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公益財団法人 甲南会

新しい車両が仲間入り！

甲南医療センター／六甲アイランド甲南病院

『 地 域 の 皆 様 と 心 を 通 わ す 』

甲南通信

甲南医療センターと六甲アイランド甲南病院間で患者さんの搬送を担う車両が1台
仲間入りしました。車椅子利用の患者さんが、そのままで乗降できる機能がついているので、
乗り換える必要がありません。また、甲南会のマスコットキャラクター「ドクターこうにゃあと
ミナミちゃん」のデザインが施され、親しみやすくなっています。

甲南会が公益財団法人として
新しいスタートを切ります！
！

新着情報！

［ 甲南医療センター News ］
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◎ 呼吸器内科を新設
◎ 医師の増員により診療体制がパワーアップ！
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甲南会が公益財団法人に
なるってホント!？
特 集

？

◎公益法人で何が変わるの

❶行政機関から、公立機関とほぼ同等の公益性のある病院として認知され、医療従事者の
信頼性が高まり、優秀な医療人材が集まり易くなります。
❷税法上の優遇が得られます。
このように、
医療体制の強化・充実を図ることができ、
地域の皆様に、
さらに質の高い医療の提供が可能になり
ます。
しかし、
それと同時に、
行政機関からは公的病院と同等の貢献を求められ、
地域医療における責任が伴うこと

一般財団法人甲南会はこの度、兵庫県公益認定等

となります。
地域の他の医療機関と協力しながら、
地域医療を守り、
充実させることに益々邁進していきましょう。

委員会において、その事業内容の公益性に鑑み、公
益財団法人として認定を受けることができました。

公益認定を機会に、地域の中核医療を担う病院運営を強化し、

2020年4月1日より、地域の基幹病院としてより一

より一層地域の皆様方に安心安全な医療を提供できるよう努めて参ります。

層尽します。下記に、公益財団法人の使命と役割に
ついて説明します。

？

4月から、甲南会が「一般財団法人」から

◎公益法人とは

公益法人とは公益の増進を図ること

『公益財団法人』になるんだって！
社団法人
『人』の集まり

財団法人
『財産』の集まり

になると
何が変わるの？

を目的として活動する民間法人 のこと
で、その法人の形態により、公益社団法人

公益
社団法人

と公益財団法人の2つがあります。
（右図）

公益
財団法人

甲南会は
こちら

『公益財団法人』
になるには、
とても厳しい条件をクリアしないといけないんだよ！
だから、
認められたら名前が変わるだけでなく、
『公益性の高い、
信頼できる法人』
としての役割が期待

民 間 非 営 利 部 門 に 属 する公 益 法 人は 、

され、
地域の皆さんからとても高い評価を得るし、
それにふさわしい内容の医療が求められるんだよ！

様々な公益部門（例：NHK交響楽団・日本
相撲協会・日本野球連盟）を担い、社会を

『公益財団法人』

一般社団法人

一般財団法人

要するに、
きちんと地域社会に貢献する活動や事業をすることだね！

支える重要な役割を果たします。

公益認定を受けるには、不特定多数の市民の利益の増進に資するよう、厳格な基準をクリアする必要があり

そう言えば、甲南会が新しく掲げた
理念と行動指針にも書いてあったわ！

ます。大きく分けると、①『公益に資する活動すなわち「公益性」の基準』と②『公益目的事業を行う能力・体制が
あるかという「ガバナンス」の基準』です。
甲南会は、甲南医療センター及び六甲アイランド甲南病院の病院事業が、
「地域医療を支援し、地域完結型

医療を推進する事業」として公益性を認められ、かつその事業を行っていくだけの能力・体制があると判断さ
れ、今回公益認定を受けることとなりました。甲南会が行う「地域医療を支援し、地域完結型医療を推進する事

そうだよ！
「やがて創設100年を迎える基幹病院として
公益と継続を重視」して、これからも院長や私達、
そして全職員で頑張っていこうね！

みなさま
よろしくお願い
いたします

業」とは、甲南医療センター及び六甲アイランド甲南病院が、連携・協業しながら、神戸市の東部及び阪神地域を
診療圏とする地域の中核病院として、地域医療を支援し、地域で完結する医療連携体制を構築し、それを通じ地
域の公衆衛生の向上と地域の健全な発展を目指すものです。
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新設

専門医が2名着任、
診療体制 が強化され、
質の高い呼吸器診療が可能に

呼吸器内科

『東灘区における
呼吸器専門診療施設を目指します』
な か た

呼吸器内科 部長

『専門とする気管支喘息を中心とした
診療に尽力します』

きょうす け

せ き や

中田 恭介

呼吸器内科 医長

2020年4月より赴任し、新たに当院で呼吸器内科の診療を開始することにな
りました。呼吸器内科では、肺炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺
癌、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群など感染症からアレルギー、悪性腫瘍まで

主要死因別死亡率（人口10万人対）の長期推移
（1899年〜2018年）
（図1）

様々な病気を扱っています。肺炎は高齢者の死亡原因の上位に入ってくる病気で

れ い な

関谷 怜奈

2020年4月より甲南医療センターに新しく着任しました、呼吸器内科の関谷怜奈と申します。
甲南医療センターに赴任する前には神戸大学医学部附属病院に非常勤医師として勤務しながら、神戸大学大学院に通っており
ました。大学院では、引き続き農業関連喘息を中心とする職業性喘息の研究に取り組んでおります。また、大学病院では主に睡眠
時無呼吸症候群（SAS）の診療を行っておりました。

すし、肺癌も悪性腫瘍のなかで最も多い死亡原因となっています（図1）。また、気

甲南医療センターでは専門分野である気管支喘息や非結核性抗酸菌を中心とした呼吸器一般診療に対応してまいります。

管支喘息、COPDとも500万人前後の患者がいると推定されています。患者数

様々な診療科の先生方やスタッフの方々、地域の先生方と緊密に連携し、東灘区の医療に貢献できるよう努力してまいりたいと

が非常に多い診療科であるにもかかわらず、他の診療科と比べて専門医の数が

考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

圧倒的に少ない領域でもあります。
当科では一緒に赴任いたしました、関谷怜奈先生とともに、地域に根ざした呼

プ ロフィール

吸器診療を行っていこうと思います。もし咳や息苦しさなど、気になる症状があ
りましたら、かかりつけの先生に相談して、当院にご紹介いただければスムーズ
に連携して診療にあたらせていただきます。神戸市東灘区で専門的な呼吸器診
療を提供できる医療機関を目指していきます。

（社会実情データ図録より）

当科での診療の紹介
1. 肺がん

資

2009年 神戸大学医学部卒業
2009年 大阪府立急性期総合医療センター
（前期研修医）
2 011年 神戸市立医療センタ―西市民病院
（後期研修医）
2015年 神戸大学大学院医学研究科
呼吸器内科学分野 大学院生、非常勤医師

格

所属学会

●日本内科学会認定医

●日本呼吸器学会

●日本呼吸器学会専門医

●日本結核・非結核性
抗酸菌症学会

●日本結核病学会結核・
抗酸菌症認定医

●日本アレルギー学会
●日本睡眠学会

悪性新生物は日本人の死亡原因の首位ですが、その中で最も死亡数が多いのが肺がんです。しかし免
疫抗体療法の導入により、目覚ましい進歩を遂げている病気でもあります。また、副作用をおさえて、

効果を最大限に引き出すような治療法の工夫により、通院で治療できることも増えてきました。当科では診断から治療まで
行っていきます。当院では難しい病状の場合、神戸大学医学
部附属病院とも連携して治療にあたらせていただきます。

『増える呼吸器疾患の診療に貢献します』

2. 気管支鏡

や す だ

気管支に内視鏡（図2）を挿入して、検査を行います。肺がん

（図2）

や間質性肺炎の診断に有効な検査法ですが、無数にある気

（図3）

呼吸器内科

管支から病変部まで到達するには技術と経 験が必要です
EBUS
image

（図3、4）。当科では十分な経験を持った医師が検査にあた
らせていただきます。また、超音波プローブを使用して、小さ

安田 裕一郎

2010年卒の安田裕一郎と申します。医師としては11年目になります。これまでは市中病院
や大学病院などで呼吸一般の診療を行っておりました。甲南医療センターには2018年より非

な病変や肺の端の病変でも診断率を上げられるようになり

常勤医師として勤務させていただいており、新病院の建設も間近で見ておりました。徐々に呼吸器内科外来に通院していただく

ました（図5）。肺がん治療の効果を上げるためにも、気管支

患者さんも増えてきており、病院の活気を感じております。4月以降も週１回の勤務ではありますが、甲南医療センターに貢献で

鏡検査の精度を上げることがますます重要になっています。
（図4）
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ゆういちろう

（図5）

きるように尽力します。宜しくお願い致します。
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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名増員

診療部長として病理診断科に経験豊富な
医師が着任

病理
診断科

消化器
内科

『ゲノム医療や遺伝医療の発展、次世代の
教育にも注力します』
ザー、健康予防管理専門士、健康マスター（ベーシック、エキスパート）など
の資格を有しており、産業医としての顔も持っております。ゲノム医療や遺
伝医療にも興味を持っており、分子病理専門医の資格取得を目指し、現在

西岡部長が率いる消化器内科に3名着任、全10名チームに！

『一人ひとりにあった 安全で、
最適な医療 の提供に努めます』

増員による体制強化
PTEGの普及にも尽力します

2020年4月より赴任します原 和也（はら かずや）です。2014年より西神
戸医療センターにて初期研修医として2年間、消化器内科医として4年間勤

1994年から1998年まで神戸市に住んでおりました。22年振りに神戸
に帰ってきました。診断病 理を専門にしておりますが、健 康 経営アドバイ

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

務しました。母校、甲陽学院のある阪神地区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。新たな船出を迎えた甲南医療センターを更に盛

診療部長
く ろ だ

は ら

原

か ず や

和也

り上げるべく尽力して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

な お と

黒田 直人

〜経皮経食道胃管挿入術（PTEG）について〜

勉強中です。病理分野では泌尿器病理分野、特に腎腫瘍における病理診断

口から食事を摂取できなくなった場合に鼻から胃に管を入れたり
（経鼻胃管）
、
胃瘻を造設することがありますが、
胃の切除後の

精度の向上のために、いろんな施設の先生方と協力して仕事をし、腎癌取扱
い規約2011年第４版の改訂、腎癌診療ガイドライン2017年度版の改訂、WHO分類2016年第4版の改訂などに携わってきま

方や解剖学的な胃の位置により胃瘻が造設できない場合もあります。
胃瘻造設ができない場合に有効なのが首の付け根から食
道→胃にチューブを入れる方法
（PTEG）
です。
また癌がお腹の中に広がってしまい
（癌性腹膜炎）
、
胃や小腸に消化液が溜まってし

した。今後は若手医師の教育、院内の医療の質の向上、医療安全分野に貢献し、神戸市東灘区の地域医療の貢献できるように頑

まった
（腸閉塞）
患者さんに対してもPTEGは非常に有効です。
鼻に管が入った状態は非常に辛いものです。
PTEGによって苦痛が

張りますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

和らぐ可能性があります。以前勤務していた西神戸医療センターは全国でも有数のPTEG件数の多い病院であり、
近年は術者と
してほぼ全例に携わってきました。当院でもPTEGを普

❶病理学（病理診断学）

及させたいと考えております。
気軽にご相談ください。

❶消化器内科 ❷日本内科学会、日本内科学会認定医 ❸兵庫県 ❹6年

❷日本病理学会・病理専門医・指導医、日本臨床細胞学会・細胞診専門医・指導医、日本医師会・認定産業医、
国際病理アカデミー
（IAP）
日本支部・会員、
アメリカカナダ病理学会
（USCAP）
・会員、
国際細胞学会
（IAC）
・FIAC、
日本内科学会・会員、
日本人類遺伝学会・会員、日本遺伝性腫瘍学会・会員、日本医学英語教育学会・会員（医学英検3級） ❸高知県 ❹30年

1名増員

腎臓
内科

藤森副院長が率いる腎臓内科に2名着任、全5名チームに！

『早期診断・治療が重要な
腎臓疾患に対して多角的にアプローチ』

この度ご縁 が ありまして、甲
南医療センターで勤務すること
になりました。内科専攻医として

み む ら

やすゆき

味村 泰幸

ま つ き

松木

平成30年に卒業し、
旧
甲 南 病 院 ならびに甲 南

あおい

葵

医療センターで2年間の

しんまる

な お き

新丸 尚輝

六 甲 アイランド 甲
南病院・甲南医療セン
ターで 2 年 間 初 期 研

初期研修をしておりまし

修をさせていただき、

さ か ね

た つ や

坂根 達哉

た。
今年度より消化器内科の専攻医として引き続き甲南医療セ

内科専攻医としてもお世話になることとなりました。知識

ンターで診療に携わらせていただきます。
また消化器内科のみ

面・技術面ともに成長できるようにしたいです。様々なこと

ならず内科救急や初診外来も担当し、
内科一般の諸疾患を経験

が不安ですが、何事にも積極的な姿勢を貫けるようにしよ

することとなると思います。
まだ年数が浅く、
学ぶべきことは多

うと思います。これから何度もつまずくと思いますが、その

くあることとは思いますが少しでも患者さんに寄り添った診療

たびに立ち直る強さを持ち頑張ります。まだまだ至らぬこ

ができればと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

とも多いと思いますが、どうか 宜しくお願いいたします。

❶消化器内科 ❷日本内科学会、日本消化器病学会、

❶消化器内科 ❷日本内科学会、日本消化器病学会、

日本消化器内視鏡学会 ❸兵庫県 ❹2年

日本消化器内視鏡学会 ❸兵庫県 ❹2年

兵庫医科大学病院で2年間務め

1名増員

ておりました。まだまだ実力不足ではありますが、新病院における病院繁栄

初期研 修の2年間は大阪の市中病院で研

に少しでも力になれればと思っております。自分は人間関係を重視しており

修を行い、
4月からは内科ローテーターとして

ますので、みなさんと良好な関係をすぐに築けることができれば幸いです。

甲南医療センターで研修させていただくこと

一人一人の患者さんにも丁寧かつ適切な診療を提供できればと考えており

となりました。日々様々なことを吸収しなが

ます。救急医療に関しては大学病院では症例数が少なく今後に不安はあり

ら、
1日でも早く病院や地域の方々に貢献でき

ますが、頑張っていきたいと思います。ご迷惑をおかけすることも多々ある

るようになりたいと思っています。よろしくお

かと思いますが、宜しくお願い致します。

願い致します。

❶腎臓・透析分野 ❷日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会

❶腎臓内科 ❷日本内科学会 ❸兵庫県

❸和歌山県 ❹4年

❹2年
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整形
外科

笠原診療部長が率いる整形外科に4名着任、
全9名チームに！

『世代によって変わる様々な運動器
疾患にも専門医が対応』
ふ じ た

まさひで

藤田 昌秀

2年間の初期研修医を終えて、この度整形外科後期研修医として勤め始めました藤田昌秀と申します。整形外科が関わる領域
の広さ、整形外科医としてのあり方の多用さ、患者さんのQOLを追求するという目標の明確さにやりがいを感じ整形外科医にな
ることを決めました。整形外科の専門家となるうえで、先生方の色々な
考え方や治療方針を一生懸命勉強していきたいと思います。

❶整形外科 ❷日本整形外科学会 ❸神戸市 ❹2年
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強 化 さ れ た 診 療 科 を 紹 介

産婦
人科

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名増員

森田副院長が率いる産婦人科に2名着任、
全6名チームに！

『生命の誕生から更年期まで体の
変化に寄り添いサポートします』

1名増員

放射線科

女性医師が増員により
患者さんの心と体を
ケアします

廣田IVRセンター長が率いる放射線科に2名着任、
全6名チームに！

『的確な画像検査から
早期診断や治療に貢献します』

4月から産婦人科で勤務することになりました登村友里と申します。新病

４月から甲南医療センター放射線科に赴任となりました、2009年

院となった甲南医療センターで勤務できることを大変嬉しく思っています。

卒の田中宇多留と申します。大きく生まれかわった甲南医療センターで

専門分野は産婦人科全般であり、
周産期、
腫瘍、
ウィメンズヘルスケア、
すべ
ての分野の診療にあたらせて頂きます。
産婦人科は、
妊婦さんの健康管理の

と む ら

ゆ

勤務させていただくことは、大変光栄に思っております。私はこれまで

り

登村 友里

た な か

う

た

専門医による
画像検査・診断が
さらに強化

る

田中 宇多留

画像診断を中心に診療をおこなってまいりました。いままでの経験を活かしつつ、

お手伝いをし、
生命の誕生に立ち合い、
思春期・性成熟期・更年期といった変

東神戸の医療に貢献できるように日々精進させて頂きますので、どうぞ宜しくお願いします。

遷をサポートする、
いわば女性の一生に携わる診療科です。
同じ女性としての

〜検査依頼医師、他職種との連携を緊密に〜

立場から、
患者さんの気持ちに寄り添い、
また時には厳しい指導も行いなが
ら診療を行いたいと思います。
まだまだ若輩者であり、
至らぬ点も多いためご迷惑をおかけすると思いますが、
皆様の力をお借り
しながら、
この地域の皆様の健康に貢献できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

私が放射線科医となってから10年となりますが、この間にも画像検査は複雑多様化し、検査件数や１検査あたりの情報量も大
幅に増加しており、安全で質の高い画像検査のためには、医師、実際に検査をおこなう診療放射線技師だけではなく、看護師など
様々な職種のスタッフがチーム医療として優劣なく関与し、意見交換していくことが必要です。一部の具体例として、放射線科医

❶産婦人科 ❷日本産科婦人科学会、日本周産期新生児学会、日本女性医学学会、日本生殖医学会、日本産科婦人科内視鏡学会
❸広島県 ❹8年

および診療放射線技師は依頼文に基づいて検査内容を決定するのですが、疑われる疾患や看護師などからもたらされる患者様
の情報によっては検査依頼医師と直接に相談して検査内容を決めていくことが必要な場面があります。また、放射線科医や診療
放射線技師が検査依頼医師の疑っている疾患以外で、緊急性のある疾患を画像検査で発見し、
至急に検査依頼医師に伝えるべき場面もあります。このような場合には先ほど述べたように

循環器
内科

清水副院長が率いる循環器内科に2名着任、
全9名チームに！

ただきます高橋
良輔と申します。

線科医は貢献していけると考えております。患者様からの情報も、検査内容に大きく影響を及
ぼすことがありますので、ご不明な点などがあれば、どうぞご相談ください。

『増加を続ける緊急性を伴う循環器疾患にも
迅速対応』

2020年4月よ
り勤 務 さ せ て い

チーム医療として優劣なく関与し、意見交換していくことが必要であり、その環境の醸成に放射

私は初期研修を1年目
たかはし

りょうす け

高橋 良輔

が六甲アイランド甲南
病院、
2年目を甲南病
院 でお 世 話になりま

ふじもと

けいすけ

❶放射線科 ❷日本医学放射線学会、日本医学放射線学会放射線診断専門医 ❸兵庫県 ❹11年

石橋診療部長が率いる眼科に2名着任、全5名チームに！

眼科

『視覚障害と関連する様々な疾患の
発症や進行の抑制にも取り組みます』

藤本 圭祐

出身大学は愛媛

した。ローテーション

大学ですが、地元は神戸です。六甲アイランド病院、甲南医

にて循環器内科でお世話になり、
虚血性心疾患、
不整脈、
心

療センターで初期研修を2年間経て、本年度より循環器内

エコー、
それぞれで経験豊富な上級医の元で研修させてい

科を専門に後期研修医として引き続き勤務することになり

ただき、
自分もこのチームの一員となって患者さんの力にな

ました。患者様に安心していただける医療、地域に根差した

りたいと思い、
合併後の甲南医療センターにて循環器内科を

医療を提供できるよう努力してまいります。まだまだ至ら

専門として働きたいと考えております。
4月からは救急外来含

ない点が多いとは思いますが、甲南医療センター、地域の

め多くの症例と対峙することとなりますが、
患者さんにとって

方々に貢献できるよう日々精進していく所存ですので何卒

最善の医療を妥協することなく提供できる医師を目指して医

よろしくお願い申し上げます。

療に従事させていただく所存です。
宜しくお願い致します。

眼科専攻医の越智と申します。初期
なかむら

やすかず

中村 賢和

（旧甲南病院）
の外科・内科など複数の

お

ち

ひろたか

越智 博隆

診療科で臨床経験を積んできました。
眼科全般の診療を行っております。今まで

私が所属する眼科は命の次に大切な
「視力」
を救命する現場です。
当院では

学んで来たことを今後の地域医療に貢献でき

白内障・網膜疾患・緑内障・弱視などをメインに外来診療を行っています。
その

ればと思います。
よろしくお願いいたします。

中で手術加療が必要な場合に入院をしていただき、
スタッフ一同がチームとし
て情報共有を徹底し、
隙のない診療体制を整えています。

❶眼科一般 ❷日本眼科学会、眼科専門医、
❶循環器内科 ❷日本循環器内科学会、日本内科学会

❶循環器内科 ❷日本循環器内科学会、日本内科学会

斜視弱視学会、網膜硝子体学会

❸兵庫県 ❹2年

❸西宮市 ❹2年

❸兵庫県 ❹7年
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研修の2年間を当院甲南医療センター

多彩の文化を育てた神戸の先頭に立つ東灘で、
その基幹病院の眼科の一員として皆様が快適な
生活を送れるよう尽力させていただく所存です。

❶眼科一般 ❷日本眼科学会
❸兵庫県 ❹2年
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強 化 さ れ た 診 療 科 を 紹 介

糖尿病・
内分泌・
総合内科

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

神戸・阪神間の生活情報誌

山田副院長が率いる糖尿病・内分泌・
総合内科に4名着任、
全9名チームに！

『糖尿病や内分泌疾患の長期治療
にもアプローチしていきます』
岸本 恵理
きしもと

糖尿病・内分泌内科専攻、後期研修医の岸本恵理と申します。この度、甲南医療センターでお世話に
なることとなりました。地元の神戸の街で患者さんに寄り添いながら、日々精進させていただきたい
と思っております。温かいご指導ご鞭撻の程何卒宜しくお願い申し上げます。

え

り

「月刊 神戸っ子 KOBECCO」3月号に
具 英成院長のインタビューが掲載。
服部プロセス株式会社 神戸っ子出版事業部が毎月発刊しています

❶糖尿病・内分泌科

生活文化の情報誌「月刊 神戸っ子 KOBECCO」3月号に、具 院長と

❷日本内科学会

甲南医療センターが紹介されました。甲南医療センターとして始動す

❸兵庫県 ❹2年

るにあたり、具院長の信念やハード面・ソフト面の整備について、目指
す医療への思いが掲載されています。ぜひ、ご覧ください。
1961年に創刊した「神戸っ子」は、
神戸・阪神間の衣・食・住・学・遊と

Googleストリートビュー
始めました！
！
建物内を疑似的に散策できるアプリです。
詳しくは一度ご体験ください！
！
https://goo.gl/maps/Zgixs28pERXXwt78A

いったあらゆる生活文化の情報を、
半世紀 以上にわたり地 域の方々に
発信しています。

参照：服部プロセス株式会社 神戸っ子出版事業部
https://kobecco.hpg.co.jp/47932/

医療情報誌

「頼れるドクター」
に甲南医療センターが掲載。
株式会社ギミックが運営しています地域医療検索サイト「Doctors File（ドクター
ズ・ファイル）」から独立した、地域密着型の医療情報マガジン「頼れるドクター」の阪
神版に、具院長並びに甲南医療センターの4診療科3部門（脳神経外科・産婦人科・
PET部門・歯科口腔外科・循環器内科・消化器部門・救急部門）が紹介されます。
各部門の目指す診療についてが掲載されていますので、ぜひ、ご覧ください。
こちらの書籍は、インターネット及び書店にてお求めできます。
（2020年4月発刊）

ぜひ、
ご覧ください

■10周年記念「頼れるドクター」
世田谷2019−20版

参照：株式会社ギミック
https://gimic.co.jp/bestdoctor/
09 甲南通信
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こうなん
ニュース

3月より、循環バスに
大型車両が仲間入りしました！
甲南医療センターと各駅、六甲アイランド甲南病

ものわすれ
おしゃべり教室
0名

定 員2
に
先 着順
なります
締切

4/14

（火）

院を結ぶ送迎シャトルバスに41人乗りの大型車両

費
参加
無料

が加わりました。
大型バスは、現在のバス乗り場が使用できないた

介護サービス
って何？

こんな悩み
私だけ？

めバス停が写真の場所に変更になります。
お間違えの無いよう、ご利用ください。

こんな時
どうしたら
いいの？

認知症って
どんな病気？

▲ 甲南医療センター

参加者の皆さんとお茶を飲みながら、認知症のお話を聞いたり、

ぼくたちが
めじるしです。

色々な方とおしゃべりしたりして、ほっこり してみませんか？
日頃感じる疑問や不安を一人で悩まずに、皆で一緒に考えましょう。

▲ 六甲アイランド甲南病院（※7：10発のバスのみ）

日

時

4/21・5/19・6/16・7/21・8/18・9/8

バスラッピングデザインも新しくなりました！

▶13：30〜15：00（4/21・9/8は15：30まで）
場

所

参加対象

■ Front Side

11 甲南通信

甲南医療センター 会議室1
●当院もの忘れ外来通院歴のある
ご家族様
●なるべく６回全てにご参加できる方

■ Left Side

■ Right Side

【全6回】

お申し込み

■ Rear Side

時

間

１３：３０

１４：００
事前に電話でお問い合わせください。
定員になり次第、受付を終了致しますので、 １４：１５
１５：００
早めのお申込みをお待ちしております。

内

容

認知症についての講義
休

憩

交流会（おしゃべり＆お茶）
アンケート記入・終了

【お問合せ】甲南医療センター／神戸市認知症疾患医療センター
〒658-0064 東灘区鴨子ヶ原１丁目5-16
直通電話：TEL 078-857-8720 FAX 078-854-4139
甲南通信 12

貸切バスで
快適な旅

“甲南”と共に

保険代理事業

文化事業

・事業活動の保険
・賠償責任保険
・各種損害保険

・カルチャー教室
（20講座）（警備・清掃・用度）
・地域連携事業
海外事業
・看護英語事業
（留学・研修）

環境事業

業請事業（派遣・事務請・図書館業務）の各種事業

㈱ 甲南学園サービスセンター
〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町2-29-15（平生記念館内）
お問合せ
TEL：078 - 854 -1605／FA X：078 - 854 - 0 027
H P
ht t p: //w w w. ko n a n - is c . c o .jp

〒651-0086 神戸市中央区磯上通 7-1-8
TEL：078-265-3314

