに

ルを振れば中身がどれくらい残っている

はグーパーや指折りといった動きだけで

のかが分かります。

ヒトの脳はその手の多様な機能に合わ
石切生喜病院
主任

リハビリテーション室

作業療法士

郷原 雄嗣

手とは

ることの多い「手」について少しお話し

いったい何がこの繊細で滑らかな手の
動きを可能にしているのでしょうか。

ます。
私たち作業療法士はリハビリテーショ

手の素晴らしい機能

ンにおいて「手」の機能改善に関わる機
会が多くあります。
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手のリハビリテーションの目標

は計ることのできない手の卓越した動き
が存在します。

今回は作業療法士の仕事において関わ

このようにヒトの手の繊細で滑らかな

手には繊細で滑らかな動きを可能とす

よく手の機能を判断する基準として

るための素晴らしい機能が備わっていま

グーパーをしてもらったり、親指から順

す。それは外部の環境を探るという機能

番に指折りをしてもらうことがありま

です。

この手に備わった素晴らしい機能によ

手のリハビリテーションにおける最終

り得られる外部環境の情報は、自分の手

目標としての手の機能はグーパーや指折

の操作や道具の操作、更には自分の行動

りができることだけではありません。も

にとって非常に大切な情報となります。

ちろんグーパーや指折りなどができるだ

つまり自分の手や道具をどれくらいの強

けの十分な関節の動

さで、どの方向に、そしてどれくらいの

きや筋力は必要です

速さで扱うのかを決定する大切な情報と

が、最終的には動く

して活かされます。

手ではなく使える
手、すなわち外部の

今皆さんはこの冊子を持っていると思

環境を探り、様々な

す。しかし、ヒトの手の機能は単にグー

ヒトは手で何かに触れれば、触れた瞬

いますが、手は無意識のうちに紙の材

情報を得る窓口とし

パーができることや指折りができるとい

間にそれがどういう性質なのかを知るこ

質、冊子の重さ、紙のたわみやその抵抗

ての手の機能の獲得

うだけでは判断しきれません。ヒトの手

とができます。固さや温度、肌触りなど

感など様々な情報を感じ取っています。

が目標となります。
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ミカンをたべよう
石切生喜病院

温州ミカンの歴史

栄養管理室

岩田 真季

収穫時期による呼び方

温州ミカンの原産地は鹿児島県で、約400年前
に中国から伝わったかんきつ類から偶然生ま

呼 び 方

収 穫 時 期

極早生温州 主に9月から10月ごろに収穫される

れた種であるといわれています。鹿児島県では
当時『中島蜜柑』や『長島蜜柑』
と呼ばれていま

早生温州

した。

中

薬局通信
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薬剤室

主任

秋田 ひろみ

薬のセッティング業務

る患者様の薬剤と看護師による服薬支援のい

大東中央病院では、7月より非常勤職員の

る患者様の薬剤を分けます。

薬剤師が増員されました。それに伴い、9月

自己管理の出来る患者様の薬剤は、その後、

より薬剤師が病棟の配薬カートに定期処方の

看護師が再度確認を行い、患者様に配薬し

薬をセッティングする業務を開始したので紹

ます。

介したいと思います。

主に11月から12月ごろにかけて
収穫される

大東中央病院

服薬支援のいる患者様の薬剤は、そのまま
薬袋に入れたままでは看護師による配薬時に

2012年度診療報酬改定で、病棟薬剤業務

確認等に手間がかかってしまいますので、服

実施加算が導入されました。これは、「病院

用日・用法ごとに整理して配薬カートに1週

だった中国浙江省温州にあやかってつけられ

勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性，

間分セットします。1人の患者様に、定期薬

たといわれています。

安全性の向上に資する薬剤関連業務」とさ

以外にも臨時薬、持参薬など複数枚処方箋が

れ、週１回100点が算定されます。算定対象

存在している場合もあるので、それらもすべ

となる施設基準は、一部例外を除く全病棟に

て合わせながら確認しセットします。

『温州みかん』の名前は、当時柑橘類の名産地

みかんにふくまれている主な栄養素

温

州 主に12月から収穫される

普 通 温 州 主に12月半ばから収穫される

みかんの白いスジの正体は？

専任薬剤師を配置し、かつ１病棟につき１週
◆β―クリプトキサンチン

白いスジには、
「ヘスペリジン」
と呼ばれる物質

発がん性物質から細胞を守る働きをする

が含まれています。ヘスペリジンには抗酸化作

◆ビタミンC

用や末梢血管を強化する作用があるため、血

風邪や血管の老化を防ぎ、美肌効果のある物質

流を改善する効果、高血圧を予防する効果、コ

◆クエン酸

レステロール値を低下させる効果などが期待

血液をサラサラにし、栄養素の吸収を高める

されています。

酸性物質を取り除く働きをする

あたり20時間相当以上の加

一貫して関わることで、より安全に

算に該当する病棟業務の時間

当院は、高齢の患者様が多く、セット業務

が確保されること、などとさ

を必要とする処方数が多いので、毎回セッ

れました。なお、加算対象と

ティングに１時間以上かかりますが、我々薬

なる業務内容には、投薬・注

剤師がその業務を担うことで、処方切れの薬

射状況の把握や、医薬品安全性情報の周知、

剤や処方のタイミングのズレによる重複等を

持参薬の確認などがあげられます。

再度確認することができるようになりまし
た。また、看護師からは薬剤師が管理するこ

自宅で簡単！！
当院では、時間や人員確保の問題もあり病

みかん蜂蜜ジンジャードリンク

棟薬剤業務実施加算の算定に至っておりませ
【 材 料 】ミカン…1 つ（皮付きで 100g 程度）
☆蜂蜜…小さじ 1 杯（好みで調整して下さい）
☆お湯…150cc

②カップに①と☆を入れる
③レンジ（500W）で約 30 秒加熱
63Kcal
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蛋白質 0.8g

脂質 0.2g

塩分 0g

れ喜ばれました。

んが、今後、病棟専任薬剤師の配置を目指

☆生姜汁…小さじ 1/2 杯

【作り方】 ①ミカンは縦半分に切り、一番外の皮をむく

とによって、薬剤管理に対する負担が軽減さ

☆ミ カ ン を 食 べ や す い
大きさにスプーンで
カットしながら食べて
下さい !

し、まずは膨大する看護師の業務負担軽減の

今までは、投薬後のことは外来患者様に対

ためにも、配薬カートのセッティングを薬剤

しても希薄になってしまいがちでしたが、今

師が行い、薬剤の安全管理に努めることにし

後は投薬前後の全ての過程に、薬の専門職で

ました。

ある薬剤師が一貫して関わっていきたいと考
えています。またそれが医療安全や薬剤適正

まず、調剤室にて、薬剤師が調剤・監査し
た薬剤を病棟に搬出し、自己管理で服薬出来

使用にとって不可欠であると改めて感じてい
ます。
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キラッとスポット 34
キ
那谷寺

加賀温泉郷

こおろぎ橋

山中温泉

みつまたすぎ

石切生喜病院

三叉杉

総務部

德田 美城

三叉杉

三叉杉

こおろぎ橋

石川県

か やのおおすぎ

黒谷橋

栢野大杉

栢野大杉
みつまたすぎ

今

回は少し遠い石川県の名所を紹介します。

の文豪にでもなったような気分にさせてくれる橋で

おり、樹齢2300年、樹高54ｍ、幹周囲8ｍで、村人

年、樹高55ｍ、幹周囲9ｍで、八幡神社の三叉杉と

加賀温泉郷とは、粟津温泉・片山津温泉・山

す。紅葉時期に行くことをお勧めします。

が帆柱に使おうと相談したが、翌日神社に行くと杉

共に栢野の大杉として、国の天然記念物に指定され

は三本に分岐して帆柱に使えなくなっていたと言う

ています。

代温泉・山中温泉を加賀四湯と云い、山中温泉は行

ここから約800ｍ下流にあるのが華道草月流家
て し が わ ら ひろし

元、勅使河原宏氏デザインによる「あやとり橋」で

伝説が残る大杉です。あまり目立たない所にあるた

最後に山中温泉のある加賀市に隣接する小松市

れます。蓮如や松尾芭蕉など多くの著名人が訪れた

す。その濃い紅色でＳ字の特異な形をした橋は、
ま

め訪れる人も殆どいないそうですが、気持ちのいい

の高野山別格本山「那谷寺」にお参りすることをお

ようです。

るで子供の頃に遊んだ「あやとり」
で作った橋そのも

立ち姿をしています。

勧めします。先の栢野寺と同じ泰澄（修験道の僧）が

基によって発見され1300年の歴史があると伝えら
れんにょ

ま つ お ばしょう

なたでら

たいちょう

かくせんけい

ここには鶴仙渓と云う大聖寺川の中流域約1㎞に

のです。

さらに上流の八幡神社の西南西約700ｍにある

同時期に開いたとされ、奇岩に掘られた参道は信

かやの

わたる景勝地があり、
ここに架かる3つの特徴ある

更に500m下ると昭和10年竣工の全長36mコン

栢野町菅原神社は、養老元年（717年）の創建とさ

者の熱い思いの結晶であり、信仰心の賜物だと思

かやの

橋は渓谷の美しさと相まって見る人の心に深く刻ま

クリートアーチ式の「黒谷橋」が見えてきます。
この

れ、大杉は一本で百本の木に値するとして栢野と呼

れることでしょう。その中でも
「こおろぎ橋」は鶴仙渓

橋の表面は御影石が使われており、大正ロマンが

ばれ当初は栢野寺と云う寺社であったところから、

ひのき

あふ

います。松尾芭蕉も山中温泉の帰りに立ち寄った際
「石山の 石より白し 秋の風」
と詠んでいます。

かも

の最上流に架かる全長20.8m幅4ｍ総檜造りの橋

溢れる風情を醸し出しています。勿論、芭蕉が渡っ

その当時すでに杉の巨木が存在したことが伺えま

で山中温泉のシンボル的な存在です。橋の上から

た時は木造です。
「こおろぎ橋」
より約1500ｍ上流

す。明治20年（1887年）に菅原道真公を併祀し現

の景観も素晴らしいのですが、川辺に下りて腕を組

南南西に位置するところにある菅谷町八幡神社の

在の菅原神社となりました。
この神社の大杉は、栢

山中温泉も往時の賑わいさえ無いものの、その
分ゆったりと過ごせるのでは！
時間に追われる日々を過ごされている方には是

みつまたすぎ

みながら見上げる橋は趣があり、
まるで自分が明治

三叉杉は、地上約3ｍのところから３本に分岐して
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非とも行っていただきたいところです。

な た で ら

かくせんきょう

鶴仙渓

野大杉・天覧の大杉と呼ばれるもので、樹齢2300

あやとり橋

あやとり橋

那谷寺

那谷寺

那谷寺
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にこにこ保育園
平成２8年度

運動会

牧場行くねん」とドキドキ…ワクワクしながら遠足の
日を迎えました。

にこにこ保育園

保育士

柴田 祥代

バスに乗るとテンションが上がり、信号で止まる度
に「着いた？」と聞く子どもや保育士とおしゃべりが弾

10月9日、前夜からの雨のため

見られました。

む声が、バスの中いっぱいに広がっていました。

グラウンドの状態が悪く、第17回

●幼児クラスの競技は、
ドラえもんがピクニックへ

にこにこ保育園の運動会はホール

行ったきり、帰ってこないことに気が付き、探しに行く

ド牧場へ…。

での開催となりました。しかし、子

ところから始まる、
「のび太のドラえもん救出大作戦」

乳児クラスと幼児クラスは一旦別行動をし、子ども達

ども達が 晴れますように と作っ

です。通り抜けフープやガリバートンネルなど、色ん

のペースに合わせて、ゆっくりと園内を見て回りま

の愛情が感じられるステキなお弁当ばかりでした。お

たてるてる坊主に願いが届いたの

なひみつ道具を使い、
ドラえもんを探します。次々と

した。

弁当を食べ、お楽しみのおやつを食べた後は、午後の

か、雨は止み、元気いっぱいに成長

山や川などの障害を乗り越える子ども達の一生懸命

あまりにも近すぎる動物達にびっくりし、泣いてし

した姿を保護者の方々に見てもら

な姿に、
「がんばれー！
！」と熱い声援が飛び交っていま

まう子ども達もいましたが、
ドキドキしながら保育士

うさぎやハムスターなどかわいい動物との触れ合い

うことができました。

した。
ドラえもんに会うことが出来た子ども達は、次に

と一緒にエサをあげる事ができ、普段見る事の出来

を楽しみ、その後は羊やヤギ、ロバなどのいる放牧ふ

今年は、子ども達も大好きな「ド

「親子で探そう、
ドラちゃんのドラ焼き」で、保護者の

ない、エサを食べる動物の顔を間近で見て、子ども達

れあい広場の中で、午前中柵の外から見ていた動物

ラえもん」を基にした、
「ドラえも

方と一緒にドラえもんのどら焼きを探します。どら焼

は何を感じていたのでしょうか…？
（笑）

達を目の前で見ました。

ん にこにこに そう、夢をあふれさ

きを一生懸命に探す子ども達の姿はキラキラと輝い

「遠足といえば…やっぱりお弁当！
！」

せて！
！」が今年のテーマです。
ドラ

ていました。
「玉入れ」では、元気いっぱいに玉を投

♪おべんと

えもんやドラミちゃん、のび太君に

げ、場内を盛り上げてくれました。

情たっぷりのお弁当は、どれも食べるのがもったいな

１時間程で現地に到着し、
リュックを背負ってワール

おべんと うれしいな〜♪手作りの愛

探索へ出発！幼児クラスは小動物のコーナーへ入り、

乳児クラスは、黒ブタや羊、ポニーなどの動物を見て
回りましたが、午前中よりはずいぶん慣れていた様に
感じました。

変身した子ども達は「夢を叶えて

その後も、綱引きの保護者競技では力いっぱいにマ

い程の手の込んだお弁当で、子ども達の喜ぶ姿はとっ

友達や先生と一緒に行った遠足…間近で見る迫力

ドラえもん」の曲に合わせてとても可愛いダンスを披

マやパパを応援してくれていた子ども達。最後にはパ

ても微笑ましいものでした。アンパンマンやマイメロ

のある動物達にびっくりしていましたが、いつまでも

露してくれました。

パやママに抱っこやおんぶしてもらい、力を合わせて

ちゃん…パパの作ってくれたお弁当など、子ども達へ

心に残るステキな思い出になって欲しいと思います。

●はじめに、0歳児による競技「Let s go!! ハイハイ

どら焼きを取る親子競技を楽しみました。

レース」が始まりました。子ども達は大好きなママの
ところまで、歩いたりハイハイで目指していきまし

今回の運動会は、ホールでの開催となりましたが、

た。泣いてなかなか進めない子…自分の力で一生懸

たくさんのご家族の方が応援に来て下さり、子ども達

命前に進む子…子ども達の様々な姿に、声援が絶えま

の成長した姿や元気な姿を見てもらう良い機会とな

せんでした。

りました。運動会を終えた子ども達はまた一つ大きく

●次に、1歳児の「あかちゃんマンとアンパンマンに

成長したことでしょう。

へ〜んしん」です。アスレチックの階段や一本橋を

いよいよ今年、平成29年４月に香芝生喜病院がオープンいたします。

越え、アンパンマンに変身します。そのまま保護者の

広報誌「橋」では昨年の冬号より今号まで５回にわたり香芝生喜病院特集を組

方と一緒に虹をくぐり、ゴールを目指していきまし

編 集 後 記

た。虹をくぐる際、ママやパパに飛行機のように抱っ

んできました。が、しかしまだまだご紹介しきれない事が沢山あり歯がゆい思い
をしております。

こをしてもらい、とても嬉しそうな子ども達の笑顔が

私事ではありますが、香芝市に在住の複数の知人から「香芝生喜病院って
石切生喜病院と母体は一緒?」
「大きな病院出来るなぁ〜」
「小児科が出来るのはありがたい・・・」などなど

平成２8年度

秋の遠足

期待がひしひしと伝わってきております。

にこにこ保育園

保育士

菱川 ひろみ

手前味噌ながら「橋」も藤井会とともに歴史を積み重ね、千数百部を発行する広報誌
となりました。石切生喜病院の患者様に手に取っていただけるよう待合所に設置している

運動会も終わり、いちだんと成長した子ども達。
待ちに待った遠足の日。
とても良い天気の中、動物と思う存分触れ合える
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「ワールド牧場」に行ってきました！

「橋」も、最近は１ヶ月足らずで在庫切れを起こしてしまい患者様からお問い合わせをい

「今回は動物と触れ合う…がメインの遠足」

ただく事もしばしばあり、編集委員の端くれとしましても嬉しい限りです。

遠足の日を楽しみにてるてる坊主を作り、
「ワールド

今年も広報誌「橋」をご愛読いただきますよう宜しくお願いいたします。

石切生喜病院 O
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医療法人藤井会
広報誌

橋

医療法人 藤井会
シンボルの由来
全体のイメージは藤井会のF。愛情・信頼・奉仕を表現しています。

〒639-0252 奈良県香芝市穴虫 3300 - 3
http://www.kashibaseiki.fujiikai.jp

香 芝 生 喜 病 院

〒579-8026 東大阪市弥生町１８番２８号
http://www.ishikiriseiki.or.jp
TEL 072（988）3121

藤

科

〒579-8004 東大阪市布市町３丁目６番２１号
http://www.fujiigeka.fujiikai.jp/
TEL 072（985）3051

み くり や 診 療 所

〒577-0034 東大阪市御厨南２丁目６番３号
http://www.mikuriya.fujiikai.jp/
TEL 06（6787）2508

大 東 中 央 病 院

〒574-0042 大東市大野２丁目１番１１号
http://daito-central-hp.com/
T E L 0 7 2（ 8 7 0 ）0 2 0 0

藤井会リハビリテーション病院

〒579-8026 東大阪市弥生町１７番６号
http://www.fujiikai-reha.jp
T E L 0 7 2（ 9 8 3 ）7 8 1 1

北 河 内 藤 井 病 院

〒575-0003 四條畷市岡山東３丁目１番６号
http://www.kitakawachi.fujiikai.jp/
T E L 0 7 2（ 8 7 9 ）5 3 1 1

井

外

〒537-0002 大阪市東成区深江南３丁目２２番１３号 布施口ビル２階・３階
http://www.fukaeclinic.jp/
T E L 0 6（ 6 9 7 7 ）2 9 5 5

深 江 ク リ ニ ッ ク
（人工透析センター）

〒574-0046 大東市赤井１丁目１３番１号 ポップタウン住道１番館１階
http://www.suminodoclinic.jp/
T E L 0 7 2（ 8 7 2 ）9 5 5 5

住 道 ク リ ニ ッ ク
（人工透析センター）

藤井会ケアプランセンター

〒579-8026 東大阪市弥生町１７番６号 藤井会リハビリテーション病院 1 階
http://www.shinishikiri.fujiikai.jp/care/
T E L 0 7 2（ 9 8 3 ）7 8 0 6

藤井会新石切デイサービス

〒579-8014 東大阪市中石切町１丁目８番２２号
http://www.shinishikiri.fujiikai.jp/
T E L 0 7 2（ 9 8 7 ）5 0 0 5

藤井会訪問看護ステーション

〒579-8026 東大阪市弥生町１７番６号 藤井会リハビリテーション病院 1 階
T E L 0 7 2（ 9 8 3 ）7 6 2 2
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