
 より良い医療を求めて   大西脳神経外科病院  

             理事長   大西 英之 

今年度も多くの新入職の方を迎えましたので、まず当院のシンボルマークについて話し

ましょう。コントラストの違う緑の葉が3つに分かれています。これは人間の左大脳を、中心

溝とシルビウス溝とで三つに分けそれぞれ前頭葉、頭頂葉、側頭後頭葉をモチーフとし

て、病院理念であるＳｃｉｅｎｃｅ、Ａｒｔ、Ｈｕｍａｎｉｔｙを表したものです。２０００年に開院した

時、私が色々と考えデザインしました。「生命を尊厳し、科学の心と芸術的技術と人間愛

をもって、病める人々に奉仕する。」という病院の一番大切な理念がこのマークに込めら

れています。 

 この理念を基にこれから共に働いていくのですが、新しく就職される方の大半が新社会

人として当院に来られています。学生から社会人になる、そこには大きな責任が生まれる

ことを自覚していてください。そしてその責任により多くの困難や悲憤と向き合わなくてはな

りません。しかし逆に医療に従事してよかったと思える嬉しい事、楽しいことを仕事の中で

経験することも確かです。患者や病気と向き合う仕事ですので決して楽ではありません

が、真摯に取り組み乗り越えて行けば患者の喜びや家族の笑顔と出会えるはずです。 
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生命を尊厳し、科学の心と芸術的技術と人間愛をもって病める人々に奉仕する。 

 

大西脳神経外科病院の基本方針 
生命と人権を尊重した医療を実践する。 

神経疾患の専門的高度医療を実践する。 

常に新しい医学の修得に励む。 

救急医療は医療の原点と考え、24時間対応する。 

地域の医療機関との連携を密にし、地域協力型の医療を志向する 
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医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院 

 アップル社の創業者スティーブ・ジョブズ氏が「ｓｔａｙ ｆｏｏｌｉｓｈ，Ｔｈｉｎｋ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ」と言われています。 

「ｓｔａｙ ｆｏｏｌｉｓｈ」とは意訳すると「愚直であれ」でしょうか。愚直なまでにまっすぐ、正しく考えて行動しなさいという

事でしょう。とても力強い言葉ではないかと思います。そして「Ｔｈｉｎｋ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ」は「人と違うことを考えなさい」と

訳せます。流されず自分の頭で熟考し、本当に正しいのかどうかを吟味して、行動しなさいということだと思いま

す。多数決で医療が進めば簡単です。民主主義も個人が、しっかりとした考えを持ってやっているからこそ成り立

ちます。医療も同じで、多数派だからと言ってよい医療であるとは限りません、各人が自分の頭でよく考えて行動

することが重要であるという事です。より良い医療を求め、これから共に頑張りましょう。 

今年度も多くの新入職の方を迎えましたので、まず当院のシンボルマークについて話し

つに分かれています。これは人間の左大脳を、中心

溝とシルビウス溝とで三つに分けそれぞれ前頭葉、頭頂葉、側頭後頭葉をモチーフとし

て、病院理念であるＳｃｉｅｎｃｅ、Ａｒｔ、Ｈｕｍａｎｉｔｙを表したものです。２０００年に開院した

時、私が色々と考えデザインしました。「生命を尊厳し、科学の心と芸術的技術と人間愛

をもって、病める人々に奉仕する。」という病院の一番大切な理念がこのマークに込めら

この理念を基にこれから共に働いていくのですが、新しく就職される方の大半が新社会

人として当院に来られています。学生から社会人になる、そこには大きな責任が生まれる

ことを自覚していてください。そしてその責任により多くの困難や悲憤と向き合わなくてはな

りません。しかし逆に医療に従事してよかったと思える嬉しい事、楽しいことを仕事の中で

経験することも確かです。患者や病気と向き合う仕事ですので決して楽ではありません

アップル社の創業者スティーブ・ジョブズ氏が「ｓｔａｙ ｆｏｏｌｉｓｈ，Ｔｈｉｎｋ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ」と言われています。



 病院長就任あいさつ 

  大西脳神経外科病院 院長 久我 純弘 
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平成最後の年の4月1日に院長を拝命しました。当院は2000年

12月に理事長 大西英之先生 によって明石の地に開設されまし

た。82床の急性期脳神経外科疾患に対する医療施設としてスタート

し、2013年には南館を増築し122床に増床、手術室もIVR室を含

め4室になりました。そして2017年には31床の回復期病棟を追加

し153床となりました。 

理事長のリーダーシップの下、脳神経救急を医療の原点とし、あ

らゆる脳神経外科疾患に対応すべくスタッフ皆様のたゆまぬ努力、

奉仕の結果、地域の人々から非常に信頼され、年間手術数も約850

件を維持するようになりました。そして全国的にも認知された日本

有数の脳神経外科医療施設となることができました。 

 今後も地域医療に貢献することは社会的な使命でもありますが、更

に患者さんへのサービス向上と、安全で高品質な医療を提供しなが

ら、最先端の脳神経外科治療を実践していかねばなりません。そのた

めには医師を含めた職員全員が同じ目標、使命感をもって、各自が主

体的に取り組む必要があります。 

  

 職員ひとり一人が主体的に目標に対して仕事を行うことで組織の中

で各自が成長し、働きがいのある職場を形成できることを願います。

職員間のコミュニケーションを大事にし、相互が理解し合い、お互い

を尊敬しながら大きな目標である患者さんから信頼される高品質な医

療とは何か、職員の皆さんとともに考えながら努力していければいい

かと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。  

2019年1月に4年ぶりに当院に復帰致しました 福留賢二 と申しま

す。京都での2年間初期研修の後、当院で脳神経外科医として一から

育てて頂きました。 

この度私が当院へ復帰した理由の一つに集束超音波治療の研究が

あります。現在当院で行っているのは難治性本態性振戦に対しての視

床Vim核破壊術で、非常に良好な成績が得られております。今後、他疾

患への適応も拡大される予定ですが、まだ国内には9施設しか導入され

ておりませんので研究を重ね、皆様に御報告させて頂きたいと思いま

す。 

最後になりますが、当院の脳神経外科医として勤務できることを誇りと

し、常に1人1人の患者さんにとって何がベストかを常に熟慮しながら、診

療に従事させて頂きたいと思いますので、皆様、御指導・御鞭撻のほど

何卒よろしくお願い申し上げます。 

今後も地域医療に貢献することは社会的な使命でもありますが、更

に患者さんへのサービス向上と、安全で高品質な医療を提供しなが

ら、最先端の脳神経外科治療を実践していかねばなりません。そのた

めには医師を含めた職員全員が同じ目標、使命感をもって、各自が主

体的に取り組む必要があります。

職員ひとり一人が主体的に目標に対して仕事を行うことで組織の中

で各自が成長し、働きがいのある職場を形成できることを願います。

職員間のコミュニケーションを大事にし、相互が理解し合い、お互い

を尊敬しながら大きな目標である患者さんから信頼される高品質な医

療とは何か、職員の皆さんとともに考えながら努力していければいい

かと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。 

 「Best を熟慮しながら」 

        脳外科部長 福留 賢二  
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床の急性期脳神経外科疾患に対する医療施設としてスタート
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昨年の院内研究発表会にて 
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 今年度も３２名（4月1日

入職）の新入職員を迎え

新年度がスタートしまし

た。 

新人研修や各部門の勉

強会など仕事に慣れるま

で結構大変ですね。緊張

と不安に負けないよう頑

張ってください。 

新入職員歓迎会 

 ４月１日朝礼に合わせて2019年

度新入職員入職式が行われました。

毎年新入職員に対し行われる辞令交

付です。 

 卒業後、最初の職場となる新人さ

んにとっては一生に一度だけの経験

です。期待と不安の入り混じった表

情は初々しいですね。この写真を見

ると入職した時の緊張感が呼び起さ

れます。これから共に働く仲間とし

てよろしくお願いします。 

辞
令
交
付
は
緊
張
し
ま
す
よ
ね
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大西脳神経外科病院 

3日間の全体研修が終わりホッと一息もつかの

間、続いて各部での新入職者研修。早く現場に！

とはやる気持ちを抑え脳外科での必要な知識と技

術、基本的な業務の流れをつかんでおかなくては

なりません。 

研修初日は、必ず田中講師です。とても熱

心に実体験も交えた医療従事者としての意識

や社会人としての心構えについての講義は得

ることも多かったのではないでしょうか。 

新入職員と 田中 秀樹 講師（中央） 

３日間の全体研修最終日 

3日間の全体研修が終わりホッと一息もつかの日間の全体研修が終わりホッと一息もつかの

間、続いて各部での新入職者研修。早く現場に！間、続いて各部での新入職者研修。早く現場に！

新入職員と 田中 秀樹 講師（中央）

 鹿児島にある５年一貫の看護学校を卒業し、今年新卒で

当院の南３階病棟に配属となりました。何もかもが初めて

で不安なことばかりですが、分からないことをそのままに

せず、先輩方に教えていただいたり、自分で調べたりして

学んでいきたいと思います。 

 1日1日を大切にして勉強し、自分自身のレベルアップに

つなげていきたいと思います。また、一人暮らしも初めて

でまだ慣れてません。明石のことがまだ分かっていないの

で良い場所があったら教えて頂けると嬉しいです。迷惑を

かけることもあると思いますが、よろしくお願いします。 

鹿児島にある５年一貫の看護学校を卒業し、今年新卒で

当院の南３階病棟に配属となりました。何もかもが初めて

で不安なことばかりですが、分からないことをそのままに

せず、先輩方に教えていただいたり、自分で調べたりして

日を大切にして勉強し、自分自身のレベルアップに

つなげていきたいと思います。また、一人暮らしも初めて

でまだ慣れてません。明石のことがまだ分かっていないのでまだ慣れてません。明石のことがまだ分かっていないの

で良い場所があったら教えて頂けると嬉しいです。迷惑を

「日々を大切に」南３階病棟 看護師 緒方 ひとみ 

播間 大画 / 榎園 涼真 

桑原 澪 / 緒方 ひとみ /藤本 美希  
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 神戸にある看護学校に入るまでは、大西脳神経外科

病院の前を毎日通り、明石城西高校まで自転車で通っ

ていました。自転車を漕ぎながら「こんなところで働

けたらかっこいいな〜」と思っていた事を覚えていま

す。そんな風に感じていた病院に自分が入職できたこ

とを、今とても光栄に感じています。 

これからは、学生ではなく看護師として働ける事に喜

びを感じる反面、右も左もわからない状態で不安に感

じることもありますが、大西脳神経外科病院のチーム

の一員として、また看護師として患者さんにできるこ

とを考え行動し、貢献できるよう精一杯努力していき

たいです。 

 初めまして、生まれも育ちも明石、作業療法士の

播間大画21歳です！僕は清水小学校から魚住中学

校、明石西高校に行き、大阪医療福祉専門学校を卒

業して今に至ります。小学校のころから野球をして

おり、スポーツが全般的に大好きです。スポーツ好

きの方がいましたら是非一緒に体を動かしましょ

う！ 
入職しての意気込みとして、自分の仕事について

もっと深く知るために勉強します。その後知識や技

術、経験を積み上げていき、自分に出来ることを少

しずつ増やしていきたいです。未熟者の成長を楽し

みにしていてください。改めまして播間大画をどう

ぞよろしくお願いいたします！ ［ぶれいん］をご愛読のみなさまへ  

          理学療法士 榎園 涼真 

 宮崎県出身で宮崎に18年間、福岡に4年間住んでい

ました。立派な九州男児です。そのため九州訛りが激

しいですが関西弁の方も覚えていき、使えていけたら

と思ってます！まだ、兵庫に越してきて日も浅いです

ので有名地などをたくさん教えて下さい。 

 理学療法士として、知識と技術を付け磨いていき皆

様が少しでも満足していただける治療を施すことがで

きるようにして参ります。まだまだ、未熟者な私がで

すが先輩の方々に少しでもついていけるよう日々精進

して参りますので何卒よろしくお願いします。 

「憧れの病院に入職して」 

       北2階病棟 看護師 桑原 澪 

 長崎県にある回復期病院で六年勤務した後、今年二月に入職しました。 
急性期での脳血管障害患者の病態や治療・治療技術を学ぶ事が出来ており、充実

した日々を過ごす事が出来ています。今年度は、何事にも積極性を持って行動し

たいと考えています。転勤を機に自分を見直し治療者として成長できればと思い

ます。兵庫県の文化も知り、関西弁にも慣れていきたいです。どうぞよろしくお

願いします。  

 北2階病棟に配属になりました、藤本美希です。

趣味は料理やお菓子作り、旅行、読書です。看護師

としてまだまだ未熟ですが、一生懸命に努力してい

きます。先輩方のご指導を糧に一人前の看護師とし

て自立していきたいです。どうぞよろしくお願いし

ます。 

」 法士 山  航也

「意気込み」 作業療法士 播間 大画 

「よろしくお願いします」 

      北2階病棟 看護師 藤本 美希 

法士 山 航也

新入職員歓迎会 入場して一同整列 
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 私は社会人として働いていた時期もありましたが、

憧れであった看護師の道を諦めきれず看護学校に入学

し、夢であった看護師として４月から入職させて頂き

ました。 

私はいつも人との出会いや関わりを大切にし、感謝の

気持ちを持って接するように心掛けています。患者さ

んにも、その出会いひとつひとつを大切に誠意を尽く

す姿勢で関わりを深めていきたいと思います。 

笑顔を忘れず、患者様やスタッフの方々に信頼される

看護師になれるよう努力していきます。皆様どうぞよ

ろしくお願いします。 

 大西脳神経外科病院に入職してから、一月が経ちま

した。真新しいユニフォームに袖を通した初日、私は

不安と緊張で胸がいっぱいでした。理事長より辞令を

頂いた時、自分が看護師になったということを初めて

実感し、素直に嬉しくなり自然と表情が和らいだのを

覚えています。 

 私の看護師人生は始まったばかり。これまで経験し

てきたことや学んできたことを生かし、先輩方の背中

を見て一歩ずつ成長していきたいと思います。そし

て、患者様やご家族の心に寄り添うことのできる…そ

んな看護師になりたいです。 

「これから始まる看護師人生」 

      北3階病棟 看護師 米澤 由真            

米澤 由真 / 北尾 朱里 

則本 琴音 

尾﨑 大地 

    松原 昌城 

 看護師13年目で、手術看護認定看護師の資格を取

得して4年目になります。前院は大阪の脳神経外科専

門病院の手術室で勤務していました。 

 手術看護認定看護師の役割は、手術室内の器械出し

看護・外回り看護の質を高くする事だけではありませ

ん。手術前から手術後に至るまで、麻酔や周術期に関

わる患者さんに提供する看護を学んできました。外

来・病棟でご勤務される中で手術に関して困ったこと

があれば、お声掛けください。私の学んできた知識・

技術・経験を活かして、出身地である明石市の患者さ

んに貢献できることを嬉しく思います。 

宜しくお願い致します。  

 「私の役割」 

        手術室 看護師 松原 昌城  

 5年一貫の龍野北高校を卒業し、1年目の看護師と

してこちらに就職させていただきました。 

  旅行が好きで、自分が行くことはもちろん旅行に

行の話を聞いたり、写真を見せてもらうことも好き

です。海外でも国内でもたくさんの場所を訪れてみ

たいので良い場所があれば、ぜひ教えてください。

やっとスタート地点に立てたので、少しでも良い看

護師になれるように頑張ります。よろしくお願いし

ます。 

 社会人としての第一歩を大西脳神経外科

病院で迎えれる事を光栄に思います。 

私は、生まれも育ちも明石市出身であり、

小さい頃から親しみのある近くの病院でし

た。お見舞いや、診察で何度も足を運んだ

ことはありましたが、実際入職してみると

毎日が新鮮であり研修を通して「看護師

なったんだ」という実感が湧いて来ます。 

 右も左もわからない新人ですが、この病

院で看護師にらるからには脳のプロフェッ

ショナルを目指し日々精進していきます。

よろしくお願いします。  

「看護師1年生」 

     北２階病棟 看護師 北尾 朱里 

「プロフェッショナルを目指して」 

   南3階病棟 看護師 尾﨑 大地 

「スタート地点に立てて」 

      南３階病棟 看護師 則本 琴音  
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 生まれも育ちも東京でこの度はじめて関西にやっ

てきました。私は手術を見たいという理由で今まで

新卒として4年間大学病院の手術室で働いてきまし

た。もともと脳領域がとても好きで、ここの病院を

希望しました。早くみなさんと同じように働けるよ

うに日々精進していきます。慣れない環境もありご

迷惑をおかけすることもあると思いますがよろしく

お願いします。  

 大学を卒業してから看護師になり、今年で5年目になります。以前は消化器外

科、消化器内科、脳外科の混合病棟で働いていました。脳外科の患者さんと関

わることで看護師としてのやりがいや面白さを改めて感じることができ、脳神

経外科の看護をもっと勉強したいと思い入職しました。脳外科の経験は2年弱と

短いので、まだまだ経験、知識不足です。これからしっかりと勉強し、患者さ

んに看護を提供できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。  

 姫路で8年間働いていました。新卒で脳外科に入職して働いて

いた時には、何も思わなかったのですが、内科で働くようになっ

て、脳外科看護は楽しかったなぁと思うようになりました。患者

さんや家族と一緒に目標を立てて、それに向かって患者さんと一

緒に頑張る、日に日にできることが増えていく。それは、大変な

こともたくさんありますが、とてもやりがいのある看護だなと思

えるようになりました。久しぶりの急性期の病棟は不安なことも

たくさんありますが、楽しく働けたらなと思っています。 

のんびり、マイペースな性格ですが、付いていけるように頑張

りたいです。  

 私が初めて当院に来たのは高校三年生の時で

す。当院のオープンホスピタルについて知り、参

加させていただきました。院内の様々な職種を見

学・体験できることに驚きと楽しさを感じたこと

を覚えています。そして実習でも当院にお世話に

なりました。先生方の技術や真摯な姿勢、それぞ

れのポリシーを持って患者様と向き合われている

様子を目の当たりにし、改めて言語聴覚士になり

たいと強く思いました。初めは分からないことば

かりですが、日々勉強し、教えていただきながら

先輩方のような知識と技術を身につけたいと思い

ます。そして患者様のことを第一に考えて気持ち

に寄り添い、信頼していただけるような言語聴覚

士を目指して、努力していきます。 

 今年で看護師5年目になる田村 冴で

す。元々脳神経外科・耳鼻咽喉科・歯科

口腔外科の3科混合病棟で勤務していまし

た。脳神経外科領域をもっと深く勉強

し、スキルアップしたいと思い当院を志

望しました。性格はマイペースでやや忘

れっぽいところがあります。良いところ

は、寝たら嫌だったことも忘れてしまう

ので、ストレスを溜めすぎることなく働

けることです。ストレスが溜まればカラ

オケに行き発散します。早く病院の力に

なれるよう頑張りますので、ご指導宜し

くお願いします。 

「やりがいと面白さ」 

 北2階階病棟 看護師  

       多田 朱里 

「信頼されるSTに」 

   言語聴覚士  

       髙野 愛莉 

「日々精進」 

      手術室 看護師 中村 麻衣子  
中村 麻衣子 / 長澤 樹里阿 / 田村 冴 

多田 朱里 / 髙野 愛莉 

「早く病院の力に」 

   南3階病棟 看護師 田村 冴 

「もう一度脳外科看護を」     

         南3階病棟 看護師 長澤 樹里阿 



Page 

大西脳神経外科病院 

前職では、3年間脳神経外科病棟で働かせていただいていました。様々な脳神経外科の患者様と関わり、そば

で患者さんの回復力や生命力を感じ、もっと学びを深めたいと思いました。そこで脳神経外科として実績のある

当院への転職を決意しました。 

脳神経外科の患者様は突然発症し、今までの生活が一変します。私たち看護師からすれば何度も経験している

検査や治療でも患者様にとっては初めての経験で不安がとても強くあります。そのため、常に患者様の立場にな

り、寄り添える看護師を目指したいと思います。これから新たな気持ちで仕事に取り組み、知識や技術を深めて

いきたいと思います。スタッフの皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。  

 山手小学校、大久保北中学校、明石高校、梅田

にある宝塚大学というところが出身校です。生ま

れも育ちもこの明石というところでなので、本院

で働くことができてすごく嬉しいです。 

 性格は人見知りせず話せるので、うるさいぐら

い話してしまうことがあるのでそこには注意して

沢山の方々と関わり、新卒としてここで成長して

いきたいと思いますので、ご指導のほどよろしく

お願いします。 

私は看護師を初めて今年で7年目になります。4月から大西脳神経外科病院での新

しい生活が始まり、今まであまり馴染みのなかった土地での生活は新鮮で楽しみな

反面、これからのことを考えると不安も大きくありました。しかし、実際に研修が

始まると同期と話す機会が増え、同じような不安な気持ちを共有できる仲間ができ

ました。また、先輩方も日々の忙しい業務の中でも笑顔が絶えず、とても親切にご

指導くださり、不安な気持ちも和らぎました。まだまだ未熟でご迷惑をおかけする

ことも多々あると思いますが、一生懸命頑張っていきたいと思っているのでよろし

くお願いします。    

 母の勧めで看護師を目指し、鹿児島の5年

一貫の専門学校を卒業しました。赤面症で、

すぐ顔が赤くなってしまうのですがその時は

気にしないでください。神戸の方に住んでい

て明石周辺の事はまたまだ分からないのでも

し良ければ教えて頂いたら嬉しいです。 

 ご迷惑を沢山かけてしまうと思いますが一

生懸命頑張るのでこれからもよろしくお願い

します。  

母の勧めで看護師を目指し、鹿児島の

一貫の専門学校を卒業しました。赤面症で、

すぐ顔が赤くなってしまうのですがその時は

気にしないでください。神戸の方に住んでい

て明石周辺の事はまたまだ分からないのでも

し良ければ教えて頂いたら嬉しいです。

ご迷惑を沢山かけてしまうと思いますが一

生懸命頑張るのでこれからもよろしくお願い

します。 

吉賀 仁美 / 藤井 カンナ 

 看護師になろうと思い三木にある西神看護専門学校

を卒業し、新卒で入職させていただきます。 

 実習で大西脳神経外科病院でお世話になり、ここで

働きたいと強く思い入職しました。出身は明石市の二

見です。たくさんご迷惑をおかけすると思いますが、

明るく元気よく、精一杯頑張りますので、よろしくお

願いします。 

「学びを深めるために」 南４階病棟 看護師 吉賀 仁美 

「初めまして」 

  南４階病棟 看護師 藤井 カンナ 

「生まれ育った明石で」 
  南４階病棟 看護師 魚住 胡優希  

竹内 亜沙美 / 林 優華 

魚住 胡優希 

「明るく元気に」 南４階病棟 林 優華 

「新生活が始まって」南４階病棟 竹内 亜沙美 
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北3階病棟 看護師 松山直子 「健康であること」 

 私が看護師を目指そうと思ったのは、30代半

ばの時でした。それまでは、飲食店勤務を長年し

てきましたが、手に職をつけ、やりがいのある仕

事をしてみたいと考え、自分の年齢からでも挑戦

できることは何か悩んでいた時期がありました。

そんな時に、社会人を経て、看護師になった友人

の話を聞く機会があり、自分がやりたいことは看

護かもしれないと、強く看護の世界に魅力を感

じ、そこからは、何の迷いもなく仕事を辞め、学

校に行くことを決意し、今に至ります。 

 少しでも早く技術と知識を身に付け、個別性の

ある看護で、患者さんに寄り添いたいです。精一

杯頑張りますのでよろしくお願いします。  

 私は京都府出身、21歳の新卒です。大西脳神経外科

病院では昨年の治療実習で2か月お世話になりました。

その間は新たな学びと気づきに溢れた、有意義な時間で

した。当院の理学療法士の方々は、SJFやBATなどの

治療技術を有し、院内外の勉強会にも積極的に参加され

ています。 

 私は、当院で医療に従事する先生方の、真に有益な治

療を提供する姿と、学びに対しする積極的な姿勢に感銘

を受け入職を熱望しました。これから私は、自分の行っ

ている検査や治療に、明確な目的と根拠を持っている理

学療法士を目指し、日々成長していきたいと思います。 

 出身は山口県で兵庫県のことは何も分からないのでこれから少しずつ探索していきたい と思っています。趣

味は、体を動かすことで休みの日はランニングをしているのでランニング 友達を募集中です。 

 まだ、右も左も分からない新人ですが、これから大西脳神経外科病院の一職員として患者さんに誠実な態度で

専門的高度医療を提供できるよう日々精進したいと思っています。 これから、共によろしくお願いします。 

 私は医療とは違う業界での社会人経験を経てから、准看護師として3年、現在は看護師として4年目となりま

す。前職場は脊髄損傷や四肢切断の障害者病棟であったため、脳外は初めての分野です。色々と不安はありま

すが、日々学びながら経験を積んで行きたいと思っています。 

 そのためには自分自身が身体的にも精神的にも健康であることをモットーにしています。私の趣味は旅行を

始め、アウトドア全般です。登山や釣り、シュノーケリング、スキー、スノボ、キャンプ等、時間があれば気

分転換を兼ねて体力作りに勤しんでいます。いつか信州方面の山にチャレンジしたいと思い、近場の山をチョ

ロチョロと登っているので、同じ趣味の方がいらっしゃったらご指南よろしくお願いします。  ロチョロと登っているので、同じ趣味の方がいらっしゃったらご指南よろしくお願いします。 ロチョロと登っているので、同じ趣味の方がいらっしゃったらご指南よろしくお願いします。 

 今までは心不全や肺炎など一般内科での勤務

でしたので、脳神経外科分野は心機一転、いち

から勉強していきたいと思っております。 

人見知りがつよく一生懸命になると顔が怖いと

よく言われますので、できる限り笑顔を心がけ

て先生、先輩ナースの方々、患者家族さまなど

関わる方々へどんどん話しかけてコミュニケー

ションを図っていきたいと思っております。 

話しかけられた方々、優しく返していただける

と嬉しいです。よろしくお願いいたします！ 

米村 由加里 / 松山 直子 / 貴島 美知子 

小倉 義弘 / 西崎 兵雅 

「心機一転」  

    北2階病棟 看護師 米村 由加里 

「魅力を感じて」 

   北3階病棟 看護師 貴島 美知子 
「社会人と理学療法士のスタート」 
         理学療法士 小倉 義弘 

「医療人としての一歩」理学療法士 西崎 兵雅



でリフレッシュして頂ければ作った甲斐も

あると言うものです。 

 今回は新入職員さんを知っていただこう

と思い全員の原稿を載せました。少し文字

が多い感じもしますが皆さんの気持ちが載

せてあります。共に働く仲間として少しで

も相手を知ることができたらいいなと思い

ます。            （吉野） 

 この時期5月病という言葉をよく耳にし

ますが、最近では6月病もあるらしく、こ

うなると7月だって8月だって、何なら12

月だって病気になりそうな気もします。気

持ちの持ちようと言ってしまえばそれまで

ですが、仕事で失敗が続いたりすると時期

にかかわらず気分は下がり気味ですよね。 

そんな時にはぜひこの「ぶれいん」を読ん
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大西脳神経外科病院 

 出身は神戸市西区で高校は明石の高校に通ってい

ました。こうして地元の病院で働けることをうれし

く思います。右も左もわからず、覚えることも多く1

日があっという間に過ぎていきます。先輩方はとて

も優しく丁寧に教えてくださいます。この方達の下

しっかりとした技術を学び、習得できるように努力

していきます。検査時に他職種の方々に協力してい

ただく事が多々あると思います。その時はよろしく

お願いします。 

「新たなスタート」  

         診療放射線技師 永冨 克弥 

 大阪の総合病院にて6年間放射線技師を務めた中で

脳神経外科領域に興味を持ち、この大西脳神経外科病

院に来させて頂きました。入職して1ヶ月ですが、先

輩技師の各モダリティの検査技術や画像診断能力に驚

かされ、専門性の高い検査や撮影に日々刺激をもらっ

ています。各部署の皆さんや先生方に顔を覚えてもら

い、できるだけ早く仕事を覚え大西脳神経外科病院の

一員として戦力になれるよう努力していきますので、

皆さんご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 
お願いします。

位上 花織 / 永冨 克弥 / 磯谷 直紀 

「スキルアップのために」  

        診療放射線技師 磯谷 直紀 

 以前は小さな診療所ではありましたが脳神経外科とい

う同じ領域に携わっておりました。そこで脳神経外科を

魅力に感じ、この分野に携わる診療放射線技師として更

なる探求やスキルアップが出来ればと思い４月より入職

させて頂きました。平成から令和へと時代も変化してい

く中、常に進化し続けるこの病院に相応しい職員となれ

るように、前職より大きな病院でまだまだ戸惑うことの

方が多いですが今まで学んできたことも活かしながら１

つの領域を様々な視点で深く追求していけるよう日々精

進していきたいです。 

 はじめまして、薬剤師の榊 由加と申します。前職は調剤薬局に勤務していまし

た、病院での勤務は17年ぶりとなります。それ故、電子カルテを見るのも初めてと

いう浦島太郎状態で、薬剤部に居ながら見ること知ることが出来る情報量の多さに

感動しております。家族は旦那様一人、猫1匹。猫は茶トラの女子、2歳、名前は

「うるめ」。うるめいわしのうるめ。「潤目」が由来です。「猫が足りない」状態

で元気がなくなり、猫チャージすると復活するアル中ならぬ「猫中」を患っており

ます。猫好きの仲間を増やしたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

「初めまして」 診療放射線技師 位上 花織 

「よろしくお願いします」 薬剤師 榊 由加  


