
地 域 の 皆 様 と 心 を 通 わ す

整形外科では首から
足先まで、運動器・神経系
疾患の外来診療を強化

◎脳神経内科にキラリと
　光る心技一体の専門医、
　小別所部長が赴任
◎院内駐車場が約2倍に大幅拡充
◎院内で、誰でも
　Wi-Fiが使えます
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甲南医療センターでは新棟スロープ下駐車場を拡張し、68台に！その他に、第2駐車場に14台、第3駐車場に8台、
第4駐車場に11台、第5駐車場に32台、甲南駐車場として14台、計147台分の駐車場をご用意しております。
※「甲南駐車場」はかもめ薬局の管理となります。

Unsung Heroes
－縁の下の力持ち－ アンサング・ヒーローズ
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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（患者サポートセンター）
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甲南医療センター 六甲アイランド甲南病院

さらに新しく
院内駐車場を拡充しました！

グランドオープンまで残り
（6月1日時点）

Wi-Fiの利用が可能となりました！
院内の一部エリアでWi-Fiの利用が可能になりました。
利用に関する設定などのサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。

＜利用可能エリア＞
●東・南館デイルーム【午前6時～午後10時まで】
●外来待合（4階、3階歯科口腔外科）【午前7時～午後7時まで】

ネットワーク名（SSID） Konan_Free_Wi-Fi

キーまたはパスワード konan2161

ご利用上の注意事項
❶ご利用にあたり必要な機器は各自でご用意ください。（貸出は行っておりません） ❷接続や設定の方法など、ご利用に関する技術的な対応
やサポートは行っておりませんのでご了承願います。 ❸長時間回線に大量の負荷を掛けるなど、他の患者さんや利用者のご迷惑になる行為
はご遠慮ください。 ❹接続可能な台数や電波の届く範囲には限りがあるため、全ての機器の接続や動作保証はできません。 ❺その他の利
用規約は当院ホームページにて必ず確認してください。

便利に
なりました！

▲ 拡張された新棟スロープ下第2駐車場（東側）▲ 新棟スロープ下第1駐車場（西側）

「接種受付風景」

駐車場のご案内

東灘区医師会＆甲南医療センター
医療従事者ワクチン接種で協力



北尾 義隆甲南医療センター 事務部長

堀本 仁士 先生神戸市東灘区医師会  会長

東灘区医師会所属
医療機関の方々への
新型コロナワクチン
集団接種の実施

東灘区医師会所属
医療機関の方々への
新型コロナワクチン
集団接種の実施

下村 恭平
（しもむら きょうへい）

滋賀医科大学卒

石田 雄也
（いしだ ゆうや）

福井大学卒

切東 良介
（きりひがし りょうすけ）

関西医科大学卒

土屋 貴弘
（つちや たかひろ）

昭和大学卒

原内 健太郎
（はらうち けんたろう）

香川大学卒

髙松 昂央
（たかまつ たかてる）

広島大学卒

宮本 望未
（みやもと のぞみ）

高知大学卒

中川 未貴
（なかがわ みき）

神戸大学卒

阿部 仁美
（あべ ひとみ）

神戸大学卒

稲田 幸歩
（いなだ さちほ）

神戸大学卒

西川 大志
（にしかわ たいし）

鳥取大学卒

細江　承
（ほそえ つぐみ）

神戸大学卒

馬渡　旭
（まわたり あさひ）

奈良県立
医科大学卒

初期臨床研修医

若い医師が新たに加わりました！

がんばり

ます！

今年度は14名の若い医師が加わ
りました。先輩医師からの指導を

受け、

医師としての技術に磨きをかけ、
地域医療に貢献します！

※写真撮影のため、
一時的にマスクを外しております。
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― 変異株により、ますます増加する陽性者 ―

猛威をふるう新型コロナウイルス！！

真田 浩明
（さなだ ひろあき）

広島大学卒

神戸市内で2月半ばより増え
始めた変異株により、当院に
おいても、発熱・接触者外来
受診後の検査で判明する陽性
率が急激に上がっています。
私たち職員を含め、1人1人がよ
り一層の感染防止対策を心掛
けることが大切です。
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発熱・接触者外来受診者数・検査状況

変異株
の検出

　去る4月24日（土）、5月から開始される高齢者向け新型コロナワクチン接種に先立って、
東灘区医師会所属の医院・クリニックの先生方や勤務されている医療従事者300名
に対し、新型コロナワクチン接種を実施しました。これは、新型コロナウイルス感染患者の診療を担当されている東灘区医師会に所属
の医療機関職員のうち682名を対象に、ワクチン接種の実施を計画していたもので、第1回目の対象の方になります。当院においては、
すでに院内の職員への優先ワクチン接種は実施しておりますが、院外の方に対するワクチン接種の実施が初めてである事、また大勢
の方が来院される事から、三密を避ける為の会場の選定や受付方法、当日の来場から接種までの人の流れなどを、関係職員で念入り
に打ち合わせを行い計画を練りました。会場は本館4階の外来フロア及び診察室とし、4階エレベーター前ホールに受付を設け、人の
流れが交差しないように一方通行で、受付→問診→接種→待機エリアに進むようにしました。問診及び接種については、東灘区医師
会の8名の先生方に応援いただき、診察室での問診4名、接種4名体制を4ブースにて実施しました。接種後は、診察室の先に待機
エリアを設け、15分経過後に離院する事としました。待機エリアには看護師を待機させ、アレルギー反応等を起こした方や、緊急事態
への対応に備えました。幸いにも、体調不良を訴える方も無く、予定どおり300名の接種を無事に終了しました。
　当日、ご支援、ご協力を頂いた東灘区医師会の堀本会長、是則副会長をはじめ、20名の皆様には、この場をお借りしてお礼申し上げ
ます。今後、高齢者へのワクチン接種が開始される中で、医師会の先生方も手探りの状況で実施されると伺いました。今回の対応が少
しでもお役に立てれば幸いです。
　この度、緊急事態宣言が延長され残念でなりません。当院ではワクチン接種はかかりつけの患者さんに限定した対応となりますが、
東灘区では多くの医院・クリニックでもワクチン接種が実施されています。現在、神戸市は医療逼迫の危機的状況にありますが、ワクチ
ン接種が進み、コロナウイルスとの闘いが終わる日が早く訪れることを願ってなりません。

　新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、4月から医療従事者に対する新型コロナワクチン接種が始ま
りました。東灘区医師会は、少しでも早く医療従事者へのワクチン接種を完了させるため、約550名の医療
従事者に対する接種について、甲南医療センターに協力をお願いいたしました。
　初日の4月24日（土）は13時から甲南医療センター4階フロアで、同センターの山田先生をはじめ、スタッ
フの皆様のご指導、ご協力のもと、東灘区医師会の医師、看護師、事務局員が参加し、約300名に対して、

受付、ワクチンの準備、問診、接種を行いました。万が一、
アナフィラキシーショックなどの重篤な副反応が生じたときには、同センター救急外
来で対応していただけるなど、強力なバックアップ体制のもとに計4回の集団接種を
無事終えることができました。病院と医師会がタッグを組んでの集団接種は画期的
な試みですが、難敵のコロナウイルス感染症を克服するためには今後もこのような
協働体制が求められるかと思います。具院長をはじめ、甲南医療センターの皆様の
多大なご協力に心より感謝申し上げます。



①役　　職
②出身大学
③資　　格
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藤川 亜里紗（ふじかわ ありさ）

①医員（専攻医）　②兵庫医科大学

腎臓内科

井口 謙志（いぐち けんじ）

①医員（専攻医）　②兵庫医科大学

消化器内科

藤本　 悠（ふじもと はるか）

①医員（専攻医）　②関西医科大学

消化器内科

原田 彩香（はらだ あやか）

①医員（専攻医）　②滋賀医科大学

消化器内科

古後 凛子（こご りんこ）

①医員（専攻医）　②徳島大学

糖尿病・内分泌・総合内科

草壁 明日香（くさかべ あすか）

①医員（専攻医）　②東京女子医科大学

糖尿病・内分泌・総合内科

小林 基子（こばやし もとこ）

①医員（専攻医）　②和歌山県立医科大学　③医学博士

糖尿病・内分泌・総合内科

福満 隼人（ふくみつ はやと）

①医員（専攻医）　②川崎医科大学

糖尿病・内分泌・総合内科

津本 一秀（つもと かずひで）

①医員（専攻医）　②神戸大学

糖尿病・内分泌・総合内科

宇津 賢三（うづ けんぞう）

①医長　②香川大学

循環器内科

長野 知之（ながの ともゆき）

①医員（専攻医）　②神戸大学

循環器内科

荒木 一貴（あらき かずき）

①医員（専攻医）　②熊本大学　③医学博士

循環器内科

松沼 　亮（まつぬま りょう）
①医長　②島根大学　③日本内科学会 内科認定医／日本内科
学会 総合内科専門医／日本呼吸器学会 呼吸器専門医／日本
緩和医療学会 緩和医療専門医

緩和ケア内科

杉本 裕史（すぎもと ひろし）

①医員（専攻医）　②滋賀医科大学

呼吸器内科

榎本 隆則（えのもと たかのり）

①医員（専攻医）　②高知大学

呼吸器内科

寺下 智美（てらした ともみ）

①医長　②神戸大学

呼吸器内科

河野 一誠（こうの いっせい）

①医員　②関西医科大学　③PEARSプロバイダー（日本ACLS
協会）／PALSプロバイダー（日本ACLS協会）

小児科

勝部 　毅（かつべ つよし）

①医員　②島根大学　③脳神経外科学会専門医

脳神経外科

今井 聡士（いまい さとし）

①医長　②川崎医科大学　③医学博士／日本泌尿器科学会専
門医・指導医／日本がん治療認定医機構 がん治療認定医／緩
和ケア研修修了医／泌尿器科daVinci手術認定

泌尿器科

伊賀 利香（いが りか）

①医員　②北海道大学

歯科・口腔外科

中林 美日（なかばやし みか）

①部長  ②大阪医科大学  ③日本医学放射線学会研修指導者／
日本核医学会核医学専門医／日本核医学会PET核医学認定医

放射線科

林　 奈央（はやし なお）

①医員　②香川大学

形成外科

増田 理沙（ますだ りさ）

①医員（専攻医）　②広島大学

眼　　科

久野 真人（ひさの まさと）

①医長　②香川大学　③日本外科学会専門医

呼吸器外科

上田 悠貴（うえだ ゆうき）

①医長　②神戸大学

消化器外科

瀧口 豪介（たきぐち ごうすけ）

①医長　②神戸大学

消化器外科

江原 　豊（えはら ゆたか）

①医員　②神戸大学

整形外科

西村 真人（にしむら まひと）

①医員　②神戸大学

整形外科

田中 　翔（たなか しょう）

①医員（専攻医）　②香川大学

整形外科

井関 茉美子（いせき まみこ）

①医員　②関西医科大学　③日本産科婦人科学会専門医

産婦人科

田邉 　文（たなべ あや）

①医員　②兵庫医科大学

産婦人科

岡田 真由美（おかだ まゆみ）

①医員　②島根大学

内　　科 松本 　健（まつもと つよし）

①医員　②鳥取大学

リハビリテーション科

神戸市東部地域における
脳神経救急や
神経難病診療の充実を図る

新任医師の紹介

診療部長／
脳神経内科部長 小別所  博

今春赴任した
脳神経内科の小別所 博です。

　ここへ赴任するまでの10年間は、神戸市北区の地域の
基幹病院で脳卒中やてんかん重積といった神経救急から
パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症といった神経難病
まで、幅広く神経診療を行っておりました。こちらでも神
戸市東部地域の神経診療の一役を担いたいと思います。
　当院は、救急医療にとても力を入れており、まず神経救
急に力を発揮したいと思います。神経救急の代表である脳
卒中診療については、チーム医療が非常に重要と思われ
ます。脳神経外科医、看護師、リハビリテーション部門、地
域連携室など多職種と、垣根のない何でも意見の言い合
える関係を作り、患者さんに安心して診療を受けていただ
ける医療体制を構築できたらと思います。脳卒中以外にも
神経救急の対象疾患は非常に多く、意識障害、けいれん、
手足の麻痺だけでなく、呼吸障害、嚥下障害など一見神経
とは関係ないような症状も対象になることがあるので、他
科とうまく連携して診療していきたいと思います。
　また、高齢化によりパーキンソン病をはじめとした神経
難病の患者さんも、非常に多くなっており、これら患者さ
んの診療も脳神経内科の大事な仕事です。しかし、神経
難病の診療は病院だけで完結することはできません。地
域のクリニックの先生方、ケアマネージャーさん、訪問看
護ステーションなどとしっかりとコニュニケーションをは
かり、円滑な病診連携を進めていきたいと思います。
　診療以外では、研修医や専攻医といった若手医師の教
育にも力を注ぎ、当院で研修を受けた医師が、将来当院で
この地域の地域医療を担ってもらえたらこんな嬉しいこ
とはないと思っています。赴任したばかりで右も左もわか
らないことばかりですが、いろいろな人たちのお力を借り
て患者さんのための医療を行なっていきたいと思います。
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新任医師の紹介
甲南医療センター（内科系）

甲南医療センター（外科系）

六甲アイランド甲南病院
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　また、当科での治療方針が決まりましたら、日々の健康管理や病状チェックはかかりつけ医の先生に継続していただくことで、患者
さんの通院の負担も減らしていきたいと考えています。
　疾患に対する内服や自己注射、骨折治療はもちろんですが、最近では、脊椎圧迫骨折に対して腰背部痛の早期改善，早期日常生活
復帰を目的とした短期入院でのBKP（経皮的椎体形成術）も積極的に行っています。この治療法は、骨折した背骨の中にセメントを
注入することにより骨折を固めるといった小手術です。手術時間は30分程度で出血もほぼなく、皮膚の傷も5㎜程度のものが2か所
だけです。術直後から、骨折の痛みが改善するため、翌日には歩行も可能になります。その為、数日で退院することもできます。しか
し、手術は全身麻酔が必要ですので、リスクが全くないわけではありません。また、骨折の状況によっては手術の適応とならない場合
もありますので、まずはご相談下さい。
　このように、各分野の専門医が、患者さん一人一人にあった治療を提供するべく、あらゆる可能性を拡げています。そして、その進化
はこれからも続いていきます。甲南医療センターの新生整形外科に、どうぞご期待ください。

整形疾患のほぼ全てを
網羅した専門医による
質の高い医療を提供します

診療部長／整形外科部長

笠原 孝一

整形外科は2019年10月の病院統合時に人員を拡充し、
体制を一新して再スタートを切りました。

1診

3診

2診

■甲南医療センター 整形外科 【外来担当医表】
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4 月からの新体制

　我々も大腿骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折、脊椎圧迫
骨折など多種多様の骨折をした患者さんを診療している
中で、骨粗鬆症治療の重要性を痛感しています。これま
では、骨粗鬆症治療は、内科の医師が担当していました。
しかし今回新たに、当科にも金曜日の午後に骨粗鬆症外
来を設け、積極的に診療を行っていくことにしました。
DEXA（骨密度測定検査）や採血による病態把握、MRI
やCTによる病巣確認だけではなく、リハビリテーション
や栄養指導、さらには併存合併症に対しても、内科や他
科との連携による全身管理まで、様々な角度からご高齢
の患者さんの健康生活に寄与していきたいと思います。

近年、高齢化が加速する社会の中で
骨粗鬆症による高齢者の
健康被害が問題となっています。

　特に「24時間365日断らない救急」を使命として、我々も日々救急患者さんの治療、外傷手術に従事しています。しかし、整形外科
には外傷以外にも、首から足先までの運動器・神経系の多岐にわたる疾患を治療対象としており、各々の分野の専門性が必要とされ
ています。当科にも、脊椎、肩、手、スポーツ、人工関節などのspecialistが揃っており、整形疾患のほぼすべてを網羅した、専門性の
高い治療を行っています。このような専門性の高い疾患でお悩みの患者さんの中には、「どこの病院」で「どの先生」に診てもらうべき
かを迷っている方もいるのではないでしょうか。これまでの外来システムでは、整形外科ではどんな疾患を診てくれるのか？本当に自
分の病気を診てもらえるのか？いつ、何曜日に受診すればいいのか？が、分かり難い状況でした。そこで、患者さんに少しでも分かりや
すく、また安心して気軽に受診していただくために、2021年4月からの外来体制を、一部改変しました。新たに「初診外来枠」を作り、
毎日専門医が診察を行うようにしました．近隣の医療機関の先生方からご紹介をいただく際にも、疾患に合わせてスムーズにご予約
いただけると思います。急を要する場合や専門と異なる疾患であっても、診察加療は可能ですので、いつでもご相談ください。
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　2008年より総合受付、外来計算、現金収納、診療報酬請求業務を受託している、株式会社ソラスト神戸支社です。紙カル
テから電子カルテへの移行、自動精算機の導入、新病院への移行と様々な変化を甲南医療センターと共に経験してきました。
　2019年9月には新病院へと生まれ変わり、受託業務に時間外・休日救急受付、ブロック受付も加わり、現在配属されてい
るスタッフは44名です。一新された病院理念、行動指針のもと「心技一体で心の深くに届く患者サービスの提供」を重点目
標とし、接遇研修や個人情報トレーニング等、社員教育に力を入れ、日々の応対に活かせるよう努めています。
　日々の窓口応対で、患者様から「ありがとう」や「助かりました」とお声がけいただくと、とても温かい気持ちになり、甲南医
療センターで働けることへの感謝の気持ちが込み上げてきます。これからも医療事務のプロ
としての自覚を持ち、全ての人に対して元気で温かい心「あったかハート」で接することで、
来院される皆様に「甲南医療センターは心安らぐ病院」と思っていただけるよう、スタッフ一
同、笑顔でお迎えいたします。

　総合受付は来院された患者様の初診・再診受付、救急
受付、月1回の保険証確認、生命保険などの各種文書受
付ほか、多種の業務を一手に担っている窓口です。総合
受付は当院へ来られる患者様が最初に立ち寄る窓口で
す。医療機関には老若男女、年齢も異なる様々な方が来
院されます。また現在はコロナ禍のため、患者様の不安
を少しでも軽減し、いつでも安心して来院いただけるよ
う、思いやりの心で寄り添い、笑顔で丁寧な応対、分かり
やすい案内を心がけています。

　ブロック受付では、受付を済まされた患者様が診察室前に到着
されたことを医師や看護師に伝える業務を行っています。受診する
診療科の問診票を事前に記入いただき、スムーズに診察を受けて
いただけるよう、診察室と患者様をつなぐパイプ役です。また現在
は皆様に検温をお願いし、感染防止対策にも努めています。病院が
新しくなり、患者様から「色々変わって不安になるけど、前から知っ
た顔を見るとほっとする」と声をかけていただくことがあり、私たち
の存在が患者様の安心感に繋がっていると感じ、とても嬉しく思い
ます。受診前の患者様にとって一番近い場所にいますので、これか
らも気軽に声かけしやすい雰囲気づくりと患者様に寄り添うことを
モットーに取り組んでいきます。
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　外来計算、支払受付では、院内で最後に立ち寄られる受付であることを意識し、正確かつ迅速な外来診療費の計算、患者
様が気持ち良くお帰りいただける対応を心がけスタッフ一同、日々励んでいます。甲南病院から甲南医療センターと生まれ変
わる瞬間に立ち会うことができ、とても貴重な経験となりました。現在は構造上の問題等で改善が難しい点もありますが、
少しでもスムーズに対応出来るようスタッフ全員が前向きに意見を出し合い、改善に努めています。向上心とチームワークを
大切に、2022年グランドオープン時には更なるサービス向上を目指し、頑張っていきます。

　2003年より業務受託し、長きにわたり六甲アイランド甲南病院の顔として、現在18名のスタッフが毎日「あったかハート」
を合言葉に、笑顔で心のこもった窓口対応を心がけ、患者様をお迎えしています。主な担当は、医事課受付（初再診受付、文
書受付等）、外来計算、現金収納、診療報酬請求業務です。サービス向上のために、接遇をはじめ個人情報・現金管理・診療
報酬請求などの各種トレーニングを定期的に実施しています。また医療従事者の一員として、時には病院主催の医療安全研
修にも参加し、職員の皆様と共に、患者様が安心して受診していただけるよう取り組んでいます。

　私たちは、病院理念である『人類愛の精神に基づき、病める
人のためにつくします』を念頭におき、弊社の企業理念『人を
「元気」にし、パートナーを「元気」にし、社会を「元気」にする
ことで、一人ひとりの生活を豊かにし、希望のある未来づくり
のために、パートナーとともに歩みつづけます』のもと、来院
される患者様一人ひとりの気持ちに寄り添い、より多くの方に
「元気」を届けられるような窓口応対を目指していきます。

総合受付

ブロック受付

計算受付・支払受付

大下 郁子六甲アイランド甲南病院担当  業務責任者

松本 真由美総合受付リーダー

足立 祥子甲南医療センター担当  業務責任者

本山 康子ブロック受付リーダー

山田 純子会計受付リーダー

六甲アイランド甲南病院

甲南医療センター

◀ 六甲アイランド甲南病院  総合受付
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