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芦屋病院は変わります

市立芦屋病院副院長

金山

良男

「地方独立行政法人に可及的速やかに移行する」。平成 19 年秋、芦屋病院にとって
重大な決断が下されました。高度化する医療に応えようとしても人員は不足し診療報
酬は引き下げられ医療の現場は疲弊し崩壊寸前。医療の世界を吹き荒れる逆風に公立
病院はどこも苦しんでいます。このような現状を打開する模範解答をまだどこも出せな
いでいますが、他に先駆けて下されたこの決断は公立病院が公的な医療を存続させる
ために今後多くの自治体病院が採用することになると思われます。
医療を取り巻く環境は今後も一層厳しさを増すことになるかもしれませんが、平成
21年 4 月に予定されている地方独立行政法人への移行に向けての作業を進める中で、
私自身は歴史の転換点に居合わせるという身の引き締まる思いとともに、むしろ明るい展望を感じ取っています。
今こそが理想的な病院を創り出すという夢を実現させるチャンスではないかと。逆風から順風へ。老朽化した病棟
の建て替えも計画されています。
地方独立行政法人化によって、公的医療機関としての使命は堅持しつつ、より柔軟に、より迅速に、この地域に
必要とされる医療を提供するための体制を整えることが可能となります。もとより芦屋病院は「信頼され選ばれる
病院」を目指して最前線医療の一翼を担って参りましたが、これからは皆様のご意見も取り入れながら、医療だけ
ではなく保健・福祉方面も含めた広い視野から、かかりつけ医の先生との連携を深めながら、もっと地域に根を下
ろし、もっと利用しやすく、皆さまの生命と健康を守る拠点となれるような病院に生まれ変わらせたいと考えてい
ます。

現在の診療機能は維持したうえで、地域に根ざした公立病院を目指します
この世に生を受け人生を終わるまでの長い一生の間怪我や病気に無縁でいられる人はありません。多くの場合
は、まずかかりつけの先生にお世話になります。そして、手術や入院は病院が担当することになります。幸いにも
この地域は高度先進医療施設を含め高水準の医療が容易に受けられる恵まれた位置にあります。国の医療政策も
集中化、集約化を推し進めています。しかし、家族や住み慣れた環境から遠く離れた病院で受ける医療が理想的と
いえるでしょうか。お家にスムースに帰れるでしょうか。治療の継続に不安はないでしょうか。芦屋病院は、地域の
最前線で皆さまの生命と健康を守る責任を担い、皆さまの要望にきめ細かく対応できる病院としての任務を果たし
ます。

芦屋にふさわしい療養環境と医療サービスを提供します
地方独立行政法人化によって、｢市立病院とはこうでなければならない｣という制約や規則から離れた自由な発想に
基づいて病院の運営ができるようになります。安全で良質の医療の提供は当然のことですが、病気になったときに
だけ利用する病院ではなく、健康情報の発信をしたり、健康増進のための各種サービスや、家族揃ってくつろげる
ような場を提供するような病院、皆さまが｢こうであってほしい病院｣があってもいいのではないでしょうか。将来の
病棟立替え計画も視野に入れ、医療の将来も見据えた新しい病院作りを計画しています。
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着任のご挨拶

内科医長

臼井

健郎

本年１月１日付で、大阪府泉大津市立病院より当院内科へ着任いたしました。 私事、神戸生ま
れの宝塚育ちで、平成 7 年大阪大学医学部卒業後、大学院・各関連病院にて臨床・研究に経験
を重ねて参りました。
専門は肝疾患を含む消化器一般です。前任地ではインターフェロン療法を含む慢性肝疾患治
療、上下部消化管内視鏡、肝胆疾患のエコー下治療、内科救急、緩和医療等を行っておりました。
内科は多くの方々が最初に訪れる科でもあり、他院・他科の先生方とも十分な臨床情報･意見
の交換を行い、的確な診療を提供したいと考えております。一方患者さんにとって最善最良の選
択は何か、身の程を弁えつつ、常に模索していきたいところです。
モットーは「安全第一」、理想は「諦めの悪い主治医」です。何卒よろしくお願いいたします。
資格：医学博士／日本内科学会認定内科医／同認定内科専門医／日本消化器病学会専門医／
日本消化器内視鏡学会専門医／日本医師会認定産業医／日本肝臓学会認定肝臓専門医

着任のご挨拶

眼科医員

西口

文

平成 19 年 12 月より眼科に赴任いたしました。同年 5 月より非常勤で週 2 回勤務させて頂いて
おりましたが、この度常勤で勤務することになりました。
大阪医科大学眼科にて研修を積み、兵庫県立尼崎病院で臨床経験をつんで参りました。白内障、
緑内障をはじめとした一般診療に加えて、レーザー、手術なども施行しております。温かみのあ
る医療を患者様に提供できるように、思いやりを忘れずに、患者様の立場に立って物事が理解で
きるように日々努力していきたいと思っています。
今後ともよろしくお願い致します。
資格：眼科専門医

着任のご挨拶

整形外科医員

不動

一誠

2007 年（平成 19 年）10 月、大阪大学病院より当院整形外科へ着任しました。よろしくお願
い致します。
平成 15 年三重大学卒業。専門は関節外科・人工関節外科を主に診療させて頂いております。
芦屋病院に赴任し外来を担当し、はや 4 ヶ月が経過しますが、地域柄元気な高齢者の方々をよく
目に致します。と共に膝関節・股関節の痛みを

我慢

されてなんとか日常をくらしていらっしゃ

る患者様をよく目にします。膝関節に限定しますとなんとか手術をせずに済ませたいと考える患
者様が多いのは良く分かるのですが、手術のいいタイミングを逃されている患者様もいらっしゃ
います。当院整形外科では MRI での精密な検査・評価を行い、関節手術の適応を吟味して、個
別に人工関節外来、膝関節外来を設けて手術の利点、悪い点（リスク）などを、時間をかけて説
明いたしております。手術を恐怖のように考えられている患者様に少しでもお話する時間をもて
れば幸いです。
また、関節リウマチの治療・整形外科的疼痛コントロール（頚椎症性神経根症、変形性腰椎症
などの慢性疼痛）・骨粗鬆症の精査・投薬加療なども積極的に行っておりますので外来でお待ち
しております。
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インフォメーションボードが新しくなりました
既にお気づきの方もおられると思いますが、外来棟 4 階受付と 5 階内科
待合フロアーに新しく大型テレビとインフォメーションボードが設置されま
した。
新刊図書の案内や当院の情報等興味のある内容が流れます。お待ちになっ
ている間の気分転換になれば幸いです。

きれいになった授乳室

南3階

鞍田

真鈴

南３階病棟の授乳室がリフォームされました。女性ホルモン
の分泌をよくする・心を優しく穏やかにすると言われている『ピ
ンク』を基調とした壁紙で、おっぱいの出も良くなると言われ
ています。
また南３階産科では、おっぱい生活をさらに応援したい！と、
外来でも「おっぱい相談室」を始めました。おっぱいに不安があっ
たり、トラブルのある方、ぜひ母乳で育てたいと言う方はどう
ぞお越しください。予約は産婦人科外来にて承っております。

NE

W

再来受付機が変わります
ピッ！

3 月から再来受付機が新しくなります。操作でわからないこ
となどがありましたらお気軽に窓口でおたずねください。
芦屋病院では，このたび医事業務システム及び看護業務シス
テムを更新しました。今後も，地域連携の強化やより質の高い
医療を提供するため，医療情報システムの整備を進める予定に
しています。

車椅子をご利用ください
外来棟 4 階ボランティアカウンターと南館 1 階に車椅子をご用意しています。
長距離の移動や階段のご利用が不安な時はお気軽にご利用ください。
病院スタッフにお声をかけて下さればお手伝いさせていただきます。

看護部より

認定看護師の紹介

阪本

純子

こんにちは。皮膚・排泄ケア認定看護師教育課程を修了し、職場に復帰しました。
褥瘡、創傷、ストーマケア、失禁に関与するスキンケアを中心に勉強してまいりました。
職場での主な活動としては、入院・外来患者様の褥瘡ケアやスキンケア、ストーマケア、失
禁患者様のスキンケアを行っています。在宅・入院生活の中で、不安・苦痛が最小限にで
きるようにライフスタイルに合わせて一緒に考え、最善の方法が見つかるように私自身日々
精進していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
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芦屋病院マチネーコンサートのお知らせ

ちょっと ブレイク

芦屋病院では、市内在住のピアニスト金澤佳代子氏の総合プロ

市民ギャラリー

デュースにより毎月コンサートを開いています。中心となるの
は、芦屋市の市民団体から贈られた黄色いグランドピアノです。

● 小田富士夫 遺作写真展「いのち」
昭和３０〜３８年、米国フルブライト留学生として
滞米中に撮影した思い出の写真集。

3月 2日（日） 岩本

奈恵（ヴァイオリン） 内藤

雪子（ピアノ）

4月13日（日） 歌とピアノでお楽しみください。

場所：芦屋病院 ５階渡り廊下展示ギャラリー
期間：2月１日
（金）
〜2月29日
（金）

★いずれも午後2：30〜3：30 外来棟 5 階待合いフロアーにて ★もちろん入場無料です

各教室のご案内

●健康教室
2月20日（水） 内視鏡治療について

講師：桐山

和雄

診療局次長

さまざまな疾患について、わかりやすくお話します。

竹村

忠晴

内科医長

時間：午後1時30分〜3時

池田

公一郎

内科副医長

場所：外来棟５階外科側（東側）ロビー

●糖尿病教室
3月14日（金） 宅配食・惣菜食を考える （講師：栄養士）
時間：午後1時30分〜3時

場所：南館１階講義室

有料・要予約

●肝臓病教室
3月28日（金） アルコール性肝炎 他 （講師：桐山
時間：午後1時30分〜3時

和雄

診療局次長）

場所：南館１階講義室

ご参加いただけます。
※内容が変更になる場合も

◆両親教室

あります。ご了承ください。

日時：毎月第2土曜日、午前10時〜12時
場所：南館1階講義室（問い合わせは産婦人科外来まで）

も始
今年

※どなたでもご自由に

す
まりま

※参加は無料です。

公 開 講 座 のお 知らせ

◆時間 午後２時〜３時３０分 ◆場所 市民センター

〜 診 療 最 前 線 か ら のメッ セ ー ジ 〜

◆定員 ６０人

◆受講料 1 回 200 円

皆さんお誘い合わせのうえお越しください。

●２月２３日（土） 午後２時〜３時半
テーマ：「内視鏡で治療する高齢者の膝」
講師：整形外科部長

名和

厳

●３月８日（土） 午後２時〜３時半
テーマ：「いまの病気
講師：病院長

姫野

むかしの病気」
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ホームページがリニューアルいたします！！
平成20年3月から当院のホームページが装いを新たに
リニューアルいたします。今まで以上に市民の皆様に役
立つ情報をいち早くお届けできるよう、ただいま準備を
進めております。診療に関する情報はもちろんですが、院
内の催し案内、採用情報など今後も様々な情報を発信し
ていきますのでぜひご利用ください。
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