【認定】日本膵臓学会認定指導施設

明和病院は2020 年 1 月 1 日より日本膵臓学会認定指導施設に認定されました。
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! 病院に出入りされる皆様へ
（患者・訪問者・取引先・職員）

改めて新型コロナウイルスも含め、一般的にウイルス、細菌
などによる呼吸器感染の拡大予防の徹底をお願いします。
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咳・発熱（微熱も含めて）などの風邪症状の
あるかたは他人にうつさないように徹底してください
１）発熱のある方は必ず入館前に係員にお知らせください
（無断入館は固くお断りいたします）
２）病院内でも必ずマスクを着用してください
３）他人のそばで咳をしないこと
４）他人との接近、対面会話を可能な限り避ける

2
3

新任医師の紹介（令和 2 年 4 月１日付）
内科

鶴田 晋也
専門：消化器

この4月より勤務させていただくこと
になりました鶴田 晋也と申します。
主に消化器内科の診療、内視鏡検査
をさせて頂きます。
皆さまのお役に立てるよう精進して
参りますので何卒よろしくお願い
致します。

外科

医員

松木 豪志

専門：消化器

4月から外科で働きます松木と
申します。患者様に安心頂ける
医療を提供したいと思います。
消化器外科領域中心に地域の
皆様に貢献できるよう邁進する
所存です。何卒よろしくお願い
します。

自分がうつらないように自ら気をつけること
１）ドアノブ、テーブルなどに触れた後は必ず
手洗い - アルコール消毒をする
２）帰宅後はうがい、手洗いをする
３）他人と接近しての対面対話を避ける

お見舞いなどの訪問
１）ご家族であっても特別な事情がある場合を除いて
面会を禁止しています
２）病院からの要請がある場合を除いて、取引先各位の
不要不急な訪問を当面は禁止します。テレワークでお願いします。

新型コロナウイルス感染を疑われる方は西宮市保健所 ((0798-26-2240( 医療的な相談 )
または 0798-35-3456( 一般的な相談 )) へお問い合わせください。
( 令和 2 年 4 月1日現在の情報です。状況により変更する場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。)

外科

長野 健太郎
専門：消化器

4 月から外科で働かせていた
だく長野 健太郎と申します。
笑 顔で患 者 様に向き合って
という事を第一に働かせていただ
きますのでよろしくお願いします。

整形外科

医員 大月 悠平
専門：整形外科一般

4 月から整形外科で勤務させてい
ただきます大月 悠平と申します。
昨年度は製鉄記念広畑病院で
勤務しておりました。
患者様の目線に立って一生懸命
頑張りたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。

整形外科

医員

福本 篤史

専門：整形外科一般

この度４月より整形外科に勤務
することになりました福本 篤史
と申します。
地 域の皆 様に少しでも貢 献
出来る様に精進して参ります
ので、どうぞ宜しくお願い申し
上げます。

産婦人科

田島 千裕

専門：産婦人科一般

4 月より産婦人科で勤務させて頂く
こととなりました田島 千裕と申し
ます。初期研修から昨年度まで兵
庫医科大学病院に勤務しておりま
した。至らない点もあるかと思い
ますが、西宮の医療に貢献できる
よう精進して参ります。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

耳鼻咽喉科

鈴木 真

専門：耳鼻咽喉科一般

4 月より耳鼻咽喉科で勤務する
ことになりました鈴木 真と申します。
昨年まで兵庫医科大学に勤務して
おりました。地域の皆様のお役に
立てるよう精進してまいりますの
で、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

整形外科

嶺尾 亮和

専門：整形外科一般

４月より整形外科で勤務させて
頂きます嶺尾 亮和と申します。
昨年度までは当院臨床研修医を
しており、引き続き整形外科医
として働かせて頂きます。
地域の皆様に貢献できるように
精進して参ります。どうぞよろ
しくお願い致します。

眼科

三原 顕

専門：眼科一般

4 月より眼科で勤務させていただく
ことになりました、
三原 顕と申します。
昨年度までは兵庫医科大学病院の
眼科で勤務していました。地域の
皆様に少しでも貢献できるよう、
丁寧な医療を提供していくよう
心掛けていきますのでどうぞよろ
しくお願いします。

形成外科

医員

林 奈央

専門：形成外科一般

4 月より形成外科で勤務させて
頂くことになりました林 奈央と
申します。以前は加古川市、三木
市、明石市で勤務しておりました。
阪神間の勤務は研修医以来です。
地域の皆様のお役に立てるよう
精進して参ります。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

泌尿器科

医員

貝塚 洋平

専門 : 泌尿器一般

本年度 4 月より泌尿器科で勤務させ
ていただくこととなりました貝塚 洋平
と申します。昨年度まで兵庫医科大学
病院に勤務しておりました。西宮
生まれ、西宮育ちです。地元地域の
皆様の医療に貢献できるよう精進いた
します。何卒宜しく御願いします。

腎･透析科

医員

髙瀬 重昭

専門：腎臓病、血液浄化法

初めまして。4 月から勤務すること
になりました腎・透析科の髙瀬 重昭
と申します。主に腎臓内科外来、透析
センター、入院を担当させて頂きます。
全スタッフと協力して皆様の健康を
守ります。ご期待に応えるよう全力
で頑張ります。宜しくお願い申し
上げます。

講演

放射線科

横山 裕至

専門：放射線科（治療・診断）

この度４月より放射線科で勤務
させていただくこととなりました
横山 裕至と申します。
昨年度まで兵庫医科大学病院に
勤務しておりました。地域の皆様に
少しでも貢献できるように精進して
参ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

多田 直綱

麻酔科

専門 : 麻酔科一般

この度 4 月より麻酔科に勤務
することになりました多田 直綱
と申します。昨年度までは兵庫
医科大学病院に勤務しておりま
した。皆様にお役に立てます
よう努めてまいります。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

医療講座 (公民館主催) のお知らせ (5 〜 6 月)
無料：参加自由：14：00 〜 15：30
日時

演題

講師

場所

慢性便秘を中心に

外科
医長 岡本 亮

南甲子園公民館
(Tel：49-4741)

嚥下の話

耳鼻咽喉科
部長 奥中 美恵子

鳴尾公民館
(tel：47-3838)

5 月 20 日（水） 〜便失禁と骨盤臓器脱も添えて〜
6 月 10 日（水） 〜いつまでもおいしく食べるために〜

注 ) 開催日時等につきまして、都合により予告なく変更・中止する場合がございます。あらかじめご了承願います。
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