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〒658-0064 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16
TEL：078-851-2161（病院代表）
TEL：078-854-4370（地域医療連携室/患者サポートセンター）

甲南病院
〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-11
TEL：078-858-1111（病院代表）
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六甲アイランド甲南病院

市民公開講座のご案内
六甲アイランド甲南病院

認知症危険因子&
予防を考える

日時

場所

甲南2病院：新任医師特集号

参加費
無料

［ 甲南病院1～4ページ ］
［ 六甲アイランド甲南病院5～8ページ ］

新着情報！

◎市民公開講座「認知症について」
8月8日（木）開催！！

［ 六甲アイランド甲南病院 ］

※詳細は裏表紙参照



新 任 医 師 の 紹 介

『心臓リハビリテーション
 普及の為の診療体制を
 強化します』

Information

循環器内科 部長 水谷 和郎
ミ ズ タ ニ カ ズ オ
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石橋 一樹甲南病院 眼科 診療部長

臨床研修医（後期）林　由紀子（はやし ゆきこ）眼　科

①出身地：兵庫県　②出身大学：関西医科大学　③専門分野：眼科
④自己紹介：3月までは、初期研修医として甲南病院で働いていましたが、4月から
は眼科後期研修医として心機一転、頑張りたいと思います。

経験年数：6年佐々木 信之（ささき のぶゆき）眼　科

①専門分野：眼科一般　②所属学会・認定医・専門医・指導医等：日本眼科学
会、日本神経学会　③出身地：神戸　④自己紹介：地域医療に貢献できるよう、
日々精進させて頂きます。宜しくお願いします。

牧野　健
甲南病院 整形外科 診療部長

清水 宏紀循環器内科

臨床研修医（後期）田中　悟（たなか さとる）整形外科

①出身地：岡山県　②出身大学：香川大学　③専門分野：整形外科　④自己紹介：はじ
めまして。整形外科の田中悟と申します。私は岡山県出身で、香川大学を卒業後、神鋼記
念病院で初期研修を終えたのち、神戸大学整形外科へ入局いたしました。その後は関連
病院で研修させていただき、このたび甲南病院整形外科で勤務させて頂くこととなりま
した。まだまだ未熟ではございますが、少しでもこの地域の医療と甲南病院へ貢献できればと思っております。いろいろと
ご迷惑をおかけすることと思いますが、1年間どうぞよろしくお願いいたします。

経験年数：7年片岡 君成（かたおか きみなり）整形外科

①専門分野：整形外科一般　②所属学会・認定医・専門医・指導医等：日本整形外科学会、中
部日本整形外術災害外術学会、日本骨折治療学会、日本人工関節学会　③出身地：姫路市
④自己紹介：外傷を中心に整形外科全般の診療を行っております。　地域の皆様のお力に少
しでもなれるよう精一杯、治療にあたりますので、宜しくお願い致します。

　甲南病院、循環器内科部長として赴任していただきました。
循環器一般、特に心不全、心臓リハビリが専門です。甲南病院、
六甲アイランド甲南病院の心不全患者の増加に対応できるよ
う体制の強化を行うこと期待しています。

副院長の
ひとこと
六甲アイラ

ンド甲南病
院

　当院へ私が配属となったのは、この地域に『心臓リハビリテーション』の普及をさせることです。単に心臓病や血管の病気を

持った患者さんが自転車を漕げるようにというわけではありません。残念ながら、他の診療科の方、一般の患者さん含め、循環

器領域のスタッフでもまだまだ知名度が低いのが現状です。今、心臓リハビリテーションがやろうとしていること、実は今後の

高齢者社会の医療の中核になり得る可能性を秘めています。

　『心不全パンデミック』をご存じでしょうか？従来病気という概念では捉えなかった心不全という病態に、昨年日本循環器学

会が【心不全とは心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、段々悪くなり、生命を縮めるという病気である】というお墨付き

を下しました。その時点で、心不全という病気をもった患者さんが一気に増えました。心不全パンデミックは何年かすると世の

中が心不全の患者さんであふれてしまうというお話です。あなたもその1人かもしれません。

　なぜそんなことを？理由は多くの国民に想像以上に身近にある心不全を理解してもらうこと。実際には心筋梗塞、弁膜症な

ど様々な病気に伴ったそれぞれの心不全が存在するので、心不全の治療も多彩です。その治療法の1つが心臓リハビリテー

ションです。治療だけでなく、予防から再発防止まで、そして医師、看護師だけではなく、薬剤師、理学療法士、新たにできた公認

心理師など様々な職種のスタッフがチーム医療として優劣無く関わります。患者様に笑顔を取り戻してもらうための総合リハ

ビリです。

　命を縮めるって怖くないですか？現実にはもうそこまで来ています。今からでも遅くありません。

甲南病院グループでも再始動の時。是非、心臓リハビリテーションの扉を叩いてみてください。

　平成から令和へ。新しい時代の幕開けに甲南病院へ異動して参りました

循環器内科の水谷和郎（みずたに かずお）です。以後宜しくお願い致します。

～「心不全パンデミック」を防ぐために～

甲南病院

　　　  春は眼科に２名の新任の眼科医師を迎えることができました。
　　　  当科には神戸市東部をはじめ、芦屋市、西宮市からも多くの患者様に来院いただいてい
ます。歴代の眼科スタッフの尽力、そして近隣の先生方のお力添えもあり手術件数は毎年1500
件を超える阪神間でも有数の眼科施設として成長してまいりました。2019年秋に当科はアイセ
ンターと名称を変え、外来、入院機能を新病棟に移転します。眼科外来は念願の３診制になり、ス
ペース不足のため困難であった新機器導入も可能に成りました。新眼科病棟は入院患者様にはよ
りすごしやすく安心のできる環境が提供できるものと期待しています。Ⅱ期工事完成の後には眼
科専用の手術室を有することになります。いままで以上に患者様のお役にたてる眼科施設へと

成長できるものと信じております。これからも当科の伝統を守り、甲南病院創立の基本理念である「悩める病人のための病院たら
ん」を忘れず、患者様の信頼を得られるように新任医師だけでなく、眼科スタッフ一同、日々の研鑽を積んでまいりたいと思います。

眼 科

新任医師を
迎えて

今

　　　月から甲南病院整形外科に赴任となりました、1993年卒の牧野 健と申します。
　　　2010年9月から8年半、六甲アイランド甲南病院に勤務しており、甲南病院には2000
年6月から1年間勤務しておりました。約18年ぶりに甲南病院に勤務することとなり、新病院建
設の真っ最中ですが、当時のことを懐かしく思います。私は、神戸大学整形外科の方で、主とし
て、上肢、手外科の診療を中心に行い、その後、六甲アイランド甲南病院でも上肢の外科、外傷、
変性疾患などの診療を行っていました。整形外科は、この4月から私の他に、片岡医師と田中医
師の2人の医師が着任しました。2人とも非常に積極的に日々の診療、学術活動、新たな技術の
習得に取り組んでおり、活躍していくことと期待しています。これからも骨折をはじめとする外
傷、変性疾患、スポーツ障害などに広く対応したいと考えております。また、他の診療科の先生方、六甲アイランド甲南病院とも連
携して、東灘区の医療に貢献できるよう、努力していきたいと考えております。先生方、スタッフの方々には、大変お世話になると
思いますが、今後とも宜しくお願い致します。
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整形外科

新任医師を
迎えて
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臨床研修医（後期）

①出身地  ②出身大学  ③専門分野　④自己紹介

臨床研修医（前期）
甲南病院

青木 友里（あおき ゆうり）

①長野県　②徳島大学　③麻酔科　④はじめまして、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、青木友里と申します。神戸には大学生のころから何度か遊び
に来ており、暮らしやすそうで素敵な街だと感じておりました。念願叶って神戸で暮らす
ことになりとても嬉しいです。関西には音楽仲間もおり、充実した生活になりそうで楽
しみです。早く一人前になれるよう勉強していきますので、みなさまどうかご指導のほど
よろしくお願いいたします。

安見 武哲（あずみ たけのり）

①兵庫県　②徳島大学　③外科　④初期臨床研修医1年目の安見武哲です。徳島で
の大学生活では、医学部の仲間と阿波踊りにも参加し、名産の藍染めの様にすっかり
と徳島に染まりましたが、こうして地元兵庫県で医師としてのスタートを切れたことを
大変嬉しく思います。甲南病院での医師としての基礎を築けるよう励みますのでご指導
ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

口分田 啓（くもで さとし）

①兵庫県　②山口大学　③外科　④元来、のんびりとした性格ですので、少しでも迅
速に動けるよう、また笑顔を絶やすことなく、日々努力してまいりたいと思います。また、
国家試験前後で、運動不足を痛感しておりますので、これからは自分自身の健康にも留
意したいと考えております。精一杯、仕事に励みますので、どうぞ宜しくお願い致します。

嶋村 菜央（しまむら なお）

①西宮市　②兵庫医科大学　③眼科・形成外科　④はじめまして。この度、甲南病院
で初期研修医として2年間お世話になることになりました嶋村菜央と申します。神戸の
御影という素敵な場所にある甲南病院で、地域の方々に信頼して頂けるような一人前
の医師に早くなれるようにがんばって行きたいと多います。至らない点も多々あるかと
存じますが、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

山﨑　健 （やまさき たけし）

①福岡県　②宮崎大学　③総合内科　④初めまして。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山﨑健と申します。私は生まれも育ちも九州で、関西地方は今
回初めてです。慣れない地で医師として働くことには大きな不安がありましたが、院内
のスタッフさん達や患者さん達、同期の研修医達の温かさに囲まれ、日々充実した毎日
を送らせて頂いています。まだまだ未熟な身ですが、微力ながら皆様のお力になれるよ
うに頑張りたいと思います。どうか宜しくお願い致します。

小野 竜輝（おの りゅうき）

①西宮市　②神戸大学　③眼科　④初めまして。研修医1年目の小野竜輝と申します。
神戸大学卒業で、出身は西宮市です。馴染み深い神戸で働き貢献したいと思い、この
病院で働くこととなりました。今年から新病院となりますが変わらず安心できる医療を
提供する一員となるため、医師としての技量を磨いていきたいと思います。今後ともご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

木村　碧（きむら あおい）

①奈良県　②神戸大学　③小児科　④はじめまして。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。大学から神戸に来て神戸の住みやすさと人の暖かさに触
れ、神戸の街が好きになりました。そんな神戸の医療に携れることを嬉しく思います。美
味しいものが好きなので、御影のスィーツ探検も楽しみにしています。これから1年間よ
ろしくお願いします。

太田 晋平（おおた しんぺい）

①兵庫県　②滋賀医大　③未定　④研修医2年目の太田です。宜しくお願い致します。

波戸本 亜紀（はともと あき）

①兵庫県　②岡山大学　③眼科　④甲南病院研修医2年目の波戸本亜紀です。1年目
では、内科・外科・救急などを中心にローテートさせて頂きました。2年目では、1年目で
学んだことを活かして志望科を中心に研修できたらと思います。10月からは甲南医療
センターとして新しいスタートとなりますが、少しでも貢献できるようにがんばりたいと
思います。よろしくお願い致します。

越智 博隆
①兵庫県　②神戸大学　③眼科　④関西では、眼科で名高い甲南病院で眼科医にな
るために日々研鑽を積んでいる研修医2年目です。「人生とは出会いであり、その招待
は二度と繰り返されることはない」有名な詩人の言葉ですがその言葉通り患者様とは、
一期一会の精神で日々の診療に携っていく所存です。

阪本 裕依子（さかもと ゆいこ）

①兵庫県　②神戸大学　③耳鼻咽喉科　④研修医2年目の阪本です。私の夢は患者
様から「先生の顔を見ただけで元気になる」と言って頂けるような、人間的にも医学的
にも心強い医師になることなのですが、最近は忙しさや慣れないことへの切羽詰まった
日常から、余裕を無くしてしまいがちなので、2年目という節目で心機一転、初心に返り、
また頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。

新丸 尚輝（しんまる なおき）

①兵庫県　②兵庫医科大学　③消化器内科　④甲南病院の研修医2年目の新丸で
す。大学を卒業してから早くも1年が過ぎ、初期研修期間も残すところ半分となりました
が、まだまだいたらないことは多く、上級医や他職種の方々には日々お世話になってい
ます。志望している消化器内科は学生時代に内視鏡を手に検査のみならず癌を切除し
たり、捻転を解除したりと治療にあたる先生方の姿に憧れ、これをしたいと思い志望し
ました。残す1年間も先輩ドクターから多くを学んでいきますので今後とも、ご指導ご鞭
撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

川口 晃司（かわぐち こうじ）

①奈良県　②島根大学　③血液学　④初期臨床研修後は神戸
大学病院で造血器腫瘍を中心に診察してきました。今後は幅広
く、がん診療に携れたらと考えております。

松井 恒樹（まつい こうき）

①兵庫県　②徳島大学　③消化器内科　④甲南病院で2年間の
初期臨床研修をさせて頂き、内科専攻医としてもお世話になるこ
ととなりました。患者さんの声をしっかりと聞いて優しい医療を提
供したいと思っています。東灘のみなさまに少しでも貢献できれば
と思っています。まだまだ至らぬことも多いと思いますが、どうか
宜しくお願い致します。

塙　信人（はなわ のぶと）

①茨城県　②東邦大学　③腎臓　④甲南病院で初期研修を2年
間過ごし、本年度より血液浄化センターに勤務することになりま
した。新病院に向けて尽力して行きます。

原田 彩香（はらだ あやか）

①兵庫県　②滋賀医科大学　③消化器内科　④私は、初期研修
を滋賀で行い、この春から甲南病院でお世話になっています。指
導医の先生方は皆、頼もしくパワフルな先生ばかりで成長できる
環境にいるなと日々実感しています。休日には電車で出かけたり、
この辺りの美味しそうなご飯やさんを開拓したいと考えています。
大変なこともあるかと思いますが周りの人に支えられながら精一
杯頑張っていきたいです。

毛野 まり華（けの まりか）

①兵庫県　②神戸大学　③糖尿病・内分泌内科　④何事も素早
くが目標です。宜しくお願い致します。

川島 龍樹（かわしま りゅうじゅ）

①一般外科　②日本外科学会　③神戸
④縁あって、甲南病院で働かせて頂くことになりま
した。地元神戸の地で勤務できることを大変嬉しく
感じています。

経験年数：6年外　科三村 美津子（みむら みつこ）

①消化器内科　②日本消化器病学会専門医、日
本消化器内視鏡専門医、日本総合内科専門医　
③大阪　④苦痛の少ない内視鏡検査を心がけて
います。宜しくお願いします。

経験年数：14年

経験年数：7年

消化器内科

白石 龍人（しろいし りゅうと）

①緩和医療　②日本内科学会、日本プライマリケ
ア連合学会、日本緩和医療学会、日本内科学会認
定内科医　③愛媛県　④今まで呼吸器内科や総
合診療科での診療を経験してきました。その経験

を活かし、患者さんとご家族が安心と納得のある生活を送ること
ができるよう、研鑽を積んで参ります。宜しくお願い致します。

（おち ひろたか）

若松 亮太
①鹿児島県　②神戸大学　③整形外科・泌尿器科　④甲南病院初期研修医2年目の
若松亮太です。仕事にも慣れてきて日々楽しく研修生活を送れています。学生時代より
手術が好きで外科系を志望しています。残りの研修生活も楽しく頑張っていきたいと
思います。至らないところも多々あると思いますがよろしくお願い致します。

（わかまつ りょうた）

緩和ケア
内  科

経験年数：7年鷹津　英（たかつ はな）

①緩和医療・総合内科　②日本内科学会認定内科医、日本プライマリケア連合学会認定家庭医療専門医、日本プライマリケア
連合学会認定プライマリケア認定医　③明石　④急性期病院の内科・緩和ケアチーム、在宅訪問診療、緩和ケア病棟で経験を
積んできました。地域の皆様が過ごしたい場所で過ごせることを大切にしたいと思います。

緩和ケア
内  科

経験年数：14年五十嵐 佑子（いがらし ゆうこ）

①緩和医療　②日本緩和医療学会、日本外科学
会、外科専門医、日本救急医学会、救急専門医　
③兵庫県　④これまでの経験を活かしながら、そ
れぞれに応じた緩和医療を提供できるように努め
てまいります。地域の皆様、どうぞ宜しくお願い
致します。

緩和ケア
内  科

臨床研修医（前期）：2年目

臨床研修医（前期）：2年目

臨床研修医（前期）：2年目 臨床研修医（前期）：2年目

臨床研修医（前期）：2年目

臨床研修医（前期）：2年目

臨床研修医（前期）：1年目
臨床研修医（前期）：1年目

臨床研修医（前期）：1年目
臨床研修医（前期）：1年目

臨床研修医（前期）：1年目

臨床研修医（前期）：1年目

臨床研修医（前期）：1年目
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『心不全患者の
  増加防止に尽力します』

循環器内科 部長 下川 泰史

六甲アイランド甲南病院
シ モ カ ワ ヤ ス シ

～高齢化に伴い、心不全が増えています～
　循環器内科が診る病気の中に「心不全」があります。日本循環器学会と日本心不全学会の定義では、心不全とは「心臓が悪い

ために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」と説明されています。

　以前は、心筋梗塞や狭心症から心不全を起こす方が多かったのですが、最近は高齢化による高血圧や弁膜症、不整脈の増加

により心不全を起こす方が急激に増えています。現在でも日本には約100万人の心不全患者さんがいるとされ、高齢化が一段

落する2040年まで心不全患者さんが増え続けると予想されています。皆さんも「心不全パンデミック（心不全の大流行」とい

う言葉をお聞きになったことがあるかも知れません。将来は癌の患者さんよりも心不全患者さんが多くなることも予想されて

います。心不全の症状は様々で、疲れやすい、手足が冷える、息が切れる、むくみがでる などがあります。心不全が軽いうちは階

段や坂道などを登ったときに息切れする程度ですが、進行すると平地や家の中で体を動かしただけでも息苦しくなります。さ

らに悪化すると、じっとしていても呼吸が苦しくなり、夜中や明け方に息苦しさで寝られなくなることもあります。

　心不全が進行すると、疲れやすい、手足が冷える、不眠症といった症状もでてきます。ただし、高齢者の方では自覚症状がはっ

きりせず、「歳のせいだから仕方ない」「体力が弱ったため」と見過ごされてしまいがちです。

　これまで普通にできていた動作ができなくなった、急にむくみや体重が増えた、

動悸や息切れが増えたと感じたら、早めにかかりつけの先生や当院にご相談ください。
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Information

　2019年4月に着任いたしました、循環器内科の下川 泰史（しもかわ やすし）

と申します。 神戸市北区 有馬温泉の近くにある済生会兵庫県病院より参りました。

　甲南病院、六甲アイランド甲南病院が大きく変わろうとしているこの時期に本院に勤務することになり、身の引き締まる思い

です。循環器内科や他科の先生方、さらには近隣の先生方と連携させていただき、地域の患者さんのお役に立てるよう精進し

てまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。

『安全性の高い
  透析治療の発展に
  貢献します』

血液浄化センター 部長
兼腎臓内科 部長 中尾 一清

六甲アイランド甲南病院
ナ カ オ カ ズ キ ヨ

～患者さんの利便性を考慮し午後透析を開始。
　２クール制導入へ～
　当院ではすべての透析ベッドでオンライン濾過透析が可能であり、透析装置と連動した中央管理システムが導入されてお

り、安全性の高い透析治療が実施されていますが、この方針をさらに発展させていきたいと考えています。

　また、総合病院としての特色を生かし、各科との連携や甲南病院との協力強化により、合併症のある透析患者さんにも安心

して治療を受けていただけると考えています。

　今後の展望としては、透析患者さんのライフスタイルに合わせ午後からの透析も開始する予定です。午前・午後の２クール制

にすることで患者さんのスムーズな受け入れが可能になると思います。なお週１回、月曜日に腎臓外来をしておりますので、腎

機能低下などを指摘された方は気軽に受診していただければと思っています。

●日本内科学会総合内科専門医

●日本透析医学会透析
　専門医・指導医

●日本腎臓学会腎臓専門医

●日本医師会認定産業医

●医学博士

資　格

●日本内科学会

●日本透析医学会

●日本腎臓学会

所属学会プロフィール

　4月から腎臓内科部長に着任しました、中尾 一清（なかお かずきよ）です。

世の中は平成から令和となりましたが、私が透析医療に携わり始めたのは、昭和57年のことです。以来、35年以上の月日が流

れました。私は平成19年から甲南加古川病院で血液浄化センター長として勤務していましたが、28年に血液浄化センターの

診療機能が兵庫県立加古川医療センターに移管されたため、患者さん・スタッフとともに加古川医療センターに移りました。

この度再び甲南会の六甲アイランド甲南病院で働けることになりましたが、通勤が大変便利になり、

これまで以上に診療に専念できることを嬉しく思っています。

1978年
1982年
1993年
2007年
2016年
2019年

兵庫県立尼崎病院
兵庫県立淡路病院
腎友会病院
甲南加古川病院
兵庫県立加古川医療センター
六甲アイランド甲南病院

清水 宏紀循環器内科

　六甲アイランド甲南病院、循環器内科部長として赴任してい
ただきました。これまでの経験を生かし循環器内科をレベル
アップしていただくことを期待しています。

副院長の
ひとこと
六甲アイラ

ンド甲南病
院
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新任医師紹介

①出身地  ②出身大学  ③専門分野　④自己紹介

臨床研修医（後期）

①出身地  ②出身大学  ③専門分野　④自己紹介

臨床研修医（前期）
六甲アイランド甲南病院

今井 理揮（いまい まさき）

①群馬県　②富山大学　③外科　④春から研修医として働かせて頂きます。今までの
学生としての実習とは異なり、実際に医師として患者さんを診ていくという責任のある
立場になるということで、まだまだ緊張する事も多いです。積極的に研修を行い、より多
くの事を学ぶことで、早く一人前の医師として社会に貢献出来る様になるよう日々努め
て参りたいと思います。宜しくお願い致します。

田渕 晶子（たぶち しょうこ）

①広島県　②神戸大学　③内科　④はじめまして。本年度から臨床研修医としてお世
話になっております。大学では、バレーボール部に所属しており、大勢で何かをすること
が大好きです。まだ働き始めて日も浅く、慣れないことばかりで不安もありますが、ス
タッフの方々がとても優しく、大変有難いです。頼り甲斐のある医師になれるよう精進し
ていきたいと思いますので、温かく見守って頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

山中 智晴（やまなか ともはる）

①大阪府　②琉球大学　③整形外科　④はじめまして。琉球大学出身の山中智晴で
す。大学ではウィンドサーフィン部に所属していたので目標に向ってコツコツと努力する
ことが得意です。働き始めて日が浅く、まだまだ出来ないことばかりですが上の先生方
やコメディカルの方達の助けを借りつつ、2年目の先輩方の背中を追いかけて頑張って
いきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

堤　香菜子（つつみ かなこ）

①神戸市　②大阪市立大学　③耳鼻咽喉科、内科　④4月から初期臨床研修医として
働いています。高校生のころから生物学・医学に興味があり、大学院でALSの発症機序
や治療法の研究を行なっていました。研究しているうちに、患者さんを実際に自分で診
て治したいという思いが強くなり、再受験して医師になりました。働き始めて自分の勉
強不足を痛感しています。2年間の研修でしっかり経験を積み勉強して立派な医師にな
りたいです。これからも宜しくお願い致します。

小島 克仁（こじま かつひと）

①兵庫県　②福岡大学　③内科　④今年の4月より臨床研修医として、働かせて頂い
ています福岡大学卒業の小島克仁と申します。出身は兵庫県です。中学・高校・大学と
軟式テニス部に所属していました。まだまだ未熟であり、右も左も分りませんが、１日で
も早く仕事を覚えられるように日々精進して行きます。

松野 陽介（まつの ようすけ）

①愛媛県　②香川大学　③内科　④生まれてから約25年間、四国で育ち、昨年初めて
大阪に行きました。慣れない関西弁やノリに戸惑う事も多いですが、何とか頑張ってい
つもりです。ご期待に沿えないこともあるかもしれませんが宜しくお願い致します。

坂根 達哉（さかね たつや）

①兵庫県　②徳島大学　③消化器内科　④六甲アイランド甲南病院初期研修医2年
目の坂根達哉です。『道を選ぶということは、必ずしも歩きやすい安全な道を選ぶってこ
とじゃないんだぞ』これは私が好きなドラえもんの言葉です。残り1年の研修生活、様々
な選択の場面があると思います。ついつい楽な方へと行ってしまいがちですが、そこで逃
げずにしっかりと道を選び、立ち向かって行きたいと思います。今後もご迷惑をおかけす
ると思いますが、宜しくお願い致します。

高橋 良輔（たかはし りょうすけ）

①神戸市　②愛媛大学　③循環器内科　④六甲アイランド甲南病院の研修医2年目
の高橋です。2年目になり病棟業務や診療にも慣れ、1年目の時は目の前の事に、精一杯
であったのが、周囲の状況にも気を配れるようになってきました。志望科に関しては、昔
からテレビやマンガを見て心臓外科に憧れたのがきっかけです。循環器内科は体力勝負
で大変ですが、大学で培ったメンタルで頑張っていく所存です。宜しくお願い致します。

秦野 暢子
①兵庫県　②福井大学　③内科　④研修医2年目の秦野です。研修生活が始まり1年
が過ぎました。皆様の熱心な指導のおかげで多くの経験をさせて頂き、充実した研修生
活を送ることが出来ています。まだまだ未熟で至らない点が多く、周りの方に助けて頂
くことばかりですが、初心を忘れず、少しでも皆様のお役に立てるよう努力していきたい
と思っていますので、今後も宜しくお願い致します。

藤本 圭祐（ふじもと けいすけ）

①西宮市　②関西医科大学　③循環器内科　④研修医2年目の藤本です。志望科は
循環器内科です。研修生活はまだまだ不慣れなことも多く、間違えの連続ですが、指導
医の先生方がしっかりとサポートして下さるお蔭で、有意義な研修の日々を送れていま
す。これから2年目となり、これまで以上に頑張っていきますので宜しくお願いします。

中林 大治（なかばやし だいじ）

①兵庫県　②和歌山県立医科大学　③整形外科　④4月から勤
務させて頂きます、整形外科後期研修医の中林大治と申します。
出身大学は、和歌山県立医科大学ですが、地元は西宮です。新し
い環境で、まだまだ未熟ですので、皆様方にはご迷惑をおかけす
ると思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

長野 知之（ながの ともゆき）

①大阪府　②神戸大学　③内科　④2019年4月より、六甲アイ
ランド甲南病院に内科医師として赴任致しました長野知之と申し
ます。まだまだ微力ではございますが、地域医療に貢献できるよ
う、誠心誠意努力して参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

横山 信喜（よこやま のぶよし）

①産婦人科一般、高度周産期医療　②日本産婦人
科学会専門医、日本周産期・新生児医学会周産期
専門医　③横浜　④地域の周産期医療に貢献で
きたらと思っております。

経験年数：12年

経験年数：12年

産婦人科

黒岩　祐（くろいわ ゆう）

①整形外科一般　②日本整形外科学会、日本整
形外科学会専門医、医学博士　③神戸市
④皆様に少しでもお役に立てるよう、頑張っていき
たいと思います。丁寧な説明を心がけます。

整形外科

朝倉　力（あさくら りき）

①消化器外科　②日本外科学会、臨床外科学会、
消化器外科学会、内視鏡外科学会、腹部救急学会
③三重県　④この度、六甲アイランド甲南病院で
働くこととなりました、外科の朝倉と申します。

日々、精進し、少しでも早く皆様のお力になれるよう頑張っていき
ますので、宜しくお願い致します。

経験年数：5年

経験年数：4年

外　科

梶浦 あかね（かじうら あかね）

①内科一般
②日本内科学会、日本循環器学会
③神戸市　④宜しくお願い致します。

（はたの ようこ）

藤田 昌秀
①神戸市　②神戸大学　③整形外科　④研修医2年目になりました藤田です。学生時
代から、たくさんスポーツに取り組んできて、今も時間があるときは、走ったりしていま
す。体力だけではなく、知識もしっかりと積み重ねられるよう頑張ります。宜しくお願い
致します。

（ふじた まさひで）

内　科

経験年数：8年原　征資（はら まさし）

①小児科一般　②日本小児科学会、小児科専門医
③神戸市　④本年より赴任した原 征資と申しま
す。割とフランクな性格と思っております。気軽に
声をかけて頂ければ幸いです。病院に貢献できるよ
う尽力致しますので宜しくお願い致します。

小児科

経験年数：10年黒瀬　潤（くろせ じゅん）

①循環器内科、不整脈　②日本内科学会認定
医、日本循環器学会、日本不整脈心電学会、日本
内科学会　③愛媛県　④日赤で5年、神戸大学で
4年在籍し、この度六甲アイランド甲南病院に参

りました。不整脈を主に循環器一般、頑張りますので、宜しくお
願い致します。　

循環器
内  科

臨床研修医（前期）：2年目

田中　翔（たなか しょう）

①神戸市　②香川大学　③整形外科　④研修医2年目の田中です。早いもので、研修
がスタートしてから1年が過ぎ、折り返しを迎えました。はじめは分からないことだらけで
始まった業務も、月日を経て出来ることが少しずつ増えていき、非常に充実した研修生
活を送らせて頂いております。まだまだ未熟ではありますが、皆様のお力になれるよう
しっかりと頑張っていきますので、何卒宜しくお願い致します。

臨床研修医（前期）：2年目

臨床研修医（前期）：2年目

臨床研修医（前期）：2年目
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臨床研修医（前期）：1年目 臨床研修医（前期）：1年目

臨床研修医（前期）：1年目
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〒651-0086 神戸市中央区磯上通 7-1-8
TEL：078-265-3314

貸切バスで貸切バスで
快適な旅快適な旅

銀泉株式会社
神戸支店

〒650-0021 神戸市中央区三宮町1-5-1
銀泉三宮ビル4F

TEL：078-335-2591

銀泉は保険・ビル・駐車場事業の
ベストパートナーです。

“甲南”と共に
保険代理事業
・事業活動の保険
・賠償責任保険
・各種損害保険

環境事業
（警備・清掃・用度）

㈱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）

海外事業
（留学・研修）

文化事業
・カルチャー教室（20講座）
・地域連携事業
・看護英語事業

業請事業（派遣・事務請・図書館業務）の各種事業

http://www.konan- isc.co.jpH　P
TEL：078-854-1605／FAX：078-854-0027お 問 合 せ


