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良質な高度医療で、地域に安心をもたらします。 令和3年 5月
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　2021年も桜の季節を過ぎ、新緑の眩い候となり
ました。
　皆様におかれましては、2020年前半から続く、
コロナ禍すなわち新型コロナウイルス感染症の蔓
延に我慢を余儀なくされる日常をお過ごしのこと
と拝察いたします。
　三田市民病院も公立病院の使命として、発熱外
来設置、コロナ患者さんの隔離入院等、1年余り
にわたって対応してまいりました。その一方で、
急性期病院としての本来の役割の維持に最大限努
力し、月間の救急車受け入れ250 ～ 300件、かか
りつけ医さんからの緊急受診依頼にも月間100件
近く応需しております。通常の外来診療、入院治
療、手術、お産なども、平常通りに行い、皆様に
ご不便のないように努めています。
　私自身、当院院長として赴任以来、5年が経過し、
毎年変わらぬ武庫川沿い桜並木の美しさに今年も
元気をもらった心地がいたしました。
　三田の地は人心穏やかで、明朗な方々ばかりで
あり、そのことは周辺市町も同様であり、当院を

受診してくださる患者さんとも、心の交流もさせ
ていただいています。
　当院の現在の建物は1995年に竣工し、翌年に医
療福祉建築賞を受賞した画期的なものでありまし
たが、30年近い年月を経て、将来を見据えた新し
い医療施設への転換が模索されるべき時期が近づ
いております。そのことは、2016年度に策定しま
した「三田市民病院改革プラン」の中にも盛り込
んでおり、新しい時代にマッチした医療体制を考
えていくのが私達に課せられた課題です。
　そのような近未来の脱皮を模索しつつも、日々
の診療において患者さんにご満足を提供すること
を第一に、三田市民病院は職員一丸となって精進
してまいります。
　本院を受診される際に、気持ちよく院内の諸手
続きを済ませていただけますよう、各部署が連絡
を欠かさず、傷病を持たれて体調が不十分な患者
さん、そして、看護・介護で疲れておられる家族
の方々になるだけご負担をかけないようなシステ
ムのもとで、真心のこもった医療を提供できます
よう、精一杯頑張って参ります。ときに長くお待
たせをすることや、ご不便をおかけすることがあ
るかも知れません。そのような際はどうぞご遠慮
無く、お申し出ていただければと存じます。
　当院は、これからも地域の皆様の健康と命の砦
として機能する病院であり続けたいと考えており
ます。

事業管理者・院長

荒川 創一
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New Face 2021 診療部では

新任の医師を迎え、
より一層日々の診療に
力を入れて参ります。
よろしくお願いします。

出身地
兵庫県
趣　味
　 車・スポーツ

ひとこと
　 ４月より医長を拝命しました。中学・高校は三田学園でお
世話になりました。地域の方々にお返しが出来ればと思い
ます。よろしくお願い致します。

脳神経外科 医長
德田 良 とくだ りょう

出身地
　山口県

　 

ひとこと
　 ４月より脳神経外科へ赴任して参りました。三田をはじ
めとした地域医療に貢献できるよう精一杯頑張ってまい
ります。どうぞよろしくお願い致します。

脳神経外科 医員
桒原 舜太郎 くわはら しゅんたろう

出身地
　兵庫県
趣　味
　ギター・卓球

　 

ひとこと
 　 ４月より循環器内科に赴任して参りました。三田市民病
院の医療に貢献できる様に精一杯頑張りますのでよろし
くお願い致します。

循環器内科 医師
桑原 直也 くわはら なおや

出身地
　京都府
趣　味
 音楽鑑賞

ひとこと
　 ４月より皮膚科に赴任して参りました。地域の皆様に貢
献できるように頑張ります。よろしくお願い致します。

皮膚科 医長
大郷 真理子 おおごう まりこ

出身地
　兵庫県

ひとこと
　 ４月より整形外科に赴任して参りました。地域の皆様に
貢献できるように誠心誠意診療に従事いたします。よろ
しくお願い致します。

整形外科 医員
近藤 飛馬 こんどう ひゅうま

出身地
　兵庫県
専門分野
　 内視鏡診断・治療、消化器がん
薬物療法

ひとこと
　 ５月より消化器内科へ赴任しました小中義禎と申しま
す。胆膵領域と抗癌剤治療に特に力を入れています。地
域の皆様に貢献できるよう努めていきます。どうぞよろ
しくお願い致します。

消化器内科 医長
小中 義禎 こなか よしとも
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出身地
　兵庫県

ひとこと
　 ４月から初期研修医としてお世話になります黒崎里菜と
申します。精一杯頑張りますのでよろしくお願い致しま
す。

初期研修医
黒崎 里菜 くろさき りな

出身地
　兵庫県

ひとこと
　 ４月から初期研修医としてお世話になります宇野と申し
ます。三田市民病院に務める１人の職員として誠心誠意
努力していきたいと思っています。

初期研修医
宇野 将真 うの しょうま

出身地
　兵庫県

ひとこと
　 ４月から消化器内科に赴任して参りました。地域の皆様
に貢献できるよう頑張りますので何卒よろしくお願いし
ます。

消化器内科 医師
沼田 潤 ぬまた じゅん

出身地
　石川県
趣　味
 ダイビング・スノーボード

ひとこと
　 ４月から産婦人科に赴任して参りました。ご迷惑をおか
けすることも多々あると思いますが、精一杯頑張ります
ので何卒よろしくお願い致します。

産婦人科 医師
岡本 凪り おかもと なぎり

出身地
　兵庫県

ひとこと
　 ４月から麻酔科に赴任して参りました。地域の皆様に貢
献できるよう頑張りますのでよろしくお願い致します。

麻酔科 医師
城戸 茜 きど あかね

出身地
　兵庫県

ひとこと
　 ４月から初期研修医としてお世話になっております石見
と申します。
 　 三田市民病院の一員として皆様のお役にたてるよう精一
杯頑張りますのでよろしくお願い致します。

初期研修医
石見 広大 いわみ こうだい

出身地
　大阪府

ひとこと
　 ４月から初期研修医としてお世話になっております吉田
と申します。
　 三田市民病院の一員として一日でも早く皆さんのお役に
たてるよう頑張りますのでよろしくお願い致します。

初期研修医
吉田 美央 よしだ みお
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　　　　　高額療養費制度の紹介
　当院では、患者さんの療養の場が地域・施設と変化する中で、一貫した看護が提供できるように取り組
んでいます。在宅療養に向けて少しでも役立つ情報をお伝えできればと思い、全3回にわたってテーマご
とに紹介させていただきます。
　最終回となる今回は、高額療養費制度についてです。

Ｑ ．75歳の父親が入院して心臓カテーテル治療を受ける予定になりま
した。父はすでに退職しており、年金暮らしなのですが、治療費が高
額になるのではないかと経済面で心配しています。何か利用できる制
度はあるのでしょうか。

Ａ．「高額療養費制度」というものがあります。
　 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから月の終わりまで)で
上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。(※入院時の食事負担や差額ベッド代等は
含みません)　毎月の上限額は、ご本人の年齢や所得によって異なります。
　詳細は下記の表をご参照ください。（厚生労働省HPから抜粋）

　　　　　高額療養費制度の紹介テーマテーマ
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　入院する前に、ご加入の医療保険(健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、市町村国保、後期高齢者
医療制度、共済組合など)から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で認定証を提示頂くこ
とで、自己負担額が軽減されます。
　申請してから限度額適用認定証の交付までには、約7―10日間かかります。
　退院までに手続きができていない場合は、退院時に一時金(約5-10万円)を病院がお預かりし、後日「限
度額適用認定証」を窓口へ提示して頂きましたら、再計算し精算させて頂きます。
　詳しくは、外来の患者さんは中央受付３番窓口へ、入院中の患者さんは病棟クラークまたは看護師へお
声かけ下さい。適切な申請方法をご案内させて頂きます。また、厚生労働省のホームページには69歳以下
の方の上限額や世帯合算のしくみなども詳しく掲載されています。是非ご活用ください。
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編 集 後 記
　新緑の景色がまぶしく心地よ

い季節になりました。新入学や
就職など新

しい生活を迎えられた方は新生
活に慣れたでしょうか？私の新

年度は新し

い検査機器の導入により操作方
法の習得に科内一同　四苦八苦

する日々で

した。最近の医療機器は新たな
技術の導入により益々診断精度

が向上され

デジタル技術の進歩に目を見張
る思いです。

　ところで多くの物がデジタル
に置き換わる中、時計など根強

く残るアナ

ログ製品もあります。私も正確
に時間が知りたい腕時計はデジ

タル、イン

テリアなどはアナログ（針の置
き時計）と使い分けています。

アナログは

何かホッとするイメージがあり
ますね。人間も同じで仕事はデ

ジタル、私

生活はアナログなど TPOに応じ
て使い分けたいものですね。　

　　（A.S）

近隣医療機関のご紹介
市民病院は地域医療連携を推進します。かかりつけ医を持ちましょう！

安部整形外科クリニック　　安部 治郎 院長

いなずみ内科・循環器科　　稲角 貴則 院長

　整形外科医として十数年の病院勤務ののち、平成8年に三輪地区で
開院し、地域の皆様とともに歩んで28年になります。
　当院は整形外科の診療とリハビリテーション室での物理療法を行っ
ておりますが、軽症の内科的疾患も診察いたしております。また、手
術適応の患者様や精査を必要とする方には、三田市民病院など適時紹
介させていただいております。
　患者様には気軽に医療相談ができる雰囲気を作り、皆様の力もお借
りしますが、一日でも早く回復できるよう職員一同努力してまいります。
〒669-1513 三田市三輪4-8-14
電　　話：079-560-2311
診察科目：整形外科
休 診 日：火曜・土曜日の午後、日曜・祝祭日

　2000年６月より私の両親の故郷であり、私の生誕地でもある三田で
開業しております。地域に密着した「かかりつけ医」として、患者様
の症状、不安、悩みに耳を傾け、患者様の要望、生活スタイルに合わ
せた診療を心掛けています。循環器専門医、総合内科専門医として、
専門とする循環器疾患（高血圧、不整脈、狭心症、心不全）だけでなく、
内科全般の病気に適切な診断、治療を提供していきたいと思っていま
す。また、専門外の病気についても相談を受け、専門病院にスムーズ
に受診できるように紹介しています。通院の困難な方や癌末期状態の方には、地域の訪問
看護ステーションと連携して「在宅訪問診療」を実施しています。仕事で忙しく頻回の通院
がたいへんな方、新型コロナ感染の流行などで受診が不安な方などを対象に、来院せずに
テレビ電話方式でする「オンライン診療」を導入しました。患者様が心も体も健康で過ごせ
るように、少しでもお手伝いできれば幸いです。
〒669-1529 三田市中央町14-35
電　　話：079-559-2990
診察科目：内科、循環器内科、小児科
休 診 日：日曜、木曜、土曜午後

診療時間　午前：9:00～12:00　午後：4:00～7:00
月 火 水 木 金 土

午前 ○ ○ ○ △ ○ ○
午後 ○ × ○ △ △ ×

診療時間　午前：8:30～12:00　午後：4:00～6:30
月 火 水 木 金 土

午前 ○ ○ ○ × ○ ○
午後 ○ ○ ○ × ○ ×

Introduction neighboring medical institutionsIntroduction neighboring medical institutions

△は診察のみでリハビリはお休みです


