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2020 年度入社式をおこないました
2020 年度、26 名の新しい職員が入職しました
4 月 1 日、薬剤師 1 名、看護師 12 名、理学療法士 3 名、作業療法士 2 名、介護福祉士 2 名、相談員 1 名、事
務 5 名を新たに迎え、入社式を行いました。地域の安心、安全な医療・介護を担う仲間として、ともに成長し
ていきたいと存じます。今後ともよろしくお願いします。

診療体制が変わります
水曜の夜間診療が 4 月で終了し、5 月より夜間診療が月曜と金曜のみになります。また、整形外科、小児
科の診療体制に変更があります。詳しくはニュース裏面の診療体制表、病院ホームページ、お電話等でお
問い合わせください。

新⼊職員紹介
理学療法士（リハビリテーション科）

看護師（南 3 階病棟）

上山 真央（うえやま まお）
抱負：明るく前向きに頑張っていきます。

大野 眞弥（おおの まや）
抱負：笑顔と元気を忘れずに一生懸命頑張
ります。

看護師（北 2 階病棟）

梶原 萌（かじはら めぐみ）
抱負：頑張ります。

島田 優奈（しまだ

ゆな）

看護師（南 3 階病棟）
抱負：人間として成長できるように頑張
ります。

理学療法士（リハビリテーション科）

豊田 和菜（とよだ

かずな）

抱負：初心を忘れず、一生懸命頑張りた
いと思います。

髙島 奈歩（たかしま なほ）

抱負：ご迷惑をおかけすることもあると
思いますが頑張りますのでよろしくお願
いします。

事務（地域連携相談室）

多田 安希子（ただ

あきこ）

抱負：患者さん・家族さんの相談に対応
できるよう、がんばります。

事務（東神戸診療所）

福山 由依（ふくやま ゆい）

事務（医療事務課）

竹内 綾真（たけうち りょうま）

抱負：患者さんに寄り添い、安心しても
らえるような、あたたかい看護師を目指
していきたいと思います。

抱負：日々向上心を持ち、現場に貢献で
きるよう努力します

看護師（北 2 階病棟）

事務（本部総務課）
みはる）

乾 涼香（いぬい

すずか）

抱負：
「感謝」と「笑顔」をモットーに頑
張ります。

抱負：精一杯頑張ります。よろしくお願
いします。

看護師（北 3 階病棟）

事務（医療事務課）

高見 侑里（たかみ

みき）

抱負：早く仕事に慣れるよう頑張ります。

看護師（北 3 階病棟）

髙見 美晴（たかみ

新屋 美樹（しんや

作業療法士（リハビリテーション科）
抱負：明るく元気に頑張ります。

木村 果奈（きむら かな）

看護師（南 2 階病棟）

ゆり）

抱負：笑顔を忘れず頑張りたいと思います。

野津 汐里（のつ しおり）

看護師（北 3 階病棟）

佐伯 美緒（さえき みお）
抱負：地域の方々の支えとなることがで
きる様頑張ります。

看護師（訪看ステーションなでしこ）

宮地 香織（みやじ かおり）
抱負：患者様の〝心に寄り添える看護〟を
目指して頑張ります。

理学療法士（訪看ステーションなでしこ）

原口 佳奈美（はらぐち かなみ）

抱負：自分の仕事に誇りを持ち、精一杯
頑張ります。

抱負：地域に貢献できるように頑張ります。

薬剤師（東神戸薬局）

介護福祉士（いろどりの家・大池）

看護師（南 2 階病棟）

弦田 真侑（つるた まゆ）

井上 唯（いのうえ ゆい）

満井 由美（みつい ゆみ）

抱負：楽しみなことや不安なことたくさん
ありますが、一生懸命頑張って素敵な看
護師目指します。

抱負：患者さんに頼られるような薬剤師
になりたいです。よろしくお願いします。

抱負：利用者様に寄り添うケアをしたい
です。

看護師（南 2 階病棟）

看護師（北 2 階病棟）

介護福祉士（いろどりの家・大池）

花崎 桃子（はなざき ももこ）
抱負：できることを精一杯頑張ります。

岩野 春花（いわの はるか）
抱負：新しい気持ちで頑張りたいと思い
ます。よろしくお願いします。

作業療法士（リハビリテーション科）

島田 愛理（しまだ

えり）

抱負：幼い頃からお世話になっている東
神戸病院で働くことができて嬉しいです。
作業療法士として一生懸命頑張ります。

事務（医局事務課サーバー室）

南方 忍（みなかた しのぶ）
抱負：パソコン・周辺機器の事は何でも
対応するので気楽に声をかけて下さい。

山下 仁美（やました ひとみ）
抱負：パートから正社員になりました。よ
り一層利用者さん、職員の皆さんと共に
楽しく毎日過ごせるようにがんばります。

兵庫⺠医連第 13 回避難者健康診断
3 月 1 日 ( 日 ) に県連避難者健診を実施し 17 名の

で子供たちに遊

方が受診されました。2013 年から実施しており今回

びながら受けて

で13回目の開催となります。当日要員は、滝本医師、

もらえるような

森岡医師、共和会・尼崎医療生協・宝塚医療生協の

工夫も行ってい

職員、弁護士の差長先生、被ばく対策委員、医学生、

ます。また医学

医学生担当職員、保険医協会、外部ボランティアの

生 3 名も担当職

総勢25名体制で臨みました。また2月25日に東神戸

員と共に各現場での見学・説明が行われました。健

診療所所長の郷地秀夫医師を講師に事前学習会を開

診後の感想では、滝本医師から「受け皿が必要」と

催し、健診の意義を確認することで意思統一を行い

いう言葉が印象に残ります。

ました。

兵庫民医連では「原発事故により被ばく問題を抱

当院では第10回以来の開催で当時を知る職員も多

える被災者に寄り添い、気持ち良く健診を受けられる

く、県連被ばく対策委員のリーダーシップもあり、参

環境を提供し、
民医連として健康管理に寄与する」
「被

加職員は手際よく動く事ができ、無事に健診を終え

ばく問題は長期戦−避難者健診は今後も続けます」

ることができました。コロナウイルスの影響で今回受

この2点を確認しています。今後も引き続き開催して

診者は少なかったですが、小児は 5 名で初めての方

いきたいと思います。

もいらっしゃいました。またレクリエーションスペース

（東神戸診療所事務長・安田 忠彦）

臨床倫理学習会
2 月 1 日に初期研修医師と看護師合同の臨床倫理

で最終目標の医療者側と患者側のズレ」
「治療の協力

学習会を合同開催しました。参加者は県連内の1,2年

が得られない患者対応」「人工呼吸器装着となった

目研修医9 名と当院2年目看護師 8 名、その他、倫理

身寄りのない独居患者の意思決定支援」について 4

委員会、医師研修委員会のメンバーなど総勢30名が

分割法を用いて検討しました。

参加しました。

今回、
「医師と看護師が共に話し合う中でそれぞれ

前半は『臨床倫理の基礎講座』
『認知症と倫理』
『介

の職種での立場や考え方の違いを感じながらの有意

護分野における倫理』の講義と話題提供がありまし

義な話し合いが出来た」という意見がありました。ま

た。基礎講座では、倫理基礎知識と 4 分割法につい

た、この違いを外部委員からは『ケア倫理＝女の倫

ての説明。認知症と倫理では、意思決定支援の課題

理、医療倫理＝男の倫理』という興味深いお話もあ

と自律への配慮の大切さ。介護分野における倫理で

り参加者も興味津々に話を伺いました。

は、事例をもとに他職種が関わる中で各職種によっ

日々の業務でも、意見交換する時間はありますが、

て最善と思うことが違うことの話があり、本人の意思

今回のような意見交換や事例の振り返りはとても大

決定支援の難しさを感じる内容でした。私たちも日々

切だと感じました。この学習会を機に、初期研修生

のカンファレンスの中で他職種と関わりますが、お互

以外にも働きかけ、『研修』という場だけでなく、職

いの違いを理解した上で連携することも大切だと感

場全体で倫理について話し合いが持てる場を提供す

じました。

る企画をおこなうことでもっと倫理を身近に感じても

後半は 2 グループに分かれ模擬倫理カンファレン
スを行いました。研修医・看護師から 4 事例「救急
搬送された患者の意思決定支援」
「リハビリを行う中

らえるのではないかと思いました。
（法人倫理委員会・吉永 喜美子）

㢩勻鏺洽⡤ⵖ邌（2020 年 5 月現在）
診療科目

時間

月

火

＊遠山 ＊藤末
＊小川

午前

鱸
新患外来

午前
夜間

水

＊藤末 ＊滝本
＊大西 ＊高島
＊遠山/馬田( 隔週) ＊滝本 ＊馬田
＊水間(肝臓病/一般)
中川
＊谷口
【2・4】
新患外来
新患外来

内科

木

診療時間

受付開始時間
8:30 〜
16:30〜

8:45〜12:00
17:00〜19:00

金

土

＊武村 ＊浜中
＊山田 ＊永野

＊滝本 ＊大槻
＊藤末

＊大西【1・3】
＊遠山【4】

仁田
新患外来

谷口
新患外来

担当医
新患外来

＊遠山（循環器）

午後 ＊大槻（糖尿病） ＊馬田（糖尿病） ＊遠山（循環器）＊高島（リハ）
＊大西（緩和ケア）

夜間 ＊大西
藤末

午前
外科

高島
水間

夜間
午前

菅本

・【

高村

高村

高村
【 2・4 】

高村
(14:00 〜 16:00）
＊藤井 ( 一般あり）

合田

＊藤井 ( 一般あり）

＊藤井 ( 一般あり）

合田

合田

午前
夜間

脇田
＊安藤
（予防接種外来含む）

午後

＊森岡 ( 喘息特診）

夜間

＊森岡 ( 喘息特診）

午前
神経心療
内科

菅本【1・3】

菅本

菅本

夜間

午前
小児科

滝本

午後

午前
消化器外科
午後
肛門科

皮膚科

遠山
大槻

菅本

夜間

整形外科

＊滝本（被ばく）

＊千古

石川（9:00 〜）
＊森岡 ( 新患外来 )
【 3】

＊森岡

＊森岡

＊森岡

＊森岡【月 2 回】
（事前に要確認）

＊森岡
＊森岡

＊千古

午後

＊千古
＊千古
（ものわすれ外来）

＊千古

＊千古

＊千古

夜間

＊千古

】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。
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。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来院する全ての方に体調をお伺いしています。
また、入院患者様への面会制限も実施しています。ご協力のほどよろしくお願いします。
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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。

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。
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