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佐治

文隆

◆◆ ◆ 覆 面 調 査員◆ ◆ ◆
医療機関の機能を第三者の立場で評価する日本医療機能

いは名前も知らない世界各地の超豪華ホテルを次々と制覇

評価機構という機関があります。市立芦屋病院も機構の定

していく主人公は、仕事で貯まったマイレージを活用してバ

める認定基準を達成していることが認められ、Ver6.0(バー

カンスに出かけるなど、40歳、独身の私生活を楽しんでいま

ジョン6.0)の認定証が交付され、ロビーに掲示しています。

す。しかし、女性にとって微妙な年齢を迎え、複雑な人間関係

審査は書面審査と訪問審査が行われ、後者では複数の審査

や 感 情 のもつ れ などをマリア・ソーレ・トニャッツイ監 督

員が予め決められた数日間にわたって、医療現場で立ち入り

（1971年生まれ）は同性、同世代ならではの視点で、淡々と

調査します。職員全員が口頭試問を受けるようなものなの
で、審査当日の病院は張り詰めた空気がみなぎります。事実

描いています。
この調査員のようにビジネスで航空会社やホテルのマイ

かどうか判りませんが、予告日に先立ち覆面審査員がこっそ

レージが貯められるのは羨ましいかぎりです。そう言えば、

り訪れて、ふだんの状態をチェックしに来るとの噂が、まこと

アメリカ映画でそのものずばりの題名「マイレージ、マイラ

しやかに流れたこともありました。

イフ」(2009年)では、冷酷なプロの「リストラ宣告人」として

匿名調査による格付けといえば、ミシュランのレストラン・

全米を飛びまわるジョージ・クルーニーは、マイレージ1,000

ホテルガイドが有名で、芦屋のレストランのいくつかは「ミ

万マイル達成を目標とする役柄でした。両映画とも冷静な職

シュランガイド関西」2014年版でも紹介されています。最高

業人がマイレージ・サービスに心を奪われているのは皮肉で

の三つ星レストランは、その料理を味わうためにわざわざ旅

す。ユーザーを自社製品の購入に囲い込む「ポイント・サービ

行する価値があると定義づけられています。欧米のホテル

ス」や「マイレージ・サービス」はいずれも和製英語で、英語

は、五つ星から一つ星までの五段階で格付けされることが

ではRoyalty programやFrequent-ﬂyer programと称

多く、各国政府観光局などが決定しているようですが、統一

するマーケティング手法です。消費者心理の研究者によれ

された格付け基準はなく、あくまで目安と考えられます。

ば、ポイント・プログラムでポイントを貯め始めた時は、特典

イタリア映画「はじまりは五つ星ホテルから」は、高級ホテ

を目標にしていた消費者

ルの設備やサービスの質を評価する女性覆面調査員が主人

もポイント数が増えるにつ

公です。ホテルのスターレイティングは想像を絶する厳しさ

れ、ポイントを貯めること

で行われます。客室に入るとすぐさま白手袋をつけ、あちこ

そのものに喜びを見いだ

ちをなで回し、埃がないか、手袋が汚れないかなど意地悪な

すようになるそうです。ま

姑さながらのチェックです。電気器具などはスイッチがきち

さに思うツボにはまってい

んと働くかどうか、電球の球切れがないかも調べます。コン

ます。

シェルジュは当然ですが、バトラー、ウエイター、ウエイトレ

No.

４月より当院には４名の新しい医師が着任しました。内科外来では呼吸器内科の医師による診療も始まります。
今後も医師の確保に努め、より充実した診療体制を構築できるよう努力してまいります。

新任Drのご紹介
専門分野

消化器外科

経歴紹介
昭和62年3月 産業医科大学医学部卒業
同7月 大阪大学第一外科入局
昭和63年7月 大阪労災病院 外科
平成9年 大阪大学大学院医学研究科修了
平成9年４月 りんくう総合医療センター 外科
平成15年5月 大阪府立急性期総合医療センター 外科
みかた

三方

しょうき

彰喜

平成18年8月 大阪労災病院 外科

国民皆保険制度が崩壊

ドラム、バンド演奏、音楽鑑賞

先生から一言！

きすぎた過剰サービスは減点対象です。わが病院にこのよう

programが出現するかも

な調査員が訪れたらと思うと震え上がります。その反面、一

知れません。くわばら、く

度は審査を受けて講評を聴いてみたいとも思いました。

わばら。

平成14年5月 加古川市民病院小児科 勤務

はじめまして、2014年4月から小児科医として赴任しました磯野
です。これまでは一般小児科、新生児を専門に診療を行ってきま

平成16年5月 兵庫医科大学病院小児科 臨床助手

した。現在、小児科診療は、新生児、小児期から成人に至るまで幅

平成17年4月 国立成育医療センター
周産期診療部新生児科 勤務

広い年齢層に関わることが多くなりました。そのためあらゆる年

平成18年4月 兵庫医科大学病院小児科
NICU 病院助手

ます。一人一人の子供たちが抱える問題に対処し、子供たちの健

平成20年4月 兵庫医科大学病院小児科
NICU 助教

すが尽力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

齢層の諸問題に柔軟に対応できる診療が求められていると思い
康と明るい未来のため、地域の先生方と連携し、微力ではありま

市立芦屋病院の理念
基本理念
生命の尊厳を基本とし、安全で良質な医療を提供します
芦屋市の中核病院として、地域社会に貢献します

交通案内
JR 芦屋駅、
阪急芦屋川駅から
タクシー

専門分野

バ ス

日本病院機能評価機構 認定施設（ver .6.0）

約１５分

JR 芦屋駅、阪急芦屋川駅 のりば２番

徒

歩

約３０分

きしだ

編集・発行

広報委員会

消化器内科（肝臓）

日本肝臓学会肝臓専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医

経歴紹介

経営理念
あい（愛）・しあわせ（幸せ）・やさしさ（優しさ）

約５分

※ 病院ネットワークバスもご利用下さい（無料）

治療を行ってきました。地域の方々に信頼され、質の高い医

味

平成12年5月 兵庫医科大学病院小児科 臨床研修医

市立芦屋病院 ご案内

疾患を中心に腹腔鏡手術、低侵襲手術を積極的に取り入れた

趣

平成12年3月 兵庫医科大学卒業

員倫

4月より外科医として赴任しました。上部消化管(食道・胃)の

経歴紹介

するような暁には、医療界

磯野

先生から一言！

日本小児科学会専門医

にもFrequent-patient

かずとも

日本外科学会 専門医、指導医
日本消化器外科学会 専門医、指導医
日本内視鏡外科学会 技術認定取得
日本がん治療認定医機構
がん治療認定医、がん治療暫定教育医
日本乳癌学会 認定医

格

のサービスを提供しているかどうか試されます。とは言え行

いその

格

資

一般小児科、新生児

スをはじめ、すべての従業員が個々の顧客が期待する最高

「オテル・ドウ・クリヨン」をはじめ、名前しか知らない、ある

資

療が提供できるよう一層努力いたします。

専門分野

事業管理者のつぶやきについてはホームページにも連載しておりますのでぜひご覧下さい。
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岸田

ひろし

裕志

平成15年3月

大阪大学医学部 卒業

平成15年6月

大阪大学医学部附属病院 研修医

平成16年6月

国立病院機構呉医療センター 内科

先生から一言！

平成18年4月

市立芦屋病院 消化器内科

今年4月から芦屋病院で勤務させて頂きます岸田裕志と申しま

平成21年7月

姫路赤十字病院 消化器内科

資

格

日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会消化器病専門医

趣

味

バドミントン，
星座鑑賞

す。5年程前にも芦屋病院で勤務しておりました。患者さん中
心の医療を心がけ、また病院スタッフや地域の先生方とも連携
して、市民のみなさんの健康に少しでも貢献できるように頑張
りたいと思います。よろしくお願いいたします。

（2）

（3）
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糖尿病内科

経歴紹介

まつたに

松谷

さとし

聡

格
味

バンド活動（ドラム）

先生から一言！

和樹 先生

業平町の芦屋市民センター別館東側に昨年 7 月「芦屋たいらクリニック」を開設

平成21年4月

兵庫医科大学病院
初期研修医

には昨年春にも研修にて4か月間お世話になりま

しました。
芦屋で長年にわたり婦人科診療に尽力されていた宮本由紀子先生から、

平成23年4月

市立芦屋病院 内科
（後期研修）

した。総合病院にして地域密着型のアットホームな

由っ子クリニックを承継するお話をいただき、婦人科医である父、平省三と共に内

雰囲気やフットワークの軽さが、芦屋病院の魅力で

科・循環器内科・婦人科のクリニックとして開業することとなりました。

平成23年8月

兵庫医科大学病院
内科学総合診療科 レジデント

平成24年1月

兵庫医科大学
ささやま医療センター内科
レジデント

あると感じています。
まだまだ駆け出しで修行中の

内科担当の私と婦人科担当の父と力を合わせて、芦屋の女性とそのご家族皆様

身ですが、糖尿病をはじめ幅広い内科診療を学び

方の健康維持増進のお役に立てるよう精進していこうと思います。

ながら、少しでも患者さんの力となれればと考え

先日、芦屋病院で私自身の健康診断を受けさせていただきました。
新しくなった

ています。
どうぞよろしくお願い致します。

病院はとてもきれいで、スタッフの方々にも丁寧に御対応していただいたおかげ
で、快適に健診を受けることができました。
芦屋病院には、平素から検査や手術の
依頼にも、
しっかりと対応していただき大変お世話になっています。
これからも芦屋病院と連携をとりながら、芦屋の皆さんが安心して健康に過ごせるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。

後藤泌尿器科医院

院長 後藤 紀洋彦 先生

を卒業後、大阪市内の総合病院で主に一般病棟におけるリハビリを経験して参り

平成１０年８月より阪神芦屋駅南側阪神タクシー乗り場の２階で泌尿器科医院を開

ました。今回、縁あって市立芦屋病院の作業療法部門の開設に携われることを

業しております。芦屋病院へは、CT、MRI などの検査、救急患者の受け入れ等で大変

光栄に思います。

お世話になっております。特に CT、MRI の検査後には、その日のうちに詳しいレポー

作業療法士は、生活動作に関するリハビリの専門家です。患者さんが本来持って

トを頂けるので非常に助かります。
泌尿器科といいますと、昔の質屋さんのようになかなか入りにくいという印象が

の両面からリハビリを行います。

ありますが、当院は隣が歯科医院、３階が脳外科医院ですので、表通りから周囲の目

いわゆる機能訓練に加えて、基本動作（座る、歩くなど）、身辺動作（食事、入浴、

を気にすることなく建物に入れます。特に５０歳以上で１回でも、無症状の肉眼的血尿が出た場合や、膀胱炎をくり返すなど、治りにく

トイレなど）、気晴らし活動などを用いて、患者さんの心と身体の状態に合わせ

い場合には膀胱癌の可能性があります。
また健康診断等で PSA の値が高い方は前立腺癌の可能性があります。
癌の診断、治療の他

た訓練も行います。

にも、尿路感染症、尿路結石、性機能障害等の診療をおこなっておりますので、お気軽にお越し下さい。
なお、往診も可能な限りお引き

また、道具を利用したり、動作方法を工夫したりして、今ある力を生かした安全・

受けしておりますので、在宅寝たきり患者様の尿路カテーテル管理なども御相談下さい。
これからも宜しくお願い申し上げます。

安楽な動作の獲得を目指します。

４月の院内の催し・各教室のご案内

これからは理学療法士・言語聴覚士と共に、新体制で皆様をサポートさせて頂きます。どうぞよろしくお願い
します。

教えてDr!!

平

4月より内科医として赴任いたしました。芦屋病院

いる「生活する力」を維持、改善させることを目的に、「こころ」と「からだ」

菜々子

院長

兵庫医科大学 卒業

本年１月より作業療法士として着任しました西山です。広島大学医学部保健学科

西山

芦屋たいらクリニック

平成21年3月

作業療法士のご紹介

作業療法士

地 域 医 療 ま も り 隊

芦屋病院マチネーコンサート
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肝臓病について

うすい

消化器内科

臼井

たけお

健郎

肝臓病とは、ウイルス性、生活習慣、薬物代謝、免疫異常、遺伝性などさまざまな原因により肝実質に慢性
的障害を来す病気の総称です。日本ではＢ型肝炎やＣ型肝炎、アルコール性肝障害が未だに肝癌の主因ですが、
最近は過栄養性の非アルコール性脂肪肝（NAFLD) や、糖尿病やメタボリック症候群に併発し、肝硬変・肝
癌に進展しうる非アルコール性脂肪性肝炎（NASH：ナッシュ ) が急増しています。
幸い検診・ドック等で肝疾患の早期発見される機会が、高血圧・高脂血症以上に増えてきていますし、近年
肝炎ウイルス検診が原則無料化、かつては高額医療であったインターフェロン等の公費負担制度など、治療も
受けやすくなっています。肝疾患専門医療機関の当院では、集団予防接種による特定Ｂ型肝炎の救済訴訟用診
断書意見書の発行も可能です。
肝臓病をお持ちの方の留意点としては、①定期的なドック・検診やかかりつけ医の診察、②標準体重の維持、
③普段から肝臓に負担をかけない規則正しい生活、④お薬を自己判断で中止しないこと、⑤他の病院に受診の
際は必ず両主治医に申告・相談すること、が日常療養上とても大事といえます。

両親学級

※毎月第２土曜日
開催

健康教室

※年４回開催

日時：４月２０日（日）１４時３０分〜

日時：４月１２日（土） １０時〜１２時

日時：５月２１日（水）１３時３０分〜

場所：外来ホール 黄色いピアノ前

場所：３階東病棟

場所：芦屋市保健福祉センター３階 会議室１

出演：見掛 綾子 ( クラリネット )、藤瀬 牧美 ( ピアノ )
内容：春爛漫 クラリネットの響き

内容：お産の経過・赤ちゃんのお風呂
対象：妊娠２２週以降の妊婦とパートナー・５組
問い合わせ先：産婦人科外来（電話は１３時〜１６時）

春 の公開講座のご案内
日 程

場所

芦屋市民センター 401号室

時間

午後2時〜午後3時30分

料金

1回 200円

内容：ライフステージと食生活のポイント
問い合わせ先：地域連携室

〜毎日を健康に楽しく過ごす為にできること〜
内

容

4月12日(土) タイプ別の腰痛治療

講

師

大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄付講座

教授

柴田 政彦 先生

5月10日(土) 知ってて得する？血液細胞の不思議 血液・腫瘍内科医長 西本 哲郎

芦屋市立公民館
問い合わせ先 （0797-35-0700） 6月14日(土) 古くて新しい形成外科

兵庫医科大学病院

教授

形成外科

西本 聡 先生

（2）

（3）
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先生から一言！

和樹 先生

業平町の芦屋市民センター別館東側に昨年 7 月「芦屋たいらクリニック」を開設

平成21年4月

兵庫医科大学病院
初期研修医

には昨年春にも研修にて4か月間お世話になりま

しました。
芦屋で長年にわたり婦人科診療に尽力されていた宮本由紀子先生から、

平成23年4月

市立芦屋病院 内科
（後期研修）

した。総合病院にして地域密着型のアットホームな

由っ子クリニックを承継するお話をいただき、婦人科医である父、平省三と共に内

雰囲気やフットワークの軽さが、芦屋病院の魅力で

科・循環器内科・婦人科のクリニックとして開業することとなりました。

平成23年8月

兵庫医科大学病院
内科学総合診療科 レジデント

平成24年1月

兵庫医科大学
ささやま医療センター内科
レジデント

あると感じています。
まだまだ駆け出しで修行中の

内科担当の私と婦人科担当の父と力を合わせて、芦屋の女性とそのご家族皆様

身ですが、糖尿病をはじめ幅広い内科診療を学び

方の健康維持増進のお役に立てるよう精進していこうと思います。

ながら、少しでも患者さんの力となれればと考え

先日、芦屋病院で私自身の健康診断を受けさせていただきました。
新しくなった

ています。
どうぞよろしくお願い致します。

病院はとてもきれいで、スタッフの方々にも丁寧に御対応していただいたおかげ
で、快適に健診を受けることができました。
芦屋病院には、平素から検査や手術の
依頼にも、
しっかりと対応していただき大変お世話になっています。
これからも芦屋病院と連携をとりながら、芦屋の皆さんが安心して健康に過ごせるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。

後藤泌尿器科医院

院長 後藤 紀洋彦 先生

を卒業後、大阪市内の総合病院で主に一般病棟におけるリハビリを経験して参り

平成１０年８月より阪神芦屋駅南側阪神タクシー乗り場の２階で泌尿器科医院を開

ました。今回、縁あって市立芦屋病院の作業療法部門の開設に携われることを

業しております。芦屋病院へは、CT、MRI などの検査、救急患者の受け入れ等で大変

光栄に思います。

お世話になっております。特に CT、MRI の検査後には、その日のうちに詳しいレポー

作業療法士は、生活動作に関するリハビリの専門家です。患者さんが本来持って

トを頂けるので非常に助かります。
泌尿器科といいますと、昔の質屋さんのようになかなか入りにくいという印象が

の両面からリハビリを行います。

ありますが、当院は隣が歯科医院、３階が脳外科医院ですので、表通りから周囲の目

いわゆる機能訓練に加えて、基本動作（座る、歩くなど）、身辺動作（食事、入浴、

を気にすることなく建物に入れます。特に５０歳以上で１回でも、無症状の肉眼的血尿が出た場合や、膀胱炎をくり返すなど、治りにく

トイレなど）、気晴らし活動などを用いて、患者さんの心と身体の状態に合わせ

い場合には膀胱癌の可能性があります。
また健康診断等で PSA の値が高い方は前立腺癌の可能性があります。
癌の診断、治療の他

た訓練も行います。

にも、尿路感染症、尿路結石、性機能障害等の診療をおこなっておりますので、お気軽にお越し下さい。
なお、往診も可能な限りお引き

また、道具を利用したり、動作方法を工夫したりして、今ある力を生かした安全・

受けしておりますので、在宅寝たきり患者様の尿路カテーテル管理なども御相談下さい。
これからも宜しくお願い申し上げます。

安楽な動作の獲得を目指します。

４月の院内の催し・各教室のご案内

これからは理学療法士・言語聴覚士と共に、新体制で皆様をサポートさせて頂きます。どうぞよろしくお願い
します。

教えてDr!!

平

4月より内科医として赴任いたしました。芦屋病院

いる「生活する力」を維持、改善させることを目的に、「こころ」と「からだ」

菜々子

院長

兵庫医科大学 卒業

本年１月より作業療法士として着任しました西山です。広島大学医学部保健学科

西山

芦屋たいらクリニック

平成21年3月

作業療法士のご紹介

作業療法士

地 域 医 療 ま も り 隊

芦屋病院マチネーコンサート

Vol.1

肝臓病について

うすい

消化器内科

臼井

たけお

健郎

肝臓病とは、ウイルス性、生活習慣、薬物代謝、免疫異常、遺伝性などさまざまな原因により肝実質に慢性
的障害を来す病気の総称です。日本ではＢ型肝炎やＣ型肝炎、アルコール性肝障害が未だに肝癌の主因ですが、
最近は過栄養性の非アルコール性脂肪肝（NAFLD) や、糖尿病やメタボリック症候群に併発し、肝硬変・肝
癌に進展しうる非アルコール性脂肪性肝炎（NASH：ナッシュ ) が急増しています。
幸い検診・ドック等で肝疾患の早期発見される機会が、高血圧・高脂血症以上に増えてきていますし、近年
肝炎ウイルス検診が原則無料化、かつては高額医療であったインターフェロン等の公費負担制度など、治療も
受けやすくなっています。肝疾患専門医療機関の当院では、集団予防接種による特定Ｂ型肝炎の救済訴訟用診
断書意見書の発行も可能です。
肝臓病をお持ちの方の留意点としては、①定期的なドック・検診やかかりつけ医の診察、②標準体重の維持、
③普段から肝臓に負担をかけない規則正しい生活、④お薬を自己判断で中止しないこと、⑤他の病院に受診の
際は必ず両主治医に申告・相談すること、が日常療養上とても大事といえます。

両親学級

※毎月第２土曜日
開催

健康教室

※年４回開催

日時：４月２０日（日）１４時３０分〜

日時：４月１２日（土） １０時〜１２時

日時：５月２１日（水）１３時３０分〜

場所：外来ホール 黄色いピアノ前

場所：３階東病棟

場所：芦屋市保健福祉センター３階 会議室１

出演：見掛 綾子 ( クラリネット )、藤瀬 牧美 ( ピアノ )
内容：春爛漫 クラリネットの響き

内容：お産の経過・赤ちゃんのお風呂
対象：妊娠２２週以降の妊婦とパートナー・５組
問い合わせ先：産婦人科外来（電話は１３時〜１６時）

春 の公開講座のご案内
日 程

場所

芦屋市民センター 401号室

時間

午後2時〜午後3時30分

料金

1回 200円

内容：ライフステージと食生活のポイント
問い合わせ先：地域連携室

〜毎日を健康に楽しく過ごす為にできること〜
内

容

4月12日(土) タイプ別の腰痛治療

講

師

大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄付講座

教授

柴田 政彦 先生

5月10日(土) 知ってて得する？血液細胞の不思議 血液・腫瘍内科医長 西本 哲郎

芦屋市立公民館
問い合わせ先 （0797-35-0700） 6月14日(土) 古くて新しい形成外科

兵庫医科大学病院

教授

形成外科

西本 聡 先生

（4）

（1）

2014.4
佐治

文隆

◆◆ ◆ 覆 面 調 査員◆ ◆ ◆
医療機関の機能を第三者の立場で評価する日本医療機能

いは名前も知らない世界各地の超豪華ホテルを次々と制覇

評価機構という機関があります。市立芦屋病院も機構の定

していく主人公は、仕事で貯まったマイレージを活用してバ

める認定基準を達成していることが認められ、Ver6.0(バー

カンスに出かけるなど、40歳、独身の私生活を楽しんでいま

ジョン6.0)の認定証が交付され、ロビーに掲示しています。

す。しかし、女性にとって微妙な年齢を迎え、複雑な人間関係

審査は書面審査と訪問審査が行われ、後者では複数の審査

や 感 情 のもつ れ などをマリア・ソーレ・トニャッツイ監 督

員が予め決められた数日間にわたって、医療現場で立ち入り

（1971年生まれ）は同性、同世代ならではの視点で、淡々と

調査します。職員全員が口頭試問を受けるようなものなの
で、審査当日の病院は張り詰めた空気がみなぎります。事実

描いています。
この調査員のようにビジネスで航空会社やホテルのマイ

かどうか判りませんが、予告日に先立ち覆面審査員がこっそ

レージが貯められるのは羨ましいかぎりです。そう言えば、

り訪れて、ふだんの状態をチェックしに来るとの噂が、まこと

アメリカ映画でそのものずばりの題名「マイレージ、マイラ

しやかに流れたこともありました。

イフ」(2009年)では、冷酷なプロの「リストラ宣告人」として

匿名調査による格付けといえば、ミシュランのレストラン・

全米を飛びまわるジョージ・クルーニーは、マイレージ1,000

ホテルガイドが有名で、芦屋のレストランのいくつかは「ミ

万マイル達成を目標とする役柄でした。両映画とも冷静な職

シュランガイド関西」2014年版でも紹介されています。最高

業人がマイレージ・サービスに心を奪われているのは皮肉で

の三つ星レストランは、その料理を味わうためにわざわざ旅

す。ユーザーを自社製品の購入に囲い込む「ポイント・サービ

行する価値があると定義づけられています。欧米のホテル

ス」や「マイレージ・サービス」はいずれも和製英語で、英語

は、五つ星から一つ星までの五段階で格付けされることが

ではRoyalty programやFrequent-ﬂyer programと称

多く、各国政府観光局などが決定しているようですが、統一

するマーケティング手法です。消費者心理の研究者によれ

された格付け基準はなく、あくまで目安と考えられます。

ば、ポイント・プログラムでポイントを貯め始めた時は、特典

イタリア映画「はじまりは五つ星ホテルから」は、高級ホテ

を目標にしていた消費者

ルの設備やサービスの質を評価する女性覆面調査員が主人

もポイント数が増えるにつ

公です。ホテルのスターレイティングは想像を絶する厳しさ

れ、ポイントを貯めること

で行われます。客室に入るとすぐさま白手袋をつけ、あちこ

そのものに喜びを見いだ

ちをなで回し、埃がないか、手袋が汚れないかなど意地悪な

すようになるそうです。ま

姑さながらのチェックです。電気器具などはスイッチがきち

さに思うツボにはまってい

んと働くかどうか、電球の球切れがないかも調べます。コン

ます。

シェルジュは当然ですが、バトラー、ウエイター、ウエイトレ

No.

４月より当院には４名の新しい医師が着任しました。内科外来では呼吸器内科の医師による診療も始まります。
今後も医師の確保に努め、より充実した診療体制を構築できるよう努力してまいります。

新任Drのご紹介
専門分野

消化器外科

経歴紹介
昭和62年3月 産業医科大学医学部卒業
同7月 大阪大学第一外科入局
昭和63年7月 大阪労災病院 外科
平成9年 大阪大学大学院医学研究科修了
平成9年４月 りんくう総合医療センター 外科
平成15年5月 大阪府立急性期総合医療センター 外科
みかた

三方

しょうき

彰喜

平成18年8月 大阪労災病院 外科

国民皆保険制度が崩壊

ドラム、バンド演奏、音楽鑑賞

先生から一言！

きすぎた過剰サービスは減点対象です。わが病院にこのよう

programが出現するかも

な調査員が訪れたらと思うと震え上がります。その反面、一

知れません。くわばら、く

度は審査を受けて講評を聴いてみたいとも思いました。

わばら。

平成14年5月 加古川市民病院小児科 勤務

はじめまして、2014年4月から小児科医として赴任しました磯野
です。これまでは一般小児科、新生児を専門に診療を行ってきま

平成16年5月 兵庫医科大学病院小児科 臨床助手

した。現在、小児科診療は、新生児、小児期から成人に至るまで幅

平成17年4月 国立成育医療センター
周産期診療部新生児科 勤務

広い年齢層に関わることが多くなりました。そのためあらゆる年

平成18年4月 兵庫医科大学病院小児科
NICU 病院助手

ます。一人一人の子供たちが抱える問題に対処し、子供たちの健

平成20年4月 兵庫医科大学病院小児科
NICU 助教

すが尽力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

齢層の諸問題に柔軟に対応できる診療が求められていると思い
康と明るい未来のため、地域の先生方と連携し、微力ではありま

市立芦屋病院の理念
基本理念
生命の尊厳を基本とし、安全で良質な医療を提供します
芦屋市の中核病院として、地域社会に貢献します

交通案内
JR 芦屋駅、
阪急芦屋川駅から
タクシー

専門分野

バ ス

日本病院機能評価機構 認定施設（ver .6.0）

約１５分

JR 芦屋駅、阪急芦屋川駅 のりば２番

徒

歩

約３０分

きしだ

編集・発行

広報委員会

消化器内科（肝臓）

日本肝臓学会肝臓専門医
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医

経歴紹介

経営理念
あい（愛）・しあわせ（幸せ）・やさしさ（優しさ）

約５分

※ 病院ネットワークバスもご利用下さい（無料）

治療を行ってきました。地域の方々に信頼され、質の高い医

味

平成12年5月 兵庫医科大学病院小児科 臨床研修医

市立芦屋病院 ご案内

疾患を中心に腹腔鏡手術、低侵襲手術を積極的に取り入れた

趣

平成12年3月 兵庫医科大学卒業

員倫

4月より外科医として赴任しました。上部消化管(食道・胃)の

経歴紹介

するような暁には、医療界

磯野

先生から一言！

日本小児科学会専門医

にもFrequent-patient

かずとも

日本外科学会 専門医、指導医
日本消化器外科学会 専門医、指導医
日本内視鏡外科学会 技術認定取得
日本がん治療認定医機構
がん治療認定医、がん治療暫定教育医
日本乳癌学会 認定医

格

のサービスを提供しているかどうか試されます。とは言え行

いその

格

資

一般小児科、新生児

スをはじめ、すべての従業員が個々の顧客が期待する最高

「オテル・ドウ・クリヨン」をはじめ、名前しか知らない、ある

資

療が提供できるよう一層努力いたします。

専門分野

事業管理者のつぶやきについてはホームページにも連載しておりますのでぜひご覧下さい。
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岸田

ひろし

裕志

平成15年3月

大阪大学医学部 卒業

平成15年6月

大阪大学医学部附属病院 研修医

平成16年6月

国立病院機構呉医療センター 内科

先生から一言！

平成18年4月

市立芦屋病院 消化器内科

今年4月から芦屋病院で勤務させて頂きます岸田裕志と申しま

平成21年7月

姫路赤十字病院 消化器内科

資

格

日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会消化器病専門医

趣

味

バドミントン，
星座鑑賞

す。5年程前にも芦屋病院で勤務しておりました。患者さん中
心の医療を心がけ、また病院スタッフや地域の先生方とも連携
して、市民のみなさんの健康に少しでも貢献できるように頑張
りたいと思います。よろしくお願いいたします。

