
2019年度、16名の新しい職員が入職しました。

ゴールデンウィーク中の外来診療体制

2019年度入社式をおこないました2019年度入社式をおこないました

　花冷えとなった4月1日、今年も無事新たな仲間たちを迎え入れることができました。

　患者様や利用者様、地域に寄り添うことができるよう、今後様々な活動に取り組んでまいります。

　地域の皆様、近隣医療機関の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
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新⼊職員紹介新⼊職員紹介

看護師（北3階病棟）

　片山   芽衣（かたやま  めい）
趣味：ホラー映画を見ること

抱負：責任感をもち、一生懸命頑張り
ます！

看護師（南2階病棟）

　河野   未来（かわの  みく）
趣味：映画鑑賞

抱負：元気に一生懸命がんばります。
　

看護師（北2階病棟）

　北風   琴音（きたかぜ  ことね）
趣味：ライブ（音楽）鑑賞、読書、カメラ

抱負：1人ひとりの患者様に丁寧に接
していきたいです。

看護師（北3階病棟）

　草井   千夏（くさい  ちなつ）
趣味：映画鑑賞、YouTubeをみる、けん玉

抱負：一生懸命、患者様に真摯に向き
合いたいと思います。よろしくお願い
します。

看護師（北3階病棟）

　島尾   萌里（しまお  もえり）
趣味：運動、買い物

抱負：おちついて仕事ができるように
頑張ります。

看護師（南2階病棟）

　泉   茉穂（いずみ  まほ）
趣味：買い物、映画、ライブに行くこと、
1日中寝れること（どこでも）

抱負：患者様 1人 1 人に丁寧に接し、
患者様の思いを大切にし、信頼される
ように努力していきます。

看護師（南2階病棟）

　田中   美佳（たなか  みか）
趣味：アニメ、ゲーム

抱負：患者様を一番に考えた看護がで
きるように頑張ります！

看護師（北2階病棟）

　福貴   央渚（ふき  ひろな）
趣味：体を動かすこと

抱負：一生懸命、がむしゃらに頑張り
ます。よろしくお願いします。

理学療法士（リハビリテーション科）

　松山   あかね（まつやま  あかね）
趣味：バレーボール

抱負：患者様や職員、全ての方に信頼
される理学療法士を目指します！

事務（医事課）

　相野   早紀（あいの  さき）
趣味：旅行（色んな所に行くのが好きです）

抱負：地域の方々に信頼される事務に
なれるようにがんばります !!

薬剤師（院内薬局）

　西田   哲朗（にしだ  てつろう）
趣味：音楽活動、バスケットボール、水泳

抱負：一日でも早く仕事を覚え、地域
に貢献できるよう頑張ります。

看護師（北2階病棟）

　平子   志津香（ひらこ  しづか）
趣味：海外ドラマを観ること

抱負：体力に自信がなく、国試勉強中
は勉強よりもジム通いを優先していま
した。体調を崩さないよう気を付けて
いきます！

看護師（北3階病棟）

　古沢   藍（ふるさわ  あい）
趣味：カラオケ、動画をみる

抱負：患者様によりそっていける看護
を目指していきたいです。

介護福祉士（いろどりの家・大池）

　田部   友志（たなべ  ゆうし）
趣味：マラソン

抱負：心身ともに成長し、喜びの輪を
広げていきたいです！

事務（庶務課）

　新宮   祥生（しんぐう  ひろみ）
趣味：景観めぐり、おつまみの開発

抱負：年齢を言い訳にせず、あきらめ
ず頑張ります。

看護師（北2階病棟）

　渡邉   尚武（わたなべ  なおたけ）
趣味：スポーツ観戦

抱負：新しい場所、土地で不安も多い
ですが、皆さんと仲良くやっていけた
らと思います。



　認知症の人にとって、支えてくれる家族は症状を

左右する大切な存在です。また家族は認知症の人を

支えながら、優しい気持ちや失望や怒りを同時に抱

え、多くの方が苦しんでいます。そのため家族への

支援が必要です。東神戸病院でも、2016年から認知

症介護家族サロンを行っていましたが、昨年一旦終

了していました。昨年までの家族サロンは交流を主

な目的としていましたが、東灘近隣には活発に活動

している認知症カフェがあり、当院の2ヶ月に１度の

家族サロンの果たせる役割は低いと考えました。そ

こで ●専門的な知識やスタッフを持つ病院としての

有利性を活かす。 ●もの忘れ外来後の家族をサポー

トする必要がある。これらの観点からより支援的役割

を重視して、今年の2月から認知症家族介護教室と

して再開しました。

　講座は ①認知症の基礎知識 ②認知症の人の世界

③認知症の人への向き合い方 ④社会資源の計4回

です。講座の後に話し合いを充分にできるようにし

ています。「もの忘れ外来にどうやったら連れていけ

るでしょうか」との質問に別のご家族から「私も最近

物忘れがあるから、一緒について来てねって言って

連れて行きました」と助言がありました。「少し距離

を保って客観的にと言うけれど、どっぷり介護の役割

にはまり込んでいるわ。」と気がついたり、「はまらな

きゃ仕方ないやん」という言葉もありました。

　途中参加もできますので、皆さまのご参加をお待

ちしています。また、次は8月から第2回目のシリー

ズで、認知症家族介護教室を開催する予定です。

                             （認知症せん妄チーム・東川  邦和）

認知症家族介護教室のご案内認知症家族介護教室のご案内

「平和だなぁ」と感じる動画上映会「平和だなぁ」と感じる動画上映会

　3月19日、東神戸病院で「平和だなぁ」と思える

動画の上映会「第2回PeaceTube」を開催しました。

【PeaceTubeとは？】

　発足のきっかけは、「職場の仲間と何でもない動

画を見ながらワイワイ集まる場」が作れたらと思った

のが始まりでした。そういう空間って「平和」であり、

この「平和な瞬間を大切にしたい」という気持ちを、

少しでも平和活動につなげることができたらと思い、

PeaceTubeという企画を発案しました。

【実に平和なひと時】

　当日は約30名の職員が集まり、8本の短い動画を

上映し、失笑したり爆笑したりの30分でした。1番盛

り上がったのは昨年の忘年会の余興で披露した、遠

山院長率いるダンスチームによる「USAダンス♪」で

した。他にも、患者会の新年会に登場した獅子舞の

動画等、ほのぼのとしたものもありました。

【新しい平和活動への参加の形】

　動画上映会に参加した方からは入場料として¥100

をカンパしてもらい、それらは全て当法人の社会保

障平和活動に使うこととしました。今回のPeaceTube、

何気ない日常から平和を考えなおす特別な空間とな

り、とても有意義だったと思います。また開催したい

です。

  　    （PeaceTube創設者 安全管理推進室・島田  尚哉）

第 2回 PeaceTube 開催報告



当院向かい側の立体駐車場は営業
終了しました。
近隣駐車場をご利用下さい。

診療科目 時間 月 火 水 木 金 土

・【　】内の数字は第○週目を表しています。

・名前の前に＊印がついているのは予約診療です。但し（一般）（一般あり）と書かれている場合は一般診療も行っています。

当院の緩和ケア(ホスピス)病棟へのご⼊院をご希望される場合は、まずはお電話で
ご相談ください。
相談⽇時：⽉・⽊・⾦(平⽇のみ) 14：00〜16：00 
電話番号：078-841-5731(病院代表につながります)
お電話⼝で「緩和ケア(ホスピス)相談をお願いします」とお伝えください。

急病の場合はこの時間の限りではありません。お電話にてご相談ください。

午前
受付開始時間

8:45〜12:00
17:00〜19:00

診療時間
8:30〜
16:30〜夜間

（2019 年4 月現在）

内科

午前

午後

夜間

午前

午後
夜間

午前

午後
夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間
午前

夜間
午前
夜間

小児科

整形外科

皮膚科

神経心療
内科

外科

消化器外科
肛門科

＊安藤
（予防接種外来含む）

菅本

＊森岡(新患外来)
【  3 】

＊森岡

＊森岡 ＊森岡(喘息特診）

＊森岡(喘息特診）

菅本

高村
（14：00～16：00）

高村高村

＊藤井 (一般あり）

＊千古 ＊千古 ＊千古 ＊千古

＊千古

＊千古

＊千古
（ものわすれ外来）

合田 ＊藤井 (一般あり） 合田 ＊藤井 (一般あり）

合田
藤井【1・3・5】
合田【    2・4    】 合田

菅本

菅本

菅本【1・3】

高村【  2・4  】

＊森岡

＊安藤
（予防接種外来含む）

＊森岡

＊森岡

＊森岡【月2回】
（事前に要確認）

＊遠山　＊藤末
＊小川

鱸 　  水江
新患外来

＊水江
＊大槻（糖尿病）
＊大西（緩和ケア）

＊大西
高島　　中川

藤末　   水間 遠山　　滝本
大槻

＊馬田（糖尿病） ＊遠山（循環器）
＊遠山（循環器）
＊高島（リハ）
＊滝本（被爆）

 ＊藤末　＊滝本
 ＊遠山 (隔週)
　  馬田  (隔週)

＊大西　＊高島
＊滝本　＊馬田

榎本
新患外来

＊滝本　＊大槻
＊藤末　

谷口
新患外来

＊武村　＊浜中
＊山田　＊永野　

仁田
新患外来

＊大西【1・3】
＊遠山【4】

担当医
　新患外来

＊千古

脇田 石川

＊水間(肝臓病/一般)    
新患外来


