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病院理念
あい（愛）・しあわせ（幸福）・やさしさ（優しさ）

基本理念
芦屋市の中核病院として　地域社会に貢献します
患者の意思を尊重し　最善の医療と癒しを提供します

2015.4

No.12デパートの食に関する催し物は数々ありますが、北海道物
産展とならび駅弁大会はあたりはずれなくヒットする企画の
ようです。京王百貨店が開催する「元祖有名駅弁と全国う
まいもの大会」はなんと今年 50 回目を迎えています。数限
りなくある駅弁の中でも、定番はやはり幕の内弁当です。
幕の内弁当は基本的に白飯と複数の副食からなりますが、
現在の手の込んだ弁当は江戸時代後期に完成したと言われ
ます。「幕の内弁当」の名の由来はいろいろな説があります
が、もっとも一般的なのは、芝居の幕間（まくあい）、幕の
内に観客が食べる弁当に由来するというものです。大阪ミ
ナミの道頓堀、うどんで有名な「今井」がつくる観劇用幕
の内が美味しいとのことで、これを持参して「壽初春大歌
舞伎」を観に出かけました。翫雀改め四代目中村鴈治郎襲
名披露公演とのことで満席、着物姿の芸妓さんやクラブの
ママさんらしい女性もあちこちに見られ、華やかな雰囲気
でした。
夜の部のメインは「恋飛脚大和往来　封印切」です。実
在の事件を題材に近松門左衛門が戯曲化、浄瑠璃「冥土の
飛脚」として文楽で初演された伝統の作品です。著作権も
ない時代ですから改作も仕放題で、「けいせい恋飛脚」な
どが作られ、ついには原作上演から百年近くたって、「新口
村」の場で有名な「恋飛脚大和往来」が歌舞伎で初演され
ています。以来、主役忠兵衛を名優たちが演じ、とくに初
代中村鴈治郎の当たり役でもあったそうです。この作品は
中村錦之介、有馬稲子を使って映画化（「浪速の恋の物語」
1959 年）もされています。多くの先輩や映画俳優、文楽
人形までが演じた役柄を務める四代目中村鴈治郎にかかる
重圧も大変だろうと思わず同情してしまいました。私は数
十年前に東京歌舞伎座で「勧進帳」を観たくらいで、お恥
ずかしいことに歌舞伎の知識を持ち合わせていません。し

佐治　文隆

かし、いずれの演目もポピュラーだったせいか、肩肘張ら
ずに楽しむことが出来ました。もっとも、友人が予習用にと
貸してくれた近松門左衛門の原作は、高校時代の近世文の
教科書を思わせ、少し開いただけで岩波文庫がずっしり重
くなってまぶたが閉じてしまいました。
ストーリーは至って簡単、「恋に狂っての公金横領」で現
代でもよくある話です。宮沢りえ主演で映画化され話題に
なった角田光代原作の小説「紙の月」も、主人公に男女の
違いはありますがテーマは同じです。お決まりの話を如何に
演じるかが歌舞伎の真骨頂なのでしょう。封印切のシーンに
みる鴈治郎の心の葛藤を表す所作、ややコミカルでオーバー
な動作が笑いと共感を呼びます。毎日同じ芝居をしていると
はいえ、100％の再現はあり得ない生（なま）の演技を観
られるのが、歌舞伎に限りませんがライブの醍醐味でしょう。
ライブというと、この公演の楽しみのひとつは、襲名披
露の口上でした。四代目は、父の坂田籐十郎、弟の中村扇
雀や片岡仁左衛門らに囲まれての、型どおりの挨拶でした。
口上を述べる結びには、必ず例の「隅から隅まで、ずずずー
いとおん願い上げ奉ります」が入ります。要所で「成駒家っ！」
「四代目っ！」のかけ声
がかかり、盛り上がり
ました。新任医師の
赴任挨拶の際など、
お披露目に「口上」
を述べさせるのも悪く
ないなと、思わず考
えてしまいました。

片岡　政子

4月から内科医として赴任いたしました片岡政子と申し
ます。これまで内科医として主に糖尿病をはじめ生活
習慣病、甲状腺疾患等の診療に携わり、神経内科医とし
て脳梗塞、認知症、ギランバレー症候群、多発性硬化
症、パーキンソン病等の診療を行なってまいりました。
地域の方々に信頼される連携・チーム医療に貢献でき
ますよう努力する所存です。どうぞよろしくお願いいた
します。

神経内科、糖尿病・
内分泌・代謝内科

かたおか せいこ
音楽鑑賞、読書、散歩

専門分野

日本神経学会専門医・
指導医

日本内科学会認定医

先生から一言 ！

新任Drのご紹介新任Drのご紹介

塚尾　祐貴子

今年４月から芦屋病院外科に赴任いたしました。

消化管の疾患を中心に、腹腔鏡、低侵襲の手術を積極

的に取り入れた治療を行っていきたいと考えています。

病院スタッフや地域の先生方と連携を取り、地域の患者

さまに信頼され、質の高い医療を提供できるように努

力してまいります。

よろしくお願い致します。

外科

つかお ゆきこ

専門分野

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
消化器がん外科治療認定医
ＩＣＤ

趣　味

趣　味

資　格

ワイン、ゴルフ

資　格

先生から一言 ！

松尾　圭祐

はじめまして。今年度より緩和ケア内科で働かせて頂く

ことになりました。初期研修を三重県の四日市にて終了

し、同病院にて内科一般を学ばせて頂いた後、兼ねてよ

り関心のあった緩和ケアの道へ進むことになりました。

楽しい事も辛い事も、たくさんのことがあると思います

が、医師として、人間として成長しつつ芦屋市の医療に

貢献することを目標に頑張ります。

内科

まつお けいすけ

専門分野

子供とお風呂に入ること

趣　味

先生から一言 ！

芦屋さくらまつり2015芦屋さくらまつり2015 今年も芦屋病院はさくらまつりに出店しています。ぜひお店にお越しください！

平成 27 年 4 月 4 日（土）・5日（日）
両日とも午前 11 時～午後 8時
芦屋川東側道路（大正橋～国道 2号業平橋間）
フランクフルト　1本：100 円

開催日時
出店時間
出店場所
出店内容

開催日時
出店時間
出店場所
出店内容

昨年大好評のフランクフルト！
今年も芦屋病院のスタッフが
焼いています！

昨年大好評のフランクフルト！
今年も芦屋病院のスタッフが
焼いています！
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地 域 医 療 ま も り 隊  地 域 医 療 ま も り 隊  

４月の院内行事４月の院内行事

永松クリニック　３月１２日、１３日の２日間、当院は「病院機能評価（３ｒｄ．Ｇ：Ｖｅｒ1.0）」を受審しました。「病院機能評価」は、

日本医療機能評価機構が第三者の立場で、病院組織全体の運営管理及び提供される医療について評価を行うも

ので、質の高い医療を提供するための効果的な取り組みとして、多くの医療機関が審査を受けています。当院

は第二世代Ｖｅｒ.６.０の認定を平成２２年６月に受けており、認定更新のため今回の受審となりました。

　当院は受審の約９ヶ月前から準備を開始し、院内に「病院機能評価プロジェクトチーム」を立ち上げ、現状把

握から各種規程の見直しやマニュアルの点検、整備など様々な改善活動を行いました。

　受審当日は各専門領域（診療管理、看護管理、事務管理）を有する評価調査者（サーベイヤー）３名が中立性、

公平性を保持しながら審査を行います。各部門の責任者への面接調査や病棟へのラウンドの実施、療養環境の

確認やナースステーション内の管理体制の点検、患者さんの診療録を確認しながら一連の医療サービスについ

て確認するケアプロセス調査、各部署訪問など約８８項目に亘る評価項目について様々な方法により評価が行わ

れました。最終日にはサーベイヤーからの講評もあり、改善に向けた意見交換なども行われ「病院機能評価」

の受審は終了しました。しかし、取り組みはまだまだ続きます。翌週から講評で指摘された事項の改善に向け各

部署が取り組んでいます。

　病院機能評価を通じて組織横断的に行った各種改善活動ですが、すべての患者さ

んのために今後もこの活動を推進しより一層の充実、医療の質向上に向け取り組ん

でまいります。

病院機能評価を受審しました！

市立芦屋病院では小児科とリハビリテーション科が連携して学習支援外来を開設しました。学習支援外来では、
「勉強しても文字が覚えられない」「読み誤りや読み飛ばしが多い」など学習でお悩みの方に対して、学習を困難
にしている原因を明らかにし、その方にあった学習方法を見つけることを目的にしています。

市立芦屋病院では小児科とリハビリテーション科が連携して学習支援外来を開設しました。学習支援外来では、
「勉強しても文字が覚えられない」「読み誤りや読み飛ばしが多い」など学習でお悩みの方に対して、学習を困難
にしている原因を明らかにし、その方にあった学習方法を見つけることを目的にしています。

①小児科を受診して頂きます。また、必要に応じて聴力検査を行います。 
②リハビリテーション科にて検査を行います。 
③リハビリテーション科にて学習方法に対する指導を行っていきます。 
※1回の診察時間は60 分程度となります。

初診：毎週月曜日から金曜日（第３週目の金曜日を除く） 
担当医：小児科部長 森田医師 

芦屋市の中核病院として　地域社会に貢献します
患者の意思を尊重し　最善の医療と癒しを提供します

あい（愛）
しあわせ（幸福）
やさしさ（優しさ）

市立芦屋病院 言語聴覚士 今井 教仁 　TEL：（0797）31-2156（代表）
受診申込、その他お問い合わせは・・・

診察の流れ

受診方法

学習支援外来を開設しました！！学習支援外来を開設しました！！

市立芦屋病院 理念市立芦屋病院 理念
基本理念病院理念

院長　池本 秀康先生池本脳神経クリニック

永松クリニック

池本脳神経クリニック

院長　永松 馨介先生院長　永松 馨介先生
　阪神大震災の年の 10 月に開業して今年で 20 年になります。消化器外科が専門でしたが、現在では一般内科と外科をメイ

ンに簡単な整形外科領域等の家庭医としてのプライマリーケアを提供しております。午前と夜診の間は訪問診療を行っており

ます。主に芦屋市内ですが西宮や東灘区も受け入れさせていただいております。在宅支援診療所の強化型ですので 24 時間

対応可能です。自院の訪問看護師、作業療法士と近隣の訪問看護ステーション、居宅療養

支援事業所と密接に連携し、安心して在宅診療を受けられるように努力しております。在宅

での看取りにも力を入れておりますので最期は自宅でと思われる患者様、ご家族様には全力

でサポートさせていただきます。芦屋病院の皆様には迅速な診断と治療、在宅患者様の急

病時の対応等、何時も大変お世話になっております。今後も密接な病診連携で市民の皆様

の健康管理が出来ますように宜しくお願いいたします。
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の健康管理が出来ますように宜しくお願いいたします。

院長　池本 秀康先生
　平成 23 年 6 月、『身近なあなたの脳と神経を守りたい』という思いを実践するため開業致しました。当院の特徴は受診し

たその日に画像検査（MRI、頚動脈エコーなど）を行い、患者さんがすみやかに納得していただける1日完結型のクリニックです。

人に優しいオープン MRI を完備しており、狭いところが苦手な方も比較的安心して検査をお受けいただけます。現在最も力

を入れているのが頭痛診療です。芦屋市内で数少ない頭痛専門医として、難治性の頭痛へ

対応すべく日々精進しております。近年増加傾向にある認知症や、まだまだ受け皿の少ない

大人のてんかん患者さんにも積極的に対応しております。脳梗塞やくも膜下出血などの早期

発見・予防に努め、必要があれば専門病院へ紹介させて頂きます。芦屋病院とは以前に脳ドッ

クを担当していたこともあり、脳関連疾患の病診連携を密にさせて頂いております。
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芦屋病院マチネーコンサート 両親学級 健康教室

14：00～15：30

５月23日(土）

6月13日(土）

開催日 内　容 講　師

痛くない寝ているだけの
がん治療

病院の血液検査データ
～この値は大丈夫？なぜ変動するの?

子宮筋腫と子宮内膜症
～正しく知って、正しく付き合おう～

４月１1日(土)

芦屋放射線治療クリニックのぞみ
池永 弘二 医師
岩根 美紀 看護師
大橋　厚之 放射線技師

芦屋病院臨床検査科
上田 一仁　技師

芦屋病院産婦人科
錢 鴻武 医師 

５月８日(金）

６月１２日(金)

開催日 内　容 講　師

糖尿病治療・療養について

運動療法～雨や暑い季節でも上手に運動～
食事療法～とても大切な水分のお話～

食事療法～１日にどれだけ食べる？！～
薬物療法～薬の作用の違いを知ろう！～

４月１０日(金) 医師他

理学療法士
管理栄養士

管理栄養士
薬剤師

日時日時
芦屋市民センター 401号室場所場所
1回 200円参加費参加費 毎週第２金曜日

13：30～ 15：00
日時日時 病棟２階 講堂Ⅰ場所場所

日時：４月19日（日）

　　　１４時３０分～

場所：外来ホール 黄色いピアノ前

内容：Ｎ響ヴィオラ奏者をお迎えして

日時：４月１1日（土）　１０時～１２時
場所：３階東病棟
内容：お産の経過・赤ちゃんとお風呂
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）

日時：5月20日（水）13時30分～１4時30分
場所：芦屋市保健福祉センター３階 会議室
内容：血液細胞の不思議（仮）
※参加費無料です
問い合わせ先：地域連携室

※毎月第２土曜日
　開催 ※年４回開催

春の
公開講座
春の
公開講座

糖尿病教室

学習支援外来は完全
予約制です。
受診希望の方は事前に
お申込み下さい。

学習支援外来は完全
予約制です。
受診希望の方は事前に
お申込み下さい。
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４月の院内行事４月の院内行事

永松クリニック　３月１２日、１３日の２日間、当院は「病院機能評価（３ｒｄ．Ｇ：Ｖｅｒ1.0）」を受審しました。「病院機能評価」は、

日本医療機能評価機構が第三者の立場で、病院組織全体の運営管理及び提供される医療について評価を行うも

ので、質の高い医療を提供するための効果的な取り組みとして、多くの医療機関が審査を受けています。当院

は第二世代Ｖｅｒ.６.０の認定を平成２２年６月に受けており、認定更新のため今回の受審となりました。

　当院は受審の約９ヶ月前から準備を開始し、院内に「病院機能評価プロジェクトチーム」を立ち上げ、現状把

握から各種規程の見直しやマニュアルの点検、整備など様々な改善活動を行いました。

　受審当日は各専門領域（診療管理、看護管理、事務管理）を有する評価調査者（サーベイヤー）３名が中立性、

公平性を保持しながら審査を行います。各部門の責任者への面接調査や病棟へのラウンドの実施、療養環境の

確認やナースステーション内の管理体制の点検、患者さんの診療録を確認しながら一連の医療サービスについ

て確認するケアプロセス調査、各部署訪問など約８８項目に亘る評価項目について様々な方法により評価が行わ

れました。最終日にはサーベイヤーからの講評もあり、改善に向けた意見交換なども行われ「病院機能評価」

の受審は終了しました。しかし、取り組みはまだまだ続きます。翌週から講評で指摘された事項の改善に向け各

部署が取り組んでいます。

　病院機能評価を通じて組織横断的に行った各種改善活動ですが、すべての患者さ

んのために今後もこの活動を推進しより一層の充実、医療の質向上に向け取り組ん

でまいります。

病院機能評価を受審しました！

市立芦屋病院では小児科とリハビリテーション科が連携して学習支援外来を開設しました。学習支援外来では、
「勉強しても文字が覚えられない」「読み誤りや読み飛ばしが多い」など学習でお悩みの方に対して、学習を困難
にしている原因を明らかにし、その方にあった学習方法を見つけることを目的にしています。

市立芦屋病院では小児科とリハビリテーション科が連携して学習支援外来を開設しました。学習支援外来では、
「勉強しても文字が覚えられない」「読み誤りや読み飛ばしが多い」など学習でお悩みの方に対して、学習を困難
にしている原因を明らかにし、その方にあった学習方法を見つけることを目的にしています。

①小児科を受診して頂きます。また、必要に応じて聴力検査を行います。 
②リハビリテーション科にて検査を行います。 
③リハビリテーション科にて学習方法に対する指導を行っていきます。 
※1回の診察時間は60 分程度となります。

初診：毎週月曜日から金曜日（第３週目の金曜日を除く） 
担当医：小児科部長 森田医師 

芦屋市の中核病院として　地域社会に貢献します
患者の意思を尊重し　最善の医療と癒しを提供します

あい（愛）
しあわせ（幸福）
やさしさ（優しさ）

市立芦屋病院 言語聴覚士 今井 教仁 　TEL：（0797）31-2156（代表）
受診申込、その他お問い合わせは・・・

診察の流れ

受診方法

学習支援外来を開設しました！！学習支援外来を開設しました！！

市立芦屋病院 理念市立芦屋病院 理念
基本理念病院理念

院長　池本 秀康先生池本脳神経クリニック

永松クリニック

池本脳神経クリニック

院長　永松 馨介先生院長　永松 馨介先生
　阪神大震災の年の 10 月に開業して今年で 20 年になります。消化器外科が専門でしたが、現在では一般内科と外科をメイ

ンに簡単な整形外科領域等の家庭医としてのプライマリーケアを提供しております。午前と夜診の間は訪問診療を行っており

ます。主に芦屋市内ですが西宮や東灘区も受け入れさせていただいております。在宅支援診療所の強化型ですので 24 時間

対応可能です。自院の訪問看護師、作業療法士と近隣の訪問看護ステーション、居宅療養

支援事業所と密接に連携し、安心して在宅診療を受けられるように努力しております。在宅

での看取りにも力を入れておりますので最期は自宅でと思われる患者様、ご家族様には全力

でサポートさせていただきます。芦屋病院の皆様には迅速な診断と治療、在宅患者様の急

病時の対応等、何時も大変お世話になっております。今後も密接な病診連携で市民の皆様

の健康管理が出来ますように宜しくお願いいたします。
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院長　池本 秀康先生
　平成 23 年 6 月、『身近なあなたの脳と神経を守りたい』という思いを実践するため開業致しました。当院の特徴は受診し

たその日に画像検査（MRI、頚動脈エコーなど）を行い、患者さんがすみやかに納得していただける1日完結型のクリニックです。

人に優しいオープン MRI を完備しており、狭いところが苦手な方も比較的安心して検査をお受けいただけます。現在最も力

を入れているのが頭痛診療です。芦屋市内で数少ない頭痛専門医として、難治性の頭痛へ

対応すべく日々精進しております。近年増加傾向にある認知症や、まだまだ受け皿の少ない

大人のてんかん患者さんにも積極的に対応しております。脳梗塞やくも膜下出血などの早期

発見・予防に努め、必要があれば専門病院へ紹介させて頂きます。芦屋病院とは以前に脳ドッ

クを担当していたこともあり、脳関連疾患の病診連携を密にさせて頂いております。

　平成 23 年 6 月、『身近なあなたの脳と神経を守りたい』という思いを実践するため開業致しました。当院の特徴は受診し
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芦屋病院マチネーコンサート 両親学級 健康教室

14：00～15：30

５月23日(土）

6月13日(土）

開催日 内　容 講　師

痛くない寝ているだけの
がん治療

病院の血液検査データ
～この値は大丈夫？なぜ変動するの?

子宮筋腫と子宮内膜症
～正しく知って、正しく付き合おう～

４月１1日(土)

芦屋放射線治療クリニックのぞみ
池永 弘二 医師
岩根 美紀 看護師
大橋　厚之 放射線技師

芦屋病院臨床検査科
上田 一仁　技師

芦屋病院産婦人科
錢 鴻武 医師 

５月８日(金）

６月１２日(金)

開催日 内　容 講　師

糖尿病治療・療養について

運動療法～雨や暑い季節でも上手に運動～
食事療法～とても大切な水分のお話～

食事療法～１日にどれだけ食べる？！～
薬物療法～薬の作用の違いを知ろう！～

４月１０日(金) 医師他

理学療法士
管理栄養士

管理栄養士
薬剤師

日時日時
芦屋市民センター 401号室場所場所
1回 200円参加費参加費 毎週第２金曜日

13：30～ 15：00
日時日時 病棟２階 講堂Ⅰ場所場所

日時：４月19日（日）

　　　１４時３０分～

場所：外来ホール 黄色いピアノ前

内容：Ｎ響ヴィオラ奏者をお迎えして

日時：４月１1日（土）　１０時～１２時
場所：３階東病棟
内容：お産の経過・赤ちゃんとお風呂
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）

日時：5月20日（水）13時30分～１4時30分
場所：芦屋市保健福祉センター３階 会議室
内容：血液細胞の不思議（仮）
※参加費無料です
問い合わせ先：地域連携室

※毎月第２土曜日
　開催 ※年４回開催

春の
公開講座
春の
公開講座

糖尿病教室

学習支援外来は完全
予約制です。
受診希望の方は事前に
お申込み下さい。
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市立芦屋病院 ご案内 市立芦屋病院の理念
交通案内

JR 芦屋駅、
阪急芦屋川駅から

タクシー
約５分

約３０分

約１５分
バ　ス

徒　歩

JR 芦屋駅、阪急芦屋川駅 のりば２番

◆ ◆ ◆ 口 上 ◆ ◆ ◆
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基本理念
芦屋市の中核病院として　地域社会に貢献します
患者の意思を尊重し　最善の医療と癒しを提供します

2015.4

No.12　デパートの食に関する催し物は数々ありますが、北海道物
産展とならび駅弁大会はあたりはずれなくヒットする企画の
ようです。京王百貨店が開催する「元祖有名駅弁と全国う
まいもの大会」はなんと今年 50 回目を迎えています。数限
りなくある駅弁の中でも、定番はやはり幕の内弁当です。
幕の内弁当は基本的に白飯と複数の副食からなりますが、
現在の手の込んだ弁当は江戸時代後期に完成したと言われ
ます。「幕の内弁当」の名の由来はいろいろな説があります
が、もっとも一般的なのは、芝居の幕間（まくあい）、幕の
内に観客が食べる弁当に由来するというものです。大阪ミ
ナミの道頓堀、うどんで有名な「今井」がつくる観劇用幕
の内が美味しいとのことで、これを持参して「壽初春大歌
舞伎」を観に出かけました。翫雀改め四代目中村鴈治郎襲
名披露公演とのことで満席、着物姿の芸妓さんやクラブの
ママさんらしい女性もあちこちに見られ、華やかな雰囲気
でした。
　夜の部のメインは「恋飛脚大和往来　封印切」です。実
在の事件を題材に近松門左衛門が戯曲化、浄瑠璃「冥土の
飛脚」として文楽で初演された伝統の作品です。著作権も
ない時代ですから改作も仕放題で、「けいせい恋飛脚」な
どが作られ、ついには原作上演から百年近くたって、「新口
村」の場で有名な「恋飛脚大和往来」が歌舞伎で初演され
ています。以来、主役忠兵衛を名優たちが演じ、とくに初
代中村鴈治郎の当たり役でもあったそうです。この作品は
中村錦之介、有馬稲子を使って映画化（「浪速の恋の物語」
1959 年）もされています。多くの先輩や映画俳優、文楽
人形までが演じた役柄を務める四代目中村鴈治郎にかかる
重圧も大変だろうと思わず同情してしまいました。私は数
十年前に東京歌舞伎座で「勧進帳」を観たくらいで、お恥
ずかしいことに歌舞伎の知識を持ち合わせていません。し

佐治　文隆

かし、いずれの演目もポピュラーだったせいか、肩肘張ら
ずに楽しむことが出来ました。もっとも、友人が予習用にと
貸してくれた近松門左衛門の原作は、高校時代の近世文の
教科書を思わせ、少し開いただけで岩波文庫がずっしり重
くなってまぶたが閉じてしまいました。
　ストーリーは至って簡単、「恋に狂っての公金横領」で現
代でもよくある話です。宮沢りえ主演で映画化され話題に
なった角田光代原作の小説「紙の月」も、主人公に男女の
違いはありますがテーマは同じです。お決まりの話を如何に
演じるかが歌舞伎の真骨頂なのでしょう。封印切のシーンに
みる鴈治郎の心の葛藤を表す所作、ややコミカルでオーバー
な動作が笑いと共感を呼びます。毎日同じ芝居をしていると
はいえ、100％の再現はあり得ない生（なま）の演技を観
られるのが、歌舞伎に限りませんがライブの醍醐味でしょう。
　ライブというと、この公演の楽しみのひとつは、襲名披
露の口上でした。四代目は、父の坂田籐十郎、弟の中村扇
雀や片岡仁左衛門らに囲まれての、型どおりの挨拶でした。
口上を述べる結びには、必ず例の「隅から隅まで、ずずずー
いとおん願い上げ奉ります」が入ります。要所で「成駒家っ！」
「四代目っ！」のかけ声
がかかり、盛り上がり
ました。新任医師の
赴任挨拶の際など、
お披露目に「口上」
を述べさせるのも悪く
ないなと、思わず考
えてしまいました。

片岡　政子

4月から内科医として赴任いたしました片岡政子と申し
ます。これまで内科医として主に糖尿病をはじめ生活
習慣病、甲状腺疾患等の診療に携わり、神経内科医とし
て脳梗塞、認知症、ギランバレー症候群、多発性硬化
症、パーキンソン病等の診療を行なってまいりました。
地域の方々に信頼される連携・チーム医療に貢献でき
ますよう努力する所存です。どうぞよろしくお願いいた
します。

神経内科、糖尿病・
内分泌・代謝内科

かたおか せいこ
音楽鑑賞、読書、散歩

専門分野

日本神経学会専門医・
指導医

日本内科学会認定医

先生から一言 ！

新任Drのご紹介新任Drのご紹介

塚尾　祐貴子

今年４月から芦屋病院外科に赴任いたしました。

消化管の疾患を中心に、腹腔鏡、低侵襲の手術を積極

的に取り入れた治療を行っていきたいと考えています。

病院スタッフや地域の先生方と連携を取り、地域の患者

さまに信頼され、質の高い医療を提供できるように努

力してまいります。

よろしくお願い致します。

外科

つかお ゆきこ

専門分野

日本外科学会外科専門医
日本消化器外科学会専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
消化器がん外科治療認定医
ＩＣＤ

趣　味

趣　味

資　格

ワイン、ゴルフ

資　格

先生から一言 ！

松尾　圭祐

はじめまして。今年度より緩和ケア内科で働かせて頂く

ことになりました。初期研修を三重県の四日市にて終了

し、同病院にて内科一般を学ばせて頂いた後、兼ねてよ

り関心のあった緩和ケアの道へ進むことになりました。

楽しい事も辛い事も、たくさんのことがあると思います

が、医師として、人間として成長しつつ芦屋市の医療に

貢献することを目標に頑張ります。

内科

まつお けいすけ

専門分野

子供とお風呂に入ること

趣　味

先生から一言 ！

芦屋さくらまつり2015芦屋さくらまつり2015 今年も芦屋病院はさくらまつりに出店しています。ぜひお店にお越しください！

平成 27 年 4 月 4 日（土）・5日（日）
両日とも午前 11 時～午後 8時
芦屋川東側道路（大正橋～国道 2号業平橋間）
フランクフルト　1本：100 円

開催日時
出店時間
出店場所
出店内容

開催日時
出店時間
出店場所
出店内容

昨年大好評のフランクフルト！
今年も芦屋病院のスタッフが
焼いています！

昨年大好評のフランクフルト！
今年も芦屋病院のスタッフが
焼いています！
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