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文字コイジや背景色の

変更、多言語の対応 

更新情報を掲載 

職員採用情報を掲載 

患者さん向け 

情報を掲載 

病院概要などを掲載 

当院は、３月 ６日に情報発信力の強化と閲覧者の利便性向上のため、ホームページのリニューア

ラを行ないました。 

主な変更点  

① ヅゴインの刷新、情報の整理によりアクススが容易になりました。 

② スマーテビォンからの閲覧が可能になりました。 

 コイテＵＲＬの変更（新ＵＲＬ h : www ha da h j ） 

お気に入りやピックマークなどに 録されている場合は、 録の変更をお願いします。 

新ホームページのテッフ画面 

スマートフォンはこちらから

もアクセスできます

半田病院ホームページを半田病院ホームページを

リニューアラしましたリニューアラしました

半田病院ホームページを半田病院ホームページを

リニューアラしましたリニューアラしました



 

脊椎圧迫骨折（脊椎椎体

骨折）は高齢者に起こりや

すい骨折のひとつです。日

本では年間 140万人に発現

しているとの報告もあり、

一般的に骨粗鬆症との関連

が大きいとされます。 

【原因】 

骨折はつまずいたり、し

りもちなど転倒を契機に発

生することが多いですが、

これといった明らかなきっ

かけもなく起こることもあ

り、いわゆる“いつの間に

か骨折”とも言われます。

そのために背中や腰の痛み

を感じ、起き上がり動作が

困難になることで、寝たき

りになりやすくなったりし

ます。 

【症状】 

骨折が脊柱管面に及んだ

場合には下肢の痛みやしび

れ感などの神経症状を伴う

ことがあり、下肢筋力低下

を起こす場合があります。 

また、骨折治癒が不良の

場合は骨折面が不安定にな

って“偽関節”と言われる

状態になると神経症状を起

こしやすくなります。 

【検査・診断】 

診断は症状の起こり方や

症状の様子を教えてもらう

問診が重要ですが、なによ

りも画像検査が必須です。 

レントゲン撮影が簡易で

すが骨粗鬆症の高度な場合

には初回のレントゲン撮影

では診断がつかないことが

多く、ＣＴ検査やＭＲＩ検

査によって正確な診断がつ

きます。骨粗鬆症以外の病

態が存在することも時々あ

り、癌の脊椎転移や感染に

よる脊椎椎間板炎などを鑑

別するためにもＭＲＩは必

須です。 

 

【治療】 

治療は、疼痛が治まるま

でギプスやコルセットなど

による外固定を併用して安

静にする保存的治療が一般

的です。骨粗鬆症に対する

治療も大切です。 

神経症状が合併したとき

や偽関節になって日常生活

に支障が大きい場合には手

術の適応となります。骨粗

鬆症や骨折の程度に応じて

全身麻酔で脊椎固定術を行

ないます。最近の手術のひ

とつに、骨折の椎体内に専

用の骨セメントを注入する

経皮的椎体形成術も行われ

ていますが、適応には慎重

な検討が必要です。 

十分な期間をかけて適切

な治療を行ってもある程度

の痛みが残ることも多く、

脊椎圧迫骨折に対する十分

なご理解が必要であり、担

当の先生とよく相談してい

ただくことが大切です。 
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医学のミニ知識 

 脊椎圧迫骨折について                             整形外科 統括部長 宮坂 和良 

半田病院では骨粗鬆症を早期発見し骨折を予防するために骨ドックを行っていま

す。健康な時に検査を受けることで将来寝たきりになるリスクを減らします。 

各種検査に加えて整形外科専門医からの結果説明と骨粗鬆症 

マネージャーによる生活指導もあります。 

詳しくは当院整形外科外来までお問い合わせください。 

 

受付時間：平日 14：00 から 16：30 整形外科外来 （0569-22-9881） 



 

 

 

 

●採用予定日 平成３２年４月１日 
（看護師、助産師については平成３１年７月１日、平成３１年１０月１日、平成３２年１月１日採用も同時募集） 

 

●採用職種・人数・受験資格 

職 種 採用予定人数 受   験   資   格 

看 護 師 

50名程度 

昭和 35 年 4 月 2日以降に生まれた方で、各免許

を取得済みの方または平成 32 年 3 月までに資格

を取得見込みの方 

助 産 師 

薬 剤 師 2名程度 

臨床検査技師 2名程度 

放射線技師 １名程度 

理学療法士 2名程度 

事務職（社会福祉士） 

（診療情報管理士） 

（心理士） 

2名程度 

 

※事務職は各免許の取得を要件としていますが、配属先は各免許の職務とは異なる配属先(事務全般)となる場合が

あります。 

※心理士は公認心理師・臨床心理士・認定心理士のいずれかの資格・認定を取得済み、または取得見込の方となり

ます。 

 

●試験日・申込受付 

職 種 申込受付期間 第一次試験 第二次試験 

看護師 

 

助産師 

○申込方法：持参または郵送 

○期間：～平成 31年 5月 8日（水） 

～平成 31年 8月 2日（金） 

～平成 31年 10月 9日（水） 

～平成 32年 1月 8日（水） 

※郵送の場合は各期日の前日までの 

消印有効 

○提出先：半田病院 看護局 

5月 18日（土） 

8月 13日（火） 

10月 18日（金） 

1月 17日（金） 

－ 

薬剤師 

臨床検査技師 

放射線技師 

理学療法士 

事務職 （医療福祉相談員） 

    （診療情報管理士） 

    （心理士） 

○申込方法：持参または郵送 

○期間：～平成 31年 5月 15日（水） 

※郵送の場合は 5月 14 日（火)までの 

消印有効 

○提出先：半田病院 管理課 

 5月 25日（土） 6月 8日（土）

 

Page 3 

●申込み・問合わせ 半田病院管理課 

 詳しくは、当院ホームページ内に掲載しております「平成３１年度半田市職員採用候補者試験実施要項」をご覧ください。 

 

管理課



      

 消化器内科診療制限について 
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消化器内科 

１．救急・がん・災害・周産期小児医療を含む急性期医

療を提供し、基幹病院の役割を果たします。 

２．安全で適切な医療を提供します。 

３．地域の医療機関や介護施設等との連携を大切に、地

域完結型の医療を提供します。 

４．教育・研修病院として豊かな人間性を有する医療人

を育成します。 

５．常に健全な経営を意識して、安定した医療サービス

を提供します。 

● 患者の権利と責任 ● 

 

 半田病院は、十分な説明と同意に基づく高い信頼

関係のもとで、患者の皆さんと病院が協力して安全

な医療を行うために、｢患者の権利と責任｣について

以下のことを確認します。（各項目抜粋） 

 １．良質な医療を受ける権利 

 ２．医療内容について知る権利 

 ３．治療について自分で決定する権利 

 ４．セカンドオピニオンを求める権利 

 ５．患者情報が保護される権利 

 ６．病院内及び社会のルールを遵守し、医療に 

   参加・協力する責任 

 ７．個人の尊厳が守られる（尊重される）権利 

８．診療に要する費用を負担する責任 

半田市立半田病院 広報部会 （事務局 管理課） 

 〒475-8599 半田市東洋町２－２９ / TEL（0569）22-9881 / FAX （0569）24-3253 

 E ﾒｰﾙ byouin@city.handa.lg.jp  / URL  https://www.handa-hosp.jp 

● 半田病院の理念 ● 
 

私たちは、良質な医療の提供を通じて地域社会に

貢献します。 

● 半田病院の基本方針 ● 

平成３１年５月７日（火）より、消化器内科診療は、  

①他医療機関からの病診予約のある患者さん  

②診療情報提供書（紹介状）をお持ちの患者さん  

のみとさせていただきます。  

上記に該当しない患者さんは、かかりつけ医やお近くの診療所で

の受診・相談していただきますようお願いします。  

平成３１年１月より、消化器内科医師の減少等に伴い、消化器内科の診療制限を行っ

ておりましたが、患者数に大きな変化はなく、ご予約のある患者さんの診察時間の遅れな

ど診療に支障を来しております。消化器内科の診療制限を変更させていただきます。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。  

 

５月８日（水） 

いきいき健康講座（毎月第２水曜日開催）

テーマ「糖尿病の運動療法について」 

※「はんだ健康マイレージ」対象事業 

講 師： 理学療法士 

時 間：１０時３０分～１１時３０分 

場 所：半田病院 正面玄関ホール 

申込み：不要 

問合せ：半田病院 看護局 
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