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服部病院だより
ー地域医療連携室便りー

「基本理念」
私たちは、利用していただける方々に最善の医療を尽くすことに努めます。

「基本方針」
1.	地域住民の方との繋がりを大切にします。
2.	 	患者さんの人格を尊重しつつ、チームで安心・安全な医療
の提供に努めます。

3.	 	予防・医療・介護との継続、かつ、透析医療においてリー
ドする病院をめざします。

4.	 	医療の専門職として、継続学習と人間性豊かな医療人の育
成に努めます。

5.	 	職員が自主・自律の精神のもと、働きがいのある職場環境
をつくります。

春号
2021 年 （令和 3 年） 4 月

地域医療連携室
0794-83-5327 （直通）

ＲＳＴの活動について
当院のＲＳＴは、約５年前「呼吸器疾患の地域連携医療の充実を図りたい」とする西神戸医療セ

ンターの呼び掛けに応えて発足いたしました。内科医師 / 臨床工学・呼吸療法認定士 / 看護師 /
理学療法士と多職種での構成です。

ＲＳＴとは Respiratoy  Support  Team の略であり、チームのモットーは文字通り、「呼吸器
疾患を扱う際、病院全体がストレスなくスムーズに動けるようサポートする」です。

活動内容は、外来並びに各病棟でのポスター / プリントでの啓発活動（現在「ＣＯＰＤについて」
を配布中）・呼吸器装着中の患者様の回診・新規入職者のオリエンテーション・院内に向けての
勉強会（テーマはＣＯＰＤ、ＣＯ２ナルコーシス、睡眠時無呼吸症候群、誤嚥性肺炎の機序、 
ＩＰＰＶ / ＮＩＰＰＶ、吸引のコツの実習指導、ＢＩＰＡＰの使い方、各項目の意味、マスクの装
着手技の指導など）、理解力テスト、質問箱の設置などを実施して参りました。院外に向けての、
インフルエンザの勉強会では栄養士による食事指導も含めた予防対策、誤嚥性肺炎の予防の勉強
会では、言語聴覚士による嚥下力をｕｐする体操、在宅酸素療法の際は実際の機器を供覧するな
ど、具体的にわかりやすく、を心がけています。現在勉強会は、院内 / 院外ともコロナ禍のため
一時中断せざるを得ないのが残念ですが、全ての病棟でスムーズにＢＩＰＡＰ管理ができるよう
になったことは、ＲＳＴの成果の一つかと感じています。

今後も現場の要望を取り入れ、積極的に活動をしていく予定です。ご意見があれば是非お聞
かせください。

 内科　小坂　理恵子
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内　科

整形外科

鈴木　宏隆　医師　（水曜日担当）
牧野　愛　　医師　（第１・３木曜日担当）
松野　泰幸　医師　（第２・４木曜日担当）
土田　愛　　医師　（第５木曜日担当）
吉川　正章　医師　（神経内科　土曜日担当）
菅　真紀子　医師　（第３土曜日担当）

尾ノ井勇磨　医師　（土曜日担当）

新任医師紹介

新入職員入社式

令和３年４月１日より　新入職員　看護部次長、看護師７名、看護助手１名、クラーク１名が入職
しました。当院の基本理念「私たちは、利用していただける方々に最善の医療を尽くすことに努めま
す。」のもと医療の提供に取り組んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

勤続40年表彰

私は、昭和 56 年 3 月に入職しました。服
部外科から服部病院に、そして一陽会服部病
院へと成長していくなかでここまで働いてこ
られたのも、職場・上司・仲間に恵まれてき
たからだと感謝しています。その気持ちを忘
れず、まだまだ頑張っていきたいと思ってい
ますので、これからもよろしくお願いします。

 第２透析師長　横井　昌文
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はっとりRecipe

作り方
①   ケチャップと濃口醤油を合わせる
②   合わせた①にサラダ油を少しずつ加えて混ぜる

(乳化させる)
③  ②におろしにんにくを入れて混ぜる
④  ③の調味液に鶏もも肉を30分漬け込む
⑤  185℃のオーブンで12分焼く

材料（1人分）
鶏もも肉   60ｇ
ケチャップ   大さじ1/2
濃口醤油   小さじ１
サラダ油   小さじ１弱
おろしにんにく   少々

鶏肉のアリゾナステーキ
１人前

約150kcal

今月は、当院でご好評をいただいているメニューの中から
「鶏肉のアリゾナステーキ」をご紹介します！

お家でも簡単にできますので、ぜひお試しください♪

栄養科　佐々木 菜津花

健診センターのご案内健診センターのご案内
～早期発見・早期治療のために～～早期発見・早期治療のために～

当院は企業健診、協会けんぽ生活習慣病予防健診、三木市町ぐるみ
健診、子宮がん検診・乳がん検診など、各種健診をお受けしています。

マンモグラフィー検査は、高濃度乳腺内の病気発見に有用とされて
いる 3Dマンモグラフィーの撮影が可能です。

婦人科検診は医師、スタッフ全て女性で対応しております。
検査は “ 受けっぱなし ” では意味がなく、その結果を予防や治療、また

生活習慣の改善に生かしていくことが大切です。当院では各種の診療
科、専門医が揃っているため、検査結果によってスムーズに診療へ移行することが可能です。

平成 31 年４月から中病棟２階、1 階各検査室で健診
を行っています。

昨年度は3,700人ほどの健診をお受けしました。
ご自身の健康状態を知るため定期的に健診・検診を

受けましょう。
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医療法人社団　一陽会 服部病院
〒673-0413　兵庫県三木市大塚 218-3
TEL　0794-82-2550　FAX　0794-82-4399

http://www.hattori-hospital.com
（当誌は、ホームページでもご覧になれます。）

ホームページ  服部病院｜ 検　　索

・脳神経外科予約以外の方の受付は、9：00～11：00（初診・再診）、15：00～16：00（初診）、15：00～17：00（再診）になります。
・内科木曜日２診は、牧野医師（第１• ３週）、松野医師（第２• ４週）、土田医師（第５週）が担当します。
・内科土曜日２診は、上田医師（第１• ５週）、菅医師（第３週）が担当します。
★担当医は変更になることがありますのでご了承ください。
★変更になる場合は、各科診療室前に掲示してありますのでご注意ください。

服部病院　外来診療担当医表
診療科 診察受付時間 月 火 水 木 金 土

内　科

9:00~
12:00

１診 関田憲一 長尾　学 内山　奏 那須正道 関田憲一 吉川正章

２診 小坂理恵子 那須正道 鈴木宏隆
牧野　愛（第１・３）
松野泰幸（第２・４）
土田　愛（第5）

小坂理恵子 上田智朗（第１・５）
菅真紀子（第3）

13:00~17:00（予約） 那須正道
小坂理恵子

18:00~20:00 小坂理恵子 那須正道 関田憲一

外科
9:00~12:00 服部哲也 服部哲也 三方彰喜 服部哲也 三方彰喜 金澤成雄
13:00~17:00 金澤成雄 金澤成雄
18:00~20:00 神戸大学 服部哲也 三方彰喜 服部哲也 金澤成雄

整形外科
午前

一般外来 楠　厳 戸田　誠 工藤健史 戸田　誠 斯波卓哉 尾ノ井勇磨

リハビリ
外来 戸田　誠

楠 厳（第１）
斯波卓哉
（第２・3・4・5）

工藤健史 楠　厳 楠　厳 斯波卓哉

夜間 一般外来 戸田　誠 楠　厳 斯波卓哉 抽冬晃司

脳神経外科
9:00~11:00 藤原　潔 専門外来 藤原　潔

手　術
藤原　潔

15:00~17:00 藤原　潔 手　術 藤原　潔

婦人科
9:30~12:00 服部奈緒 服部奈緒 服部奈緒 服部奈緒 服部奈緒

14:00~17:00（予約） 服部奈緒 服部奈緒 服部奈緒

泌尿器科 9:00~12:00 樋口彰宏

内科・腎臓内科・消化器内科・糖尿病内科・外科・心臓血管外科・
脳神経外科・整形外科・婦人科・泌尿器科・リハビリテーション科・
放射線科・人工透析（夜間透析あり）、24 時間救急受入体制

服部病院診療科目
関連施設

三郎記念クリニック
■ 診療科目：人工透析・内科（腎臓内科）
透析医療専門のクリニックです。経験豊富なスタッフがきめ細やかな
サービスを提供します。

〒675-0101　兵庫県加古川市平岡町新在家1350-1
          　駐車場完備
TEL 079-423-2055 FAX 079-423-1256

(令和3年4月現在)

おいしいお店紹介

うどん、 そば、 ラーメンの持ち帰り専門店

TEL：0794-84-0046
住　　所 : 三木市緑が丘町中 2-3-13
営業時間 : 9:30～19:00
定 休 日 : 水曜日

池町商店
 

 

“安くておいしい”
　一度食べてみて‼


