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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。

秋号
2022 年 （令和 4 年） 10 月

地域医療連携室
0794-83-5327 （直通）

着任のご挨拶
本年 5 月に前任の藤原潔先生の後をうけ着任いたしました大脇久敬と申します。
小職は、京都大学医学部在学中、移植外科を志し、そのために必要な血管吻合の技術を脳神経外

科で学びましたが、当時 “ 神の手 ” と称されていた教授の許、脳神経外科への入局を奨められ入局し、
卒業後、地方の公立救急病院での修練を経て大学院へと戻りました。

低侵襲（体に優しい）治療という時代の流れも受け、脳脊髄血管内手術を日本に広められた 
滝和郎先生の下で薫陶を賜り、再生医科学研究所 / 組織修復学講座にて学位を取らせていただき、
大阪の北野病院では血管内手術の主任を務めさせていただきました。

以後、京都桂病院の脳神経外科開設や 24 時間救急を謳った洛和会音羽病院を皮切りに、SCU（脳
卒中ケア・ユニット）の開設等、大学人事で 20 余年勤めた後、中部や滋賀でも急性期脳卒中医療を
生業〔なりわい〕として参りました。

従来の直達開頭手術に比べ、局所麻酔下でも可能な血管内手術での治療成績が前者を凌ぐもので
したので、それを Life Work としてこれまで臨床に取り組んできております。4 月まで勤務してい
た奈良の病院でも急性期医療を中心に携わって来ましたが、このたび御縁があって参りました当地
では、ご高齢者への治療の比重が大きくなると考えております。

これまでの急性期の経験を活かして、疾病を患われた方への分かり易い医療を心掛け、地域医療
に取り組んで参りますので、今後ともご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

副院長兼脳神経外科部長　大脇　久敬
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『縁の下の力持ち』
かつて「薬あるところに薬剤師あり」という言葉を掲げ

た先輩薬剤師がいました。私たちもその意志を受け継い
で、患者さま中心の医療を実践するべく、またチームの
一員として“安心・安全な医療の提供”に日々努めていま
す。

薬は使いかたによってはクスリにもなればリスクにも
なります。薬を正しく使って頂くことで、患者さまの一
日でも早い病状の回復に繋げるため、いわば “縁の下の
力持ち”としての役割を、今までもそしてこれからも、果
たしていきたいと思っています。

最後になりますが、皆さんはおそらく知らないであろ
う、薬局の“縁の下の力持ち”を 2 人紹介します。

薬局長　小西　正倫

部 署 紹 介

検査室は 5 人で活動している部署です。
最近の検査のトレンドはコロナの PCR 検査です。コロナの第

一波や第二波のころは陽性者が数百件に一件あるか無いかでし
た。しかし、最近のオミクロン株が主と言われていた第六波や、
今の渦中である第七波の BA.5 では服部病院でも陽性率は約
25％まで上がっており、ほぼ毎日のように陽性者が出ている状
態です。その中でも、検体からの感染を防ぐための防護服の徹底
や、検体同士のコンタミネーションを防ぐための検体の取り扱い
などに気を付けながら日々頑張っています。

コロナの検査以外にも、検体検査では血液を使っての生化学検
査・血算、尿検査等を行っています。生理検査では心電図、エコー
検査、脳波検査、神経伝導検査等を行っています。

 検査室長　正中　　貴

検査室紹介

薬局紹介

←安全キャビネット内で PCR検査を行っている様子

薬のことなら、お気軽に、
ご相談下さい。

縁の下の力持ち

❶人目
縁の下の力持ち

❷人目
２種の軟膏を30秒足らず
でキレイに混合してくれる
優れもの。軟膏の組み合わ
せによっては、うまく混合
できないこともありますが、
これはご愛敬

錠剤をＰＴＰシートから、
すばやく取り出すことがで
きるので便利。
錠剤が大きくても、
小さくても大丈夫という、
適応能力大なところもGOOD

◎練太郎◎練太郎（れんた
ろう）（れんたろう）◎◎ ◎らく錠くん◎◎らく錠くん◎
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はっとりRecipe

回復期リハビリテーション室では、患者様とともに野菜を栽培し、入院中でも生活の役割
を担って頂いています。また、収穫した野菜は作業療法で調理練習に活用しています。

今年は四角豆を栽培しました。四角豆とは、マメ科の草木になる実鞘で、熱帯アジア原産
とされています。実の断面がひだのついた四角形という特徴があります。沖縄では「うりずん」
とも呼ばれています。

 回復期リハビリテーション室　主任　吉田　泰隆

①かぼちゃは皮を少し残して剥き、一口大に切る
②切ったかぼちゃを柔らかくなるまで茹でる
③ミックスナッツは袋に入れ、粗めに砕く
④ 茹でたかぼちゃを潰し③とマヨネーズを入れて混ぜ合わせ、

塩コショウで味を整える
　※かぼちゃが甘くない場合は少し砂糖を入れて調整してもOK！

かみかみナッツのかぼちゃサラダ

栄養科　佐々木 菜津花

かぼちゃ･･･200g（小サイズ４分の１程度）
ミックスナッツ(素煎) ･･･20g
マヨネーズ････大さじ1
塩コショウ････適量
レタス(飾り用)‥‥お好みで 

材料（4～5人分）

末永く健康に、また食事を美味しく食べ
るためには、食べる能力の維持が不可欠
です。食材は大きめに切る・噛み応えの
ある食材を使うなど “ 噛む回数が増える
食事 ” を意識しましょう！ 

“噛む”は健康への第一歩!!

～調理実習～

回復期リハビリテーション室での取り組み

☻
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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

服部病院　外来診療担当医表

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

おいしいお店紹介
TEL：0794-82-2341
住　　所 : 三木市本町 3-3-21

TEL：0794-85-6808
住　　所 : 三木市志染町西自由が丘 1-383

明月堂

志染支店

・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。

診療科 診察受付時間 月 火 水 木 金 土

内　科

9:00~
12:00

１診 粟野孝次郎 長尾　学 吉田信治 那須正道 関田憲一 的場　俊

２診 小坂理恵子 那須正道 内山　奏 粟野孝次郎 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

関田憲一
（腎臓専門外来）

粟野孝次郎
（予約のみ）

18:00~20:00 小坂理恵子 那須正道 粟野孝次郎

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

予約外来 楠　厳 楠　厳 松宮　豊 楠　厳 斯波卓哉 斯波卓哉
（予約・リハビリ外来）

新患外来
リハビリ外来 楠　厳

楠 厳（第１）
斯波卓哉
（第２・3・4・5）

松宮　豊 斯波卓哉 楠　厳 尾ノ井勇磨
（新患外来）

夜間 一般外来 楠　厳 斯波卓哉 藤原周一

脳神経外科
9:00~11:00 大脇久敬 大脇久敬

15:00~17:00 大脇久敬
（原則予約）

大脇久敬
（原則予約）

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
(令和4年10月現在)

ふわふ
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感

内科・腎臓内科・消化器内科・糖尿病内科・循環器内科・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）・麻酔科、24時間救急受入体制

服部病院診療科目

お勧め 台湾カステラ


