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着任のご挨拶     

 本年4月より姫路中央病院の外科に着任しました豊田暢彦です。生まれは島根県で、

大学は鳥取大学を出まして、山陰の関連病院に勤務しておりました。この度、金丸院長に

ご縁がありまして当院外科スタッフの仲間入りをさせていただくことになりました。 

 

 初めに自己紹介をさせていただくと、昭和36年に島根県益田市に生まれ、高校までは

剣道をしておりました。大学は鳥取大学に進学し、そこではあの臭い防具から卒業しようと漕艇部（ボート）に入部し、学

生時代のほとんどを米子市の錦海漕艇場で過ごしました。卒業後は白い巨塔の財前五郎に憧れ、消化器外科の道を進

むこととなりました。平成6年から2年間米国テキサス州のテキサス大学腫瘍学教室に留学し、温熱療法とアポトーシスを

テーマに月から金までラットでの研究を行いました。週末は遊学と言ってもいいぐらい米国各地の観光地をめぐりました。2年

間でディズニーワールドに4回も行ったのは留学生の中では今でも記録だと自負しています。実はその2年の間に、日本では

阪神淡路大震災、オウム真理教の事件など、日本中を震撼させることが起こっていたのです。 

帰国後は、少し大学病院で研鑽した後に、山陰の関連病院に勤務しておりました。医療は変化するもので、外科手術も

開腹手術の時代から、腹腔鏡を使った外科手術が主流となる時代となり、私も農家から豚を購入して腹腔鏡下胆嚢摘

出術を練習したものです。大学時代は肝胆膵グループに所属していたのですが、関連病院では消化管の内視鏡外科手

術を中心に行ってきました。特に専門はありませんが、胃から直腸までまんべんなくこなせますので、外科の皆さんと技術共

有を行い、姫路中央病院外科の全体としてのレベルアップに貢献したいと思います。 

外科以外の仕事として、外科代謝栄養に興味がありまして、これまでの病院でNST（栄養サポートチーム）にずっと携わっ

ており、当院でも患者様の栄養療法の向上に努めていきたいと思っています。また、感染、緩和、化学療法など、各種チー

ム医療にも興味がありますので、メディカルスタッフの皆様とともに姫路中央病院のチーム医療を推進し、患者中心の医療

を行っていきたいと考えます。 

 最後になりますが、「鬼手仏心」という言葉があります。これは、外科医は手術のとき、残酷なほど大胆にメスを入れるが、

それは何としても患者を救いたいという温かい純粋な心からである、という意味です。私はこのような外科医を理想としていま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

 外科部長  豊田 暢彦 
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所属 病理診断科 

専門領域 外科病理学 

所属学会 日本病理学会、日本臨床細胞学会 

趣味・特技 ご当地くつ下を集めること 

着任に 

あたっての抱負 
適確かつ丁寧な診断ができるよう努力致します。 

第２８回 市民健康増進講座開催しました 

｢パーキンソン病のリハビリテーションとケア｣   

 

 リハビリテーション科 理学療法士 田實 裕嗣 

 

６月１７日（土）に１階ロビーにて市民健康増進講

座を開催しました。今回は当院理学療法士・LSVT 

BIG認定セラピストの田實 裕嗣による「パーキン

ソン病のリハビリテーションとケア」でした。パー

キンソン病に特化したリハビリテーションケア中心

の話になっており、皆さん熱心に耳を傾けておられ

ました。ストレッチや体操を実際に練習したり紹介

されたストレッチは実用的な方法であり、大好評で

した。 

トライやる・ウィークを開催しました 

平成30年6月4日～8日の1週間 

毎年兵庫県で行われている中学2年生の職場体験

『トライやる・ウィーク』で、当院に看護や病院の

仕事に関心のある中学生が職業体験に来てくれまし

た。この職業体験を通して、病院で働くという仕事

が将来の夢の一つになってくれると嬉しいです。病

院も生徒さんの明るい笑顔でいつも以上に活気があ

りました。 

たじつ ひろつぐ 
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看護部 
♣芥川 さくら 

早く仕事を覚えて、患者様に安全な看護を提供できるよう頑張ります！ 

♣福永 一希 

一生懸命がんばります。 

♣田中 真沙美 

明るく笑顔で元気に頑張ります。よろしくお願いします。 

♣有田 安那 

一生懸命、前向きに頑張ります。 

♣竹内 星華 

明るく笑顔でがんばります 

♣岩永 恵 

担当が岩永さんでよかったと言って頂けるような看護師になること。 

♣平成30年4月2日、入職式が執り行われ、今年は

医師2名、他25名の新入職員が当院の一員となりま

した。希望で胸を膨らませ、爽やかなスタートとな

りました。先輩方々のご指導の下、入職式で語った

決意をいつまでも忘れずに『やる気と 元気と あ

なたの笑顔』 ヨシ！の心意気で頑張っていきます

ので、どうぞよろしくお願いします。 

♣長谷 里香 

笑顔で一生懸命頑張ります。 

♣水野 美千翔 

笑う門には福来る 

♣藤澤 里紗 

この人が担当でよかったと思ってもらえるよう努力していきたいと思い

ます。 

♣野川 つかさ 
家族や患者さんの立場に立った看護を提供したいです。  

放射線科・検査科・メディカルクラーク・地域連携室 

リハビリテーション科 

♣古謝 辰樹（放射線技師） 

慣れない日々でめまぐるしい毎日ですが、毎日の学びを大切にし、周

りの方や患者様に信頼されるような放射線技師になれるよう一生懸命

頑張ります。 

♣藤木 里紗（臨床検査技師） 

患者様への気配りができ、迅速で正確な検査を行える臨床検査技師に

なります。 

♣福田 瑞希（メディカルクラーク） 

医師の役に立ち、診察を少しでもスムーズに進めるために、1日でも

早く1人で業務ができるように頑張ります。 

♣佃 恵美 

いつも笑顔・強い気持ちで頑張ります。 ♣河岸 真子 

早くみなさんのお役に立てるようがんばります。 
♣藤本 茜 

一日一発見。発見したものを自分のものにできるように日々努力す

る。 

♣山下 美咲 

日々勉強し、先輩方からも様々なことを学び、患者様から信頼される

理学療法士になりたいです。 

♣吉田 圭祐 

患者様の自宅復帰などの希望をできるだけ支障なく叶えられるよう

に、知識、技術の向上を目指します。 

♣上﨑 優衣 

先輩の先生方のように患者様に信頼される理学療法士になれるよう

に頑張ります。よろしくお願いします。 

♣内山 知咲 

笑顔で頑張ります。目指せ優秀。 

♣松下 文哉 

精一杯頑張りますので、これからよろしくお願いします！ 

♣筒本 早紀 

患者様から信頼されるような作業療法士になれるように精一杯頑張り

たいと思います。 

♣淀 裕美子 

心理検査を受けに来られた患者様に対して、検査結果だけでなく＋α

のサービスを提供できるようになる。 

♣久常 孝佳 

まずは自分の仕事に責任を持って取り組むよう頑張ります。 

その上で柔軟な対応を徐々にできるようになりたいです。 

新入職員抱負 2018 
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平成30年７月現在 

※１ 第1/後藤 第2/西村 第3/松井 第4/山田 第5/休診 

※２ 第1/西村 第2/後藤 第3/山田 第4/松井 第5/休診 

診療科目 曜日 担当医 受付時間 診察開始時間

阿部・東

幡中

一般内科 火曜日 田淵 ～11：00 9：00～

火曜日 西庵 ～15：00 14：00～

水曜日（第1～第4） 藤尾・石井 ～15：00 14：00～

リウマチ・膠原病外来 水曜日 辻 ～11：00 9：00～

糖尿病外来 水曜日 松下 ～15：00 14：00～

乳腺外来 木曜日 大山 ～14：00 14：00～

第２ 土曜日 瀧川 10：00～

第１ 水曜日 竹島 14：00～

月・金曜日 西村 9：00～

肝臓外来 金曜日 菅野 完全予約 14：00～

14：00～

●専門外来　（附属クリニック）

頭痛外来 完全予約

物忘れ外来　※ 完全予約月曜日

循環器外来

月 火 水 木 金 土

午後 宗友 宗友

総合診療 午後 金丸

宗友
胃腸外科

午前

●姫路中央病院

小林
三村

宗友宗友

診療科

診療科目 曜日 担当医 受付時間 診察開始時間

火曜日 担当医 ～15：00 14：00～

土曜日 担当医 ～11：00 9：00～

γナイフ外来（新患） 完全予約 担当医 完全予約 14：00～

●専門外来　（姫路中央病院）

IBD外来

医療法人 公仁会 

姫路中央病院附属クリニック 

〒672-8043 

姫路市飾磨区上野田１丁目 

１６番1 

ＴＥＬ 079（235）5454 

ＦＡＸ 079（235）5453 

医療法人 公仁会  

姫路中央病院 

〒672-8501 

姫路市飾磨区三宅２丁目３６

番地 

ＴＥＬ 079（235）7331（代表） 

ＦＡＸ 079（235）4178 

 

 

 

地域連携室 直通番号  
ＴＥＬ 079（235）7353 

ＦＡＸ 079（233）0854 

※患者様からのお電話は代表番号

へお願いします。 

PET・健診センター  
ＴＥＬ 079（235）3600 

（9：00～16：00） 

診察開始時間 
  午前診 19：00 ～ 

  午後診 14：00 ～ 

診察受付時間 
午前診 8：15～11：00 

午後診 8：15～15：00 

注射・リハビリ 

受付時間 
 8：15～16：00 

休診日 
 日曜日・祝祭日 

 年末年始(12/29～1/3) 

 

外来診察は、休診・変更等の場

合がありますので、事前にお問

い合わせください。 

 

※各医療機関 先生方へ 
当日の救急受診は地域連携室では

なく、救急担当へ連絡をお願いし

ます。 

※ 物忘れ外来の担当医師は週替わり  

になります。詳細は地域連携室に

お問い合わせください。 


