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◆ 母子センターRENEWAL！
リニューアルした母子センターを
ご紹介します！

◆ 新入職医師のご紹介

◆ 通院支援アプリのご案内
HOPE LifeMark
ーコンシェルジュー

Topics

正規・パートスタッフ募集中！正規・パートスタッフ募集中！
済生会兵庫県病院  求人のご案内

母子センターのお祝い膳です

入退院支援
センターの役割

特 集

母子センター デイルームの壁の装飾です 

❶【正規】臨床工学技士
〈業務内容〉
人工透析・各種血液浄化業務・ME機器管理・
手術室での機器管理及び清潔補助業務

勤務体系 月～土曜日・シフト制（4週8休）
勤務時間 8：30 ～17：00

採用条件 臨床工学技士免許
※大卒、専門卒問わず

❷【正規】理学療法士・作業療法士
〈業務内容〉
病院内での理学療法士・
作業療法士業務

勤務体系 シフト制（4週8休）
勤務時間 8：30 ～17：00

採用条件 理学療法士・作業療法士免許

❺【パート】医事課事務員
〈業務内容〉
電話対応、受付業務、
ＰＣ業務などの一般事務全般

勤務体系 月～金曜日（週2～3日）
勤務時間 8：30 ～17：00

採用条件 Excel・Word操作必須

❹【有期パート】管理栄養士・栄養士
〈業務内容〉
病院内での管理栄養士または
栄養士としての業務

勤務体系 シフト制（4週8休）
勤務時間 8：30 ～17：00

採用条件 管理栄養士・栄養士免許

❸【正規】薬剤師
〈業務内容〉
病院内での処方監査と調剤、
薬剤管理指導業務等

勤務体系 月～金曜日　宿日直勤務あり
勤務時間 8：30 ～17：00

採用条件 薬剤師免許

https://saiseikai.info/recruit/

こちらの
QRコードから
ご覧いただけます

詳しくはホームページを
ご覧ください！



特 集

患者さんとそのご家族にとって「入院」とは非日常であり、病気や治療に関する事、生活や
経済的な事など、不安な事がたくさんあると思います。
入退院支援センターは、専門職種と連携を図り、患者さんの入院が決定した時点から退院
後の生活まで、包括的な支援をしています。
入院中は安心して治療に専念できるよう、退院後は住み慣れた地域での生活に戻れるよう
支援し、また様々なお悩みの相談も承っています。

外来通院 退院
（在宅・転院）入院申込 入　院

● 相談は予約制です。
お急ぎの方はお知らせください。

● ご相談内容については、プライバシー
に配慮し、秘密は厳守いたします。

MSWによる医療福祉相談窓口

場　　所 1階医療福祉事業室
（①番入退院受付となり）

相談時間 8時30分～17時00分（平日）

電　　話 078-987-2222（代表） ● 入院や治療に不安や気がかりがある
など相談させていただきます。

● 「ガンと診断され今後どのようにすれ
ばいいのか」「家族が認知症かもしれ
ない」など、健康に関するご相談も
お気軽にご利用ください。

看 護 相 談 窓 口

開設準備中（2021年11月現在）

※MSWについて
病気や治療に伴って生じる様々な問題を、患者
さんやご家族等と一緒に取り組み、解決できるよう
お手伝いいたします。
心配な事、お困りの事がありましたら、遠慮なく
ご相談ください。
※医学的なご相談については、お答えしかねますので、
　ご了承ください。

● 経済的なこと
・「入院することになって、医療費や生活費が心配」
・「無料低額診療事業（医療費の軽減制度）について知り
たい。利用できる？」

● 制度のこと
・「介護保険を利用したいけど、どうしたらいい？」
・「障害者福祉手帳について知りたい」
・「難病や小児慢性特定疾患の制度について知りたい」
● 生活のこと
・「退院後は自宅で生活したいが不安･･･」
・「介護施設や療養病院について知りたい」
・「地域の子育て支援制度ってどんなものがある？」
・「子育てに不安がある、子どもの成長が心配」

～ 主な相談内容 ～

● 病棟カンファレンス
様々な職種の院内スタッフが参加し、患者さんの状態の把握や今後の退
院に向けた方向性などを検討し、支援する事目　的

患者さん（ご家族）
医師・病棟看護師・入退院支援看護師・MSW 等参加者

● オープンカンファレンス
院内スタッフと地域医療機関の医師が参加し、
患者さんの退院後の生活へのサポートや療養先
等を調整する事

目　的

患者さん（ご家族）
地域医療機関の医師・病棟看護師・訪問看護師
薬剤師・ケアマネージャー・MSW等

参加者

退院後の生活を
イメージして

準備していきましょう。

● 入院生活や治療・手術・検査の
内容を分かり易く説明します。

● 入院に対する思いや気がかりな
事をお聞きし、内容に応じて専
門職種に連携します。

● 身体面、精神面、社会面につい
てお聞きした情報を、入院前か
ら病棟看護師と共有します。

入退院支援看護師
による面談 専門職種の介入

● 事務スタッフ
入退院手続きの説明や必要な書類の受け渡しを行います。

● 薬剤師
薬剤アレルギー、持参薬の服薬状況をお聞きし、手術前に
休薬の必要性のある薬等の服薬指導も行います。

● 管理栄養士
食物アレルギーの有無や食事形態など、入院中の食事提供
に必要な情報をお聞きします。

● 認定看護師(皮膚・創傷ケア)
褥瘡管理や人工肛門造設に関する説明・指導を行います。

● MSW（医療ソーシャルワーカー）※
制度・社会資源を活用するための情報提供を行ったり、医
療費・生活費に関する相談をお受けするなど、患者さんの
不安の軽減に努めます。

心配事は
ありませんか？

患者さん
一人ひとりにあった入院治療
および看護が提供できるよう

努めます。

入退院支援
センターの役割
入退院支援
センターの役割

場　　所 1階センター相談室
（①番入退院受付となり）
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デイルームにはウォーターサーバーが
設置され、ゆっくりくつろげる
スペースとなりました

ベッドはエアウィーヴのマットレスを、テレビ・
冷蔵庫・Wi-Fiも無料でご利用いただけます！

赤ちゃんの
記念撮影や
インスタ
スポットにも！

退院時にお土産をお渡しします

※エレベーター横の
　壁の装飾です

出産

お祝い膳が選べます
お肉料理・お魚料理・デザート
それぞれお好みで選べます。

お好きなお飲み物を
お持ちください

お土産はファミリアの
バスタオルです

リニューアルした母子
センターをご紹介しま

す！

母子センター
RENEWAL!RENEWAL!

2021年10月1日 水・日曜日のおやつは
ランプリールの
焼き菓子です
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おめでとう

ございます
！

分娩着・アメニティをお渡しします

※ポケットには
当院のロゴが
入っています

分娩着はピンク
パジャマは水色
です。

1

産後にエス テサービスも！

国際マタニティ協会認定
「MYLENE」によるエス
テサービスです。
「フット」か「フェイシャ
ル」のどちらかをお選び
いただけます。（各30分）

3

手ぶらで入院ができる
ようになりました

入院
退院

次は1か月健診で
お待ちしています！

※個室の一例です

当院の
インスタグラムも
フォローしてね！Topics1

他にもこんな
お料理が選べます！

選
択
す
る
カ
ー
ド
は

産
後
１
回
目
の
診
察
時
に

お
渡
し
し
ま
す
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❶ アプリをインストール！

通院支援アプリのご案内
HOPE LifeMark  ーコンシェルジュー

2021年
12月以降
導入予定

「コンシェルジュ」は診察予約のある患者さんを対象に
快適に通院していただくためのスマートフォン向けアプリです

アプリの機能について

診察前
予約表示

予約通知

診察状況

呼出通知

家族登録

いつでも診察予約を確認できます

診察の前日に自動で通知します

待ち状況をアプリで確認できます

順番が近づくと自動で通知します

スマートフォンを持たないご家族も
登録できます

診察日

その他

アプリをご利用いただくと・・・

アプリ登録の流れ

Topics2

診察の順番が近づくまで待合室を
離れても大丈夫！
密を避けてお待ちいただけます！

❷ 専用窓口で登録！

HOPE コンシェルジュ 検 索

※本アプリはタブレットには対応しておりません。

「コンシェルジュ」登録窓口

場　　所 1階①番入退院受付

受付時間 平日8時30分～17時00分

ご準備していただくもの
① スマートフォン　② 診察券

※利用登録開始は12月以降の予定です

❶→❷の順番で
登録してね！

iOS Android

Topics3

2021年10月より済生会兵庫県病院に赴任して参りました長谷川恭久です。
私は神戸市出身で神戸大学医学部を卒業し、主に神戸大学外科学講座の関連
病院で、消化器疾患の外科手術および消化器がんの抗がん剤治療に携わってき
ました。また最近10年は、成人の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術を積極的に
行ってきました。これらの経験を活かし、地域の皆様により良い医療を提供でき
るよう努めて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

外科医　長谷川 恭久（はせがわ やすひさ）

初めまして、古村眞と申します。出身地は徳島県で、その後、大学では福井、
初期研修終了後より大阪にて研修を開始し、神戸で暮らすに至ります。外科医と
してはまだまだ未熟ですが、全身全霊、誠心誠意患者様と向き合いたいと思い
ます。些細なことでも、気になることは遠慮せずお聞きになってください。
どうかよろしくお願い申し上げます。

外科医　古村 眞（こむら まこと）

はじめまして、この度済生会兵庫県病院に赴任しました河南幸乃です。　
病院では、お子さんやご家族が安心して家に帰っていただけるような診療をし
たいと思っております。ご家族の中で日々、スクスクと成長されるお子さんの一
助となれるよう、努力させていただきます。
どうぞよろしくお願いします。

小児科医　河南 幸乃（かわなみ ゆきの）

この度10月より済生会兵庫県病院の小児科で勤務することになりました儀間
香南子と申します。沖縄県出身で高等学校卒業までは地元で生活し、その後は
新潟大学で学び、初期研修は地元に戻り沖縄赤十字病院で行いました。その後、
小児科医として兵庫県で勤務させていただくこととなりました。地域の医療に貢
献できますよう精進してまいります。
何卒よろしくお願いいたします。

小児科医　儀間 香南子（ぎま かなこ）

2021年
10月より新入職医師のご紹介新入職医師のご紹介

よろしく
お願いします！はじめまして！
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