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新任医師・強化した診療科紹介

産後のお母さんの心身のサポートを行います。授乳や沐浴の不安、体が休まらない、
家族のサポートを得るのが難しいなど、一人では解決できないことへの相談、
援助を行うことで、お家での育児生活が少しでも慣れるようにお手伝いいたします。

1.産後ケアとは？

●お母さんの健康管理や産後の生活のアドバイス
●乳房のケアや授乳方法の指導
●体重測定等や発育・発達のチェック、観察

●赤ちゃんの沐浴やスキンケアなどの育児技術の指導
●育児相談や子育て情報の提供
●お母さんの食事の提供

2.産後ケアの内容

●ご自宅での赤ちゃんとの生活ができることを目標に、基本は母児同室になります。
　夜間等、一時的にお子様を預ける場合は、ご相談ください。
●お母さんの体調や赤ちゃんの状況に合わせてケアをしますので、ご要望などを利用時に教えてください。
●母乳栄養、混合栄養、ミルク栄養はお母さんと赤ちゃんの状態に合わせ相談して選択します。
　母乳育児を希望される方には、母乳育児支援をいたします。
●パートナーの宿泊は可能ですが、付き添う際の注意がありますのでご確認ください。
●上のお子さんの宿泊はできませんのでご了承ください。
●事前に見学を希望される場合は、各施設にご相談ください。
●利用中の外出は届出が必要です。
●下記の場合、追加料金が必要となります。
　■設備（テレビ・冷蔵庫・洗濯機）利用料：370円／日
　■付き添い者の寝具代：200円／日

詳しくは神戸市HP「神戸市産後ケア事業のご案内」をご確認、お問い合わせください
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/maternity/consult/sangokea.html

東灘：078-841-4131（代）

 灘 ：078-843-7001（代）

中央：078-232-4411（代）

兵庫：078-511-2111（代）

 北 ：078-593-1111（代）

北神：078-981-1748（直）

長　田：078-579-2311（代）

須　磨：078-731-4341（代）

北須磨：078-793-1414（直）

垂水：078-708-5151（代）

 西 ：078-929-0001（代）

3.当院でのご利用にあたって

甲南通信
『 地 域 の 皆 様 と 心 を 通 わ す 』

■利用をご希望の際には、事前に、住所地の区役所・支所こども保健係にご相談ください
　（受付時間：平日8時45分～17時15分）

六甲アイランド甲南病院との二人三脚
（回復期リハビリテーション病棟の開設）

新しい診療ニュース

小児科がある総合病院なので、
赤ちゃんに何かあっても

すぐに診療を受けられるので
安心です。

新しい
きれいな病室で
産前・産後も
快適でした。

患者さんの声

産後ケア入院を始めました産後ケア入院を始めました

トータルケアの行き届いた
甲南医療センターで記念に残るご出産を！
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ガンバって
もう少し

▲六甲アイランド甲南病院

六甲アイランド病院 院長　三枝 康宏

コーニャンズが
作業療法をお手伝い カンファレンスの様子

リハビリテーションルーム

病棟（4床室）ADL訓練室

新 し い 診 療 ニ ュ ー ス

多職種による在宅復帰にむけた支援を強化

六甲アイランド甲南病院に
回復期リハビリテーション病棟を開設

　2020年2月には、2階に500㎡の開放的な「リハビリテーションルーム」がオープンしました。ここではADL訓練室の設備が

充実しています。電動昇降式のキッチンや浴室訓練機器等、高さ調整をすることで出来る限り患者さま各々に合わせた自宅環境

に近い形での訓練が行えるようにしました。最も広いリハビリテーションルームも直線30ｍの距離を確保し、室内も周回できる

ようにベッドを配置、十分な歩行訓練スペースを設けています。

　また、遮蔽された8㎡以上の言語療法室を4室配備し、より効果的な言語療法が施行されるような環境になっています。

　回復期リハビリテーション病棟が開設されて以降、医師を中心に看護師、リハビリスタッフ、コメディカル等の多職種が互いに

意見を出し合い、ご入院された方々がより高いレベルで社会復帰することが出来るように日々取り組んでいます。

技士によるマッサージ 明るく開放的なスペース

コーニャンズが
歩行訓練をお手伝い

歩行訓練の様子

お家に帰るための
お手伝いをするよ！

　六甲アイランド甲南病院は、2019年10月に回復期の患者様中心の病院に

生まれ変わりました。回復期とは、病気や怪我の発病早期の治療が一段落した

後に、主としてリハビリテーション医療を担う時期の事を指し、当院では、回復

期リハビリテーション病棟と、地域包括ケア病棟を運営いたします。そして、

2020年4月に回復期リハビリテーション病棟の改修工事が完了し、60床の

病棟を運用しています。対象疾患は脳血管障害、骨折、股関節や膝関節の人工

関節手術後の患者様で、リハビリテーション科のドクターを中心に、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚療法士、看護師、ソーシャルワーカー等のスタッフが

カンファレンスを重ね、患者様に最適な治療ができる体制を構築しています。

始まったばかりの病棟ですが、スタッフ一同全力を尽くす所存ですので、末永

く宜しくお願い申し上げます。

　回復期リハビリテーション病棟は、2フロアに分かれ、フロア毎に「リハ

ビリスペース」が設けられています。リハビリ技士による治療・訓練だけ

でなく、患者さま自身も退院に向けたトレーニングがいつでも行える環

境を整備しました。また、循環器内科の医師による「心臓リハビリテー

ション」も積極的に行なわれています。病棟にあるリハビリスペースは

ナースステーションと隣り合わせに配備され、リハビリを行なう際に不安

なく実施できるように配慮しています。

　在宅復帰に向けた病室での訓練も広いスペースにより、安心してゆっ

たりと動作ができるようになっています。
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　この度6月より甲南医療センターに赴任した平成20年卒の田中潤と申します。神戸大

学の関連病院を転々として参りましたが、もともとの生まれは神戸市灘区ですので、この

地に赴任するのはどこか懐かしい気持ちです。さて私は脳神経外科の中でも、特にカテー

テルによる脳血管内治療を専門としています。現在日々新しい機材が導入され、低侵襲な

がらも安全に、かつ治療適応範囲も広がってきている進歩著しい分野です。具体的には脳

動脈瘤に対するコイル塞栓術、頚動脈狭窄症に対する頚動脈ステント留置術、脳・頭頚部

腫瘍や脳動静脈奇形に対する栄養血管塞栓術などがあります。その中でも、今まで非常

に予後が悪かった脳主幹動脈（内頚動脈や中大脳動脈などの脳の太い動脈）が血栓で閉

塞した脳梗塞に対して行う血栓回収術は、2015年にエビデンスが確立した非常に新しい治療法ですが、非常に効果があ

り、爆発的な勢いで世界中で取り入れられています。導入前は後遺症が残りなかなか自宅復帰が困難となり、場合によって

は生命にも関わるような疾患でしたが、血栓回収術の導入後は半数程度まで自宅復帰が可能となったとされています。これ

らの治療をもって東灘区周辺の脳卒中診療・脳神経外

科診療に携わっていきたいと思います。

　2020年7月より勤務させていただくこととなりました。これまでは市中病院および神

戸大学病院に勤めておりました。出身地である神戸市で地域医療に従事できることを大

変嬉しく思っております。未熟者ですが、患者様に寄り添った医療を提供できるよう日々

精進して参りますので、よろしくお願い致します。

　7月から甲南医療センター整形外科に赴任となりました。2011年卒の寛島佑史と申し

ます。私は初期臨床研修医から後期臨床研修医にかけて２年半甲南病院で研修させて

頂きました。再びこの病院に戻って働くことができることを大変うれしく思います。現在、

神戸大学大学院整形外科スポーツグループの大学院4年生です。スポーツ医療を通して、

運動機能の大切さを痛感しております。どの年代の患者様に対しても疾患にとらわれ

ず、機能を回復することを目標に手術や外来業務を行いたいと思います。整形外科全般

の診療を行っていく予定です。甲南医療センターのチームワーク医療の一員を担うべく、

フットワーク軽く、積極的な姿勢で対応したいと思います。何卒宜しくお願い致します。

　７月から麻酔科で勤務することとなりました西原侑紀と申します。出身は大阪で大

学は高知大学を卒業後、2年間神戸大学で研修し、神戸大学麻酔科に入局いたしまし

た。その後は神戸大学、加古川中央市民病院、国立がん研究センター中央病院での勤務

を経てこの度甲南医療センターで勤務させていただくこととなりました。これまで学ん

できたことを活かして、手術麻酔だけでなく、術前術後を含めた周術期全般における治

療に関わっていければと思っております。麻酔科は様々な科の先生方と協力して治療

を行っていくことが多いため円滑なコミュニケーションを取っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

田中　潤
た な か じゅん

❶脳血管内治療  ❷日本脳神経外科学会専門医、

日本脳神経血管内治療学会専門医

❸兵庫県  ❹13年

❶形成外科  ❷日本形成外科学会  ❸兵庫県  ❹5年

❶麻酔科  ❷日本麻酔科学会、日本麻酔科学会認定医  ❸大阪府  ❹7年

❶整形外科  ❷日本整形外科専門医、日本スポーツ協会 スポーツドクター  ❸兵庫県  ❹10年

『カテーテルによる脳血管内治療を強化、
 低侵襲治療の拡大に努めます』

脳神経外科  本岡診療部長率いる脳神経外科に1名着任、
 全3名チームに

西原 侑紀
にしはら ゆ う き

『多岐にわたる術式に対応し、
 麻酔管理に重点を置いた安全で質の高い
 麻酔の提供を行います』

麻酔科  末原部長率いる麻酔科に1名着任、
 全6名チームに

白木 恵梨子
し ら き え り こ

『外観の治療により、心豊かなライフスタイル
 への向上をサポートします』

形成外科  芝岡部長率いる形成外科に1名着任、全3名チームに

寛島 佑史
ひろしま ゆ う じ

『幅広い世代で起こる運動器疾患に対応
 これからの長寿社会を支えます』

整形外科  笠原診療部長率いる整形外科に1名着任、
 全9名チームに

1名増員

1名増員

ステント型の機材で血栓を
からめとって回収します。

左中大脳動脈時閉塞症を
認めます。

血栓回収を行い、再開通して
います（自験例より）。

強 化 さ れ た 診 療 科 を 紹 介 ①専門分野  ②所属学会・認定医・専門医・指導医等  ③出身地  ④経験年数 強 化 さ れ た 診 療 科 を 紹 介 ①専門分野  ②所属学会・認定医・専門医・指導医等  ③出身地  ④経験年数



①出身地  ②出身大学
③目指している診療科  ④自己紹介

臨床研修医（前期） がんばり

ます！

衛藤 弘章（えとう ひろあき）

①大分県　②神戸大学　③循環器内科　④はじめまして。4月より初期臨床研修医と
して勤務させて頂いています、衛藤弘章と申します。出身は大分県で、大学から神戸に
やって参りました。まだまだ未熟ですが、九州男児らしく根気強く精進していきたいと思
います。宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

玉田 亮吾（たまだ りょうご）

①鹿児島県　②神戸大学　③脳神経内科・内分泌内科　④鹿児島で産まれ育ち、大学
から神戸に来て、医者としてのスタートも神戸で切らせていただくことになりました。昨
今はCOVID－19が広がりを見せ、医療は逼迫した状況になっています。まだ右も左も
わからない未熟者ですが、移り住んで大好きになった神戸の人々の健康を守るため、精
一杯努力していきたいとおもいますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

臨床研修医（前期）：1年目

熊谷 美咲（くまがい みさき）

①新潟県　②福井大学　③外科　④はじめまして。4月から甲南医療センターでお世
話になっております、初期研修医1年目の熊谷美咲と申します。医師として新たな人生の
スタートを切り、日々充実した研修生活を送っております。地域の皆様一人ひとりの健
康や安心へつながっていく医療を提供できるよう、これからも研鑽を積んでまいりたい
と思います。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申します。

臨床研修医（前期）：1年目

神野 　咲（かみの さき）

①福岡県　②神戸大学　③整形外科・形成外科　④はじめまして。4月より初期臨床
研修医としてお世話になっております神野 咲と申します。大学6年間で街並も人柄も素
敵な神戸に魅了され、そんな大好きな神戸の医療を支える甲南医療センターで働かせ
て頂けること大変嬉しく思います。まだまだ至らない点も多々あるかと存じますが、1日
でも早く皆様のお力になれるよう励んで参りますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願
い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

佐々原 正悟（ささはら しょうご）

①香川県　②産業医科大学　③糖尿病・内分泌内科　④初めまして。この度、甲南医
療センターで初期研修医として1年間お世話になることになりました。佐々原正悟と申
します。今年より初めて神戸で過ごすことになり少し不安でしたが、甲南医療センター
で働く全ての方々がすごく接しやすく、非常に恵まれた環境で仕事ができていると感じ
ます。まだまだ未熟ですが、1日でも早く一人前の医師として貢献できるように日々努め
て参りたいと思いますので宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

田原 準也（たはら じゅんや）

①大阪府　②神戸大学　③消化器内科・整形外科・形成外科　④初めまして。初期研
修医1年目の田原準也と申します。出身は大阪で神戸大を卒業し、この御影の地で医療
に携わらせていただくこととなりました。祖母が御影に住んでいたこともあり、とても馴
染みのある場所です。そんな場所で働くことができるのは大変嬉しいですし、少しでも
力になりたいと思っています。まだまだ未熟ではありますが、精一杯頑張りますのでご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

西井 盛人（にしい もりと）

①兵庫県　②山梨大学　③救急科　④はじめまして。今年の春より初期臨床研修医と
して働かせていただいています西井盛人と申します。働き始めて3ヶ月が過ぎましたが
未だ出来ないこと、慣れないこともあり、自分の力不足を痛感する日々を過ごしていま
す。ですが、どんな状況でも楽しんで仕事が出来たら良いなと思っているのでこれから2
年間宜しくお願いします。

臨床研修医（前期）：1年目

堂本 　綾（どうもと あや）

①奈良県　②産業医科大学　③眼科　④初めまして。今年度、神戸大学のたすきがけ
コースで1年間お世話になります、堂本綾と申します。昔から憧れていた神戸という街で
働くことができて嬉しく思っています。皆様にはたくさんご迷惑をおかけしてしまうこと
があるかと思いますが、精一杯頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

冨安 孝雄（とみやす たかお）

①兵庫県　②和歌山県立医科大学　③糖尿病・内分泌内科　④今年の春から研修医
として働かせて頂いてます和歌山県立医科大学卒の冨安です。出身は兵庫県で6年ぶり
に地元に戻ってきました。初めは何も分からない状態で始まった研修生活も少しずつ慣
れて充実した日々を送ることが出来ています。指導医の先生方やコメディカルの方々から
多くのことを吸収して、これからも頑張っていきたいと思います。宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

福島 直樹（ふくしま なおき）

①兵庫県　②鳥取大学　③眼科　④2年間、甲南医療センターで初期臨床研修をさせ
て頂きます、福島直樹と申します。兵庫県で生まれ育ち、鳥取県の豊かな自然の中で大
学生活を送り、再び兵庫県に舞い戻ってきました。初めは至らない点が多々あると思い
ますが、少しでも早く一人前に医師となり、地域の医療を支えていこうと思っておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

澤見 香菜（さわみ かな）

①兵庫県　②神戸大学　③眼科・内科　④はじめまして。今年の春から臨床研修医とし
て働いています。大学では、バレーボール部に所属しており、みんなとワイワイするのが
好きです。働き始めてまだ慣れないことも多く不安もありますが、上の先生方やコメディ
カルの方々が優しく大変有難いです。早く一人前の医師となり、慣れ親しんだ神戸の医
療を支える一人になれるよう日々精進していきたいと思います。宣しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

髙島 晨伍（たかしま しんご）

①大阪府　②神戸大学　③消化器内科・内科　④初めまして。初期研修医1年目の髙
島です。研修もあっと言う間に4月から3ヶ月が過ぎました。まだまだ圧倒的に出来ない
ことが多く不安もありますが、皆様のご指導の元、少しずつでも出来ることも増えてき
ました。今後も初心を忘れず、皆様のお力に微力でもなれるよう努力したいと思います。
何卒、ご指導の程宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：1年目

島津 薫子
①京都府　②神戸大学　③形成外科　④はじめまして。臨床研修医1年目の島津薫子
と申します。出身は京都ですが、中学から大学まで学生生活を神戸で送っていたことも
あり、思い入れのある土地で医師として働くことができて大変嬉しく思っております。ま
だまだ至らぬ点もあるかと思いますが、1日でも早く仕事に慣れ、地域の皆様に少しでも
貢献できますよう日々精進してまいります。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

（しまづ かおるこ） 臨床研修医（前期）：1年目

嶋田 侑記
①大阪府　②神戸大学　③内科　④初めまして。この4月から初期研修医としてお世
話になっております、研修医1年目の嶋田侑記と申します。大学を神戸で過ごし、この度
神戸の医療に携れることを嬉しく思います。未熟な点も多々あると思いますが、少しで
も皆様のお役に立てるよう努力していきますので、宜しくお願い致します。

（しまだ ゆうき） 臨床研修医（前期）：1年目
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さらに新しい
駐車場をご利用いただけます！

駐車場のご案内

かもめ薬局
甲南店

アルパ薬局
甲南病院前店

甲南医療センターの
周辺には、新設された
14台分を含めた全117台分の
駐車場をご用意しております。
お車でお越しの際は
どうぞご利用ください。

■第3駐車場■第2駐車場

駐車場MAP：全117台

甲南医療センター

■第4駐車場 ■新設駐車場 ■甲南医療センター1階駐車場

第5駐車場：
32台

第4駐車場：
11台

1階駐車場：
38台

第3駐車場：8台

第2駐車場：14台

新設駐車場：14台


