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理 念

地域住民の健康を守るために、
専門的な知識と博愛の精神をもって医療と福祉に貢献します。

基 本 方 針
Ⅰ.チーム医療を推進し、患者さんに信頼される病院を目指す
Ⅱ.地域における急性期医療機関、慢性期病院、老健施設等の橋渡しの役割を担い、

患者さんの速やかな回復と社会復帰に努めます。
Ⅲ.職員の働く環境を守り、職員の幸せ、患者さんの幸せ、地域の幸せにつながる

ようにします。
Ⅳ.職員の資質の向上と次世代のリーダーの育成に努めます。

理事長 平井 昭博

平成３０年４月に旧加古川西市民病院跡
地に「フェニックス加古川記念病院」を開
設いたしました。関係各位の皆さまのご理
解・ご協力に心より感謝し御礼申し上げま
す。加古川西部地区の医療サービスを向上
させるために、入院及び緊急対応を充実さ
せることは、私たちの使命であると考えて
おります。フェニックスグループの運営経
験を活かし、近隣の医療・介護施設と連携
しながら、当該地域の皆さまに愛されるよ
う法人スタッフ一丸となって邁進いたしま
すので、引き続き宜しくお願い申し上げま
す。

ごあいさつ



診療科目
□内科 □消化器内科 □循環器内科
□リハビリテーション科
□外科 □大腸・肛門外科
□麻酔科 □放射線科

専門治療
□骨粗鬆症 □ボツリヌス療法 □巻き爪療法
□リハビリテーション 他

副院長 寺本 洋一

平素は当院の運営に関し、御理解と御協力を賜り誠に有
難うございます。当院も開院４年目を迎えました。大きな
病院ではありませんが、地域の医療・介護施設、事業所、
公的機関と連携・御協力を頂きながら、少しずつですが変
化・成長を続ける病院と自負しております。未だに蔓延中
の新型コロナウイルスに対しても感染対策を徹底して医療
に取り組んで参ります。今後も皆様のために、外来診療や
リハビリテーション医療を通じて地域貢献できるよう努力
していく所存ですので、宜しくお願い申し上げます。

当院の医療について

フェニックス市民講座

フェニックス健康フェア



通院リハビリテーション

常勤のリハビリテーション専門医が所属し、リハビリ専門職である理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士により、全人的なリハビリテーション訓練を提供します。残存機能を最大限
に生かしつつ、過介助にならないよう、リハビリ訓練場面だけでなく、病棟生活自体が家庭
復帰・職場復帰のための訓練の場になるよう取り組みます。

リハビリテーション

ボツリヌス療法

装具診
（医師・理学療法士・義肢装具士同席）

作業療法士による機能訓練 言語聴覚士による機能訓練

リハビリテーション科では急性
期治療後の入院リハビリテション
や通院リハビリテーション、外来
診察では回復期リハビリテーショ
ン病棟退院後の経過観察、筋肉の
突っ張りに対するボツリヌス療法、
各種装具療法、飲み込みの障害に
対して嚥下内視鏡・造影検査を
行っています。

リハビリテーション科 寺本 洋一

理学療法士・作業療法士による運動機能、言語聴
覚士による言語・嚥下面での評価と治療を行います。
腰や肩などの痛み、普段の生活で困っていることな
ど、様々な悩みについて個別のリハビリテーション
を提供いたします。退院後に「リハビリがなくなる
から不安」とか、普段の生活で「最近動くと痛みが
気になる」などのお悩みがある方は一度ご相談くだ
さい。厚生労働省のガイドラインに従い、感染対策
を徹底して診療を行っております。

理学療法士によるリハビリ

外来通院リハビリ



看護部

基本方針
Ⅰ.私たちは、地域で支える医療を実現するために、患者さんや家族が気軽に相談できる関係を築

き、納得していただける看護を実践します。
Ⅱ.私たちは、患者さん家族、さらには職員を人としての尊厳を大事にします。
Ⅲ.私たちは、専門職としての知識・技術を高めるための自己啓発に努めます。看護部は、職員の

研修参加や学会参加を積極的に支援し、職員の働き甲斐やキャリア開発につなげます。
Ⅳ.私たちは、医療経済を念頭に入れ、効率的な物品管理および地域住民のニーズを大切にし、多

職種と連携しながら病床の運営に協力します。

２階ナースステーション

3階ナースステーション

看護部は、患者さまやご家族との対話に努め、ニーズに沿った看
護を実践します。また、看護の専門性を高め、チーム医療のキー
パーソンになれるように一人一人が自己啓発に努めます。そして、
急性期医療を受けた患者さまに、リハビリテーションを中心とした
医療や看護を提供し、安心して社会復帰できるように支援いたしま
す。さらに、地域住民の皆様に信頼される病院としてあり続けたい
と考えています。

看護運営会議

看護部

外来スタッフ

看護部長 西 久代



入院病棟

当院では、下記の対象疾患の方を受け入れて
います。
・脳血管疾患や脊髄損傷等の発症または手術

後、あるいは義肢装具訓練を要する状態
・高次脳機能障害を伴った重度脳血管障害、

重度頸椎損傷及び頭部外傷を含む多発性外傷
・大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の骨折、

または手術後の状態。
・大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の神経・

筋・靱帯損傷後の状態。

その他、病状により緊急入院にも対応してい
ます。

リハビリカンファレンス

2階病棟フロア

病室

3階病棟フロア

退院前の家族への栄養指導 食堂

手術室



外来診療

当院は内科・外科・整形外科・リハビリテーション科等の一般外来の他に骨粗鬆症に対する看
護外来も行っています。骨粗鬆症マネージャーが在籍しており、専門的に関わっています。お気
軽にご相談ください。

受付時間 18：30～12：00 診療時間 9：00～12：00（月〜土曜日）
受付時間 14：30～18：00 診療時間 15：00～18：00（月〜金曜日）
※年末年始・祝祭日を除く

診療科目・担当医表

診療科目 月 火 水 木 金 土

午
前

外科 堀川 堀江 山下 中川 原田 担当医

整形外科 西村 担当医 西村 松﨑 松﨑 担当医

内科 森川 平井 松田 松田
内科・胃腸科

堀
内科・胃腸科

堀

リハビリ

寺本

午
後

外科 堀川 堀江 山下 中川 原田

整形外科 西村 松﨑 松﨑 松﨑 松田

内科 松田
リハビリ

寺本 水江
内科・胃腸科

堀

（令和３年９月１日現在）

骨粗鬆症マネージャー 診察室

看護外来 点滴準備



病院概要

病床構成 □１階 受付・外来・検査・リハビリ室
□２階 回復期病棟38床
□３階 回復期病棟57床

当建物は震度９対応の免震構造です。
旧加古川西市民病院中央診療棟をリノベーションして
有効活用しています。

健康診断 地域連携室

当院では健康診断の他、特定健診、施設
入所前健康診断、就職前健康診断等実施し
ています。電話でのお問い合わせのうえ、
所定の用紙がある方はお持ちください。地
域の皆様の疾病予防・早期発見に取り組ん
でいます。

新型コロナウイルス感染の抗原検査・Ｐ
ＣＲ検査も随時受け付けています。

地域の医療機関・施設と当院をつなぐ地
域医療の窓口として医療福祉相談や入退院
支援等行います。安心して入院生活を送っ
ていただけるように相談をお受けします。

相談時間：平日 9：00～1８：00
TEL：079-432-7555（直通）
FAX：079-432-7558（専用）

1階 ２階 3階

フロアマップ



医療設備
○一度に広範囲の撮影が可能なマルチスライスＣＴ
○閉所恐怖症の方でも安心なオープン型ＭＲＩ
○腰椎・大腿骨頸部等全身の骨密度および筋肉量を測定でき

るＸ線骨密度測定装置（ＤＸＡ）
○消化器系の検査ができる胃内視鏡・大腸内視鏡
○血管年齢の判定ができる血圧脈波検査装置
○迅速血液検査装置
○一般Ｘ線撮影装置
○超音波検査装置
○嚥下内視鏡 設備

機器

送迎サービス

X線骨密度測定装置（DXA）

オープン型MRI

マルチスライスCT

当院は無料送迎サービスを実施してい
ます。ご相談は玄関入り口横の送迎窓口
にお問い合わせください。

胃内視鏡・大腸内視鏡嚥下内視鏡

超音波検査装置

https://o.remove.bg/downloads/b54c51aa-b4aa-41c1-a0cd-8ec010b11f19/073199448b0756f50a46d5413b2128a2__2_-removebg-preview.png


アクセス

□関連施設（社会福祉法人 和光福祉会）

特別養護老人ホーム
フェニックス加古川ケアセンター
加古川市米田町平津384－16                          
TEL：（079）432-1555

□交通手段
🚃🚃電車ご利用の方・JR山陽本線「宝殿駅」より北へ約600ｍ。徒歩8分
🚙🚙お車をご利用の方・加古川バイパス「加古川西インター」より南へ約500ｍ。約３分

フェニックス
加古川ケアセンター

〒675-0054
フェニックス加古川記念病院
加古川市米田町平津384-1
TEL：（079）432-7088
FAX : （079）432-7077

フェニックス加古川記念病院 検 索

急性期有床診療所
フェニックス岩岡クリニック
神戸市西区岩岡町岩岡917-12
TEL：（078）967-0303

フェニックス訪問看護ステーション
フェニックス指定居宅介護支援事業所
神戸市西区岩岡町岩岡917-13
TEL：（079）967-6900

介護老人保健施設
フェニックス西神戸キュアセンター
神戸市西区岩岡町岩岡654-7
TEL：（078）967-0306

フェニックス診療所・歯科
神戸市西区岩岡町岩岡654-156
TEL：（078）967-0036 

介護老人保健施設
フェニックス垂水キュアセンター
神戸市垂水区塩屋北町2-24-16
TEL：（078）751-0036 
フェニックス塩屋北町グループホーム
TEL：（078）755-0909

介護老人保健施設
フェニックス長田キュアセンター
フェニックス長田グループホーム
神戸市長田区林山町4-22
TEL：（078）631-1777
障害福祉サービス
TEL：（078）631-3939

企業主導型保育園
フェニックス加古川保育園
TEL：（079）451-5125
フェニックス加古川ケアセンター2階

□関連施設（医療法人社団 一功会）

随時園児募集
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