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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。

夏号
2021 年 （令和 3 年） 7 月

地域医療連携室
0794-83-5327 （直通）

着任のご挨拶
本年 5 月より当院内科・透析センターで勤務することとなりました津田勝路と申します。
私は大阪市出身で社会人を経験した後に神戸大学へ再入学し、2007 年に医師になりました。

北播磨総合医療センターが発足する前にありました市立小野市民病院に初期研修医・後期研修
医として勤務していたことがあります。

しかし、2012 年夏に兵庫県を離れて長野県に移って以降、長らく関西から離れた地で仕事
を続けてきました。当院赴任前の勤務先は静岡市立静岡病院腎臓内科です。

この度、様々な事情から関西に戻る必要性を感じておりましたところ、縁あって当院で勤務
できることとなり、大変嬉しく思っております。専門は腎臓や透析ですが、なるべく内科全般
の診療ができるようにと心がけています。

この度、透析センター長という役職を拝命いたしました。透析患者さんは頭から足のつま先
まで全身にわたる問題を抱えておられる方が珍しくありません。そのため透析患者さんの診療
をきちんと行うには担当医師が広範な診療能力を備えていることが求められます。当院の透析
患者さんが安心して通院し続けられるよう、そして多くの透析患者さんから信頼してもらえる
よう地道に日々の研鑽を続けていきたいと考えております。

一人の医師にできることは限られておりますが、当院の様々なスタッフならびに周囲の医療
機関の皆様と協力しながら腎臓や透析を始め内科診療体制のさらなる充実・強化を目指してい
きたいと考えております。

微力ではありますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

内科主任医長　透析センター長
津田　勝路
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透析室の新型コロナウイルス感染症対策について透析室の新型コロナウイルス感染症対策について
 スタッフと患者さんの体調管理 
・出勤するスタッフは、出勤時と退勤時に体温測定と健康状態を確認しています。
・ 患者さんには来院前に必ず体温測定をして頂き、発熱や息苦しさなどの症状が

ある場合は電話での連絡をお願いしています。また、当院の送迎車を利用して
いる患者さんには乗車前に体温測定を行っています。

・ 透析患者さん専用の病院出入口を設け、来院時の体温測定と風邪症状などの有無を確認して
います。

 飛沫感染・接触感染に対する感染対策 
・ 定期的な換気を行い、季節によっては常時換気を行っていま

す。
・ ベッドの周囲やテーブル、ドアノブや手すり、パソコンのキー

ボードなど接触の機会が多い箇所は、定期的に塩素系除菌洗
浄剤で清拭しています。

 発熱者の透析 
・ 発熱した患者さんには他の患者さんと透析時間をずらす「時間的隔離」やカーテン、スクリー

ンの使用や飛沫距離（2m）を考慮した「空間的隔離」を行っています。
・ 新型コロナウイルス陽性者の透析治療にも対応が可能なように、個室透析を準備しています。

臨床工学士　柏原　一輝

着任のご挨拶着任のご挨拶
4 月に看護次長として着任しました岡脇睦子です。
服部病院では、創立 100 年を目指して、” 変えよう服部病院！変わろう服部病院！ ” をスローガン

に掲げ、地域から信頼される病院を目指しています。この度、職員の一員として地域医療の貢献に携
われることを嬉しく思っております。

患者さんやご家族の思いに寄り添い、信頼関係を築き、多職種で連携し看護の専
門職者として実践できるように取り組むと共に、患者さんやご家族との出会いを通
して自分を振り返り、一人ひとりが成長していける看護部づくりを進めたいと思い
ます。

今までの看護経験や人材育成の経験を活かし、役割を果たしていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いします。

 看護次長　岡脇　睦子
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はっとりRecipe

回復期リハビリテーション病棟での取り組み回復期リハビリテーション病棟での取り組み
～園芸療法、立ち上がりクラブ、離床促進～～園芸療法、立ち上がりクラブ、離床促進～

回復期リハビリテーション病棟では、入院中の患者さんに精神面や身体機能面の向上を図
るために、園芸療法、立ち上がりクラブ、離床促進などの取り組みを実施しています。

園芸療法では、患者さんと一緒に野菜や花を育成し、穏やかな入院生活を送って頂けるよ
うに取り組んでいます。離床促進では、脳トレや音楽鑑賞、体操などを実施し、活動性の向
上を促しています。また、立ち上がりクラブでは、個人の立ち上がり目標を決め、毎日
１００回の集団起立練習を実施しています。

 回復期リハビリテーション室　主任　吉田　泰隆

作り方
①   調味料A合わせたものを牛肉に揉みこみ、冷蔵

庫で10分置く
②   茄子は1ｃｍ幅の半月切りにする
③  フライパンにごま油と①を入れ炒める
④   茄子を入れ、ある程度火を通した後もやしを入

れる
⑤   もやしがしんなりしてきたら塩コショウで味を

ととのえる
⑥   最後にいりごまときざみねぎを散らす

材料（2人分）
牛こま切れ肉   120ｇ
もやし   100ｇ
なす   1本
Aコチュジャン   大さじ1.5
Aしょうゆ   大さじ1.5
A砂糖   小さじ1.5
Aおろしにんにく   小さじ1/2
塩コショウ   少々
ごま油   大さじ１
いりごま   少々
きざみねぎ   お好みで

牛肉と茄子のピリ辛炒め

茄子の紫
の

色素はナ
スニン

といいま
す。

栄養科　佐々木 菜津花
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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 津田勝路 長尾　学 鈴木宏隆 那須正道 関田憲一 吉川正章

２診 小坂理恵子 那須正道 内山　奏
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 楠　厳 工藤健史 斯波卓哉 斯波卓哉 尾ノ井勇磨

リハビリ
外来 楠　厳

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 楠　厳 抽冬晃司 斯波卓哉 竹森俊幸

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7月現在)

おいしいお店紹介

あまぐりとジェラートのお店
TEL：0794-83-2923
住　　所 : 三木市本町 1 丁目 3-10
営業時間 : 10：00～19：00
定 休 日 : なし
　　kurinosuke52　　　@jkm7542d

万寿庵
ミルクが濃厚な甘栗ジェラート

おすすめおすすめ


