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半田中央病院だより
新入社員紹介

神田美悠紀

かんだみゆき

介護福祉士

神谷あけみ

かみやあけみ

介護福祉士

斉藤千鶴

さいとうちづる

介護福祉士

山田一輝

やまだかずき

介護福祉士

明るく・元気に患者様の笑顔とやる気を大
事にしてケアしていきます！まだまだ未熟
者ですがよろしくお願いします！

スタッフの方々に助けてもらいながら、楽
しく仕事をさせて頂いています。まだまだ
分からない事や出来ない事がありますが、
頑張っていきますので、宜しくお願い致し
ます。

入院によって不安なこともあるかと思いま
す。たくさんコミュニケーションをとって
入院中、退院後もご本人・ご家族様が少しで
も安心して過ごすことができるようにして
いきたいです。

令和2年3月1日より、あべクリニックショ
ートステイから異動となりました介護福祉
士の山田一輝と申します。まだまだ未熟な
所が多いですが、一つずつこなしていきた
いです。
よろしくお願い致します。

吉田

阿南沙樹

恩田静香

畔上はるみ

梢

よしだこずえ

介護福祉士

あなみさき

看護師

おんだしずか

看護師

あぜがみはるみ

看護師

3月から働かせて頂いております。
病棟での
勤務は初めてですが、色々な知識と技術を
習得し、皆様にとって信頼と癒しの存在に
なれるよう頑張りたいと思います。宜しく
お願い致します。

私は回復期で働く看護師として、患者さん
の意思や家族の意向を踏まえてより良く今
後の生活を送れるよう日々の関わりの中で
導きだし、一人一人に寄り添った看護が提
供できるよう努力していきたいです。

笑顔を忘れず、明るく元気に頑張っていき
ます。

笑顔を忘れずに持ち前の明るさと元気で頑
張ります。
宜しくお願いします。

北川桂子

渋谷さくら

西

奥村つかさ

きたがわけいこ

看護師

しぶやさくら

看護師

晴菜

にしはるな

看護師

おくむらつかさ

看護師

少しおっちょこちょいですが、一生懸命頑
張ります。今はわからないことばかりです
が、責任感を持ち笑顔で仕事に取り組んで
いきたいと思います。
宜しくお願いします。

患者様・ご家族様の思いに寄り添いながら日々関わ
らせて頂きたいと思っております。
また、
少しでも笑
顔で入院生活を送ることができるよう関わらせて頂
きます。
至らない点などあり、
ご迷惑をおかけするこ
ともあるかもしれませんが、全力でスタッフの皆様
から学んで吸収し、患者様と関わらせて頂きますの
で、
どうぞ宜しくお願い致します。

人見知りで自分から話しかける事が苦手な
ので気軽に話しかけていただけると嬉しい
です。不慣れな点もあるとおもいますが、早
く仕事を覚えられるよう頑張ります。宜し
くお願いします。

はじめての回復期ですが、他職種と連携を
とり、これまで急性期で学んだことを生か
して笑顔を忘れず、
頑張りたいと思います。

鬼木亜李沙

出口佐弥香

生田智也

坂本栞菜

おにきありさ

看護師

5月から入職しましたが、回復期は初めてとな
ります。
今まではICUにいましたので、
元気に回
復していく患者様の過程を見ていきたいと思
います。回復期ならではの在宅調整やリハビリ
など、色々と勉強したいと思っていますので宜
しくお願いします。

でぐちさやか

看護師

5月から西知多より異動となりました。
回復
期は今年で5年目となりますが、
まだまだ知
識不足な所もありますので、患者様の気持
ちに寄り添いながら頑張りたいと思います。

いくたともや

PT

患者様一人一人の生活に合わせたリハビリ
テーションを提供出来るように日々精進し
て行きたいと思っています。よろしくお願
い致します。
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さかもとかんな

OT

4月から入職した作業療法士の坂本栞菜で
す。不慣れなことも多く、ご迷惑をかける事
もありますが、利用者様の笑顔のために精
一杯頑張りますのでよろしくお願いします。
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杉浦敦子

すぎうらあつこ

OT

皆川怜子

みなかわれいこ

PT

加藤正崇

かとうまさたか

OT

山田直樹

PT

やまだなおき

４月から半田中央病院に入職しました。患
者様に信頼される作業療法士になれるよう、
寄り添い毎日元気に頑張りますのでよろし
くお願いします。

まだまだ分からないことばかりですが、患
者様の生活に合ったリハビリを行い、信頼
されるような理学療法士になりたいです。
ご迷惑をかける事があると思いますが、精
一杯頑張ります。
よろしくお願いします。

4月から入職した加藤正崇です。
患者様に笑
顔で寄り添うことが出来る作業療法士を目
指していきたいと思います。精一杯頑張り
ますのでよろしくお願いします。

回復期病棟の役割を十分に理解し、患者様
がより良い状態で在宅や施設に復帰できる
ようにリハビリを頑張っていきたいと思い
ます。
よろしくお願いします。

加古明里

山下紗緒里

富田雄貴

森田真哉

かこあかり

PT

やましたさおり

PT

とみたゆうき

PT

PT

もりたしんや

4月から入職しました理学療法士の加古で
す。患者様の生活に寄り添いながらリハビ
リテーションを提供できるよう頑張ってい
きます。
よろしくお願いします。

4月から入職しました。
理学療法士の山下で
す。患者様の気持ちに寄り添ったリハビリ
テーションが行えるように努力していきた
いです。
これから宜しくお願い致します。

4月から入職しました。
理学療法士の富田で
す。患者様に寄り添えるような、理学療法士
になる事ができるよう頑張ります。これか
ら宜しくお願いします。

4月から入職しました、
理学療法士の森田で
す。前職での経験を活かし、少しでも早く皆
様から信頼されるよう努力していきます。
不慣れなことも多いのでご指導の程、宜し
くお願いします。

加藤綾子

伊藤

杉浦文香

谷口裕子

かとうあやこ

PT

聡

いとうさとる

事務

すぎうらふみか

事務

事務

たにぐちゆうこ

4月から西知多リハビリテーション病院よ
り異動してきました。楽しみを持ち生活が
送れるよう微力ながら関わっていけたらと
思いますので、
よろしくお願いします。

この度、法人内の人事異動によりお世話にな
ることになりました。10年間在宅のケアマ
ネをやっていましあたので、その経験を活か
し地域の方々のお力添えになれればと思っ
ています。今後とも宜しくお願いいたします。

昨年の9月から在宅医療センターの事務と
して働かせていただいています。至らない
所ばかりですが、頑張っていきたいと思い
ますので宜しくお願いします。

6月より新しく在宅医療センターに入社しま
した谷口裕子です。何もわからないところか
らですのでご迷惑をおかけすると思いますが、
少しでも早く仕事を覚えられるよう努力して
いきたいと思います。よろしくお願いします。

池谷正美

森比良悦子

山本カオリ

髙本理香

いけやまさみ

看護師

もりひらえつこ

看護師

やまもとかおり

看護師

事務

たかもとりか

20年間在宅で訪問看護をしていましたが今回
在宅医療センターへ異動となり、新しい環境の
中、緊張の毎日を送っています。在宅医療セン
ターの皆さんは前向きでとても活気のある部
署です。その一員として頑張っていきたいと思
います。
よろしくお願いします。

在宅医療センターに配属になった看護師の 行き届かないところが多々ありますが、よ
森比良です。コロナの影響で続けていたヨガ ろしくお願い致します。
サークルが解散し体重UPが気になっていま
す。笑顔と誠実な心を大切に、暮らしに寄り添
えるよう頑張ります。よろしくお願いします。

不慣れなことが多く、ご迷惑をおかけする
ことが多々あると思いますが、指導やフォ
ローをして下さる方々に感謝しながら、少
しずつ成長をしていけたらと思います。ど
うぞよろしくお願い致します。

瀧沢恵子

伊藤由理

和泉和枝

たきざわけいこ

事務

患者様の立場になり思いやりを持ちながら
業務に就きたいと思います。不慣れな点が
多くご迷惑をおかけすると思いますがよろ
しくお願い致します。

いとうゆり

事務

先輩方皆さん優しくて初めての事ばかりの
私に一から丁寧にご指導してくださり、ま
だまだ色々と至らない点があるかもしれま
せんがよろしくお願い致します。

近藤彩華

こんどうあやか

事務

今年１月から働かせていただいています。
まだまだ至らない事ばかりですが一日でも
早く仕事を覚えるよう頑張りますので、よ
ろしくお願い致します。

いずみかずえ

外来看護師

昨年の６月に入職しました。まだまだ未熟
ですが、患者様に寄り添った看護ができる
ように頑張りたいです。どうぞよろしくお
願い致します。

■介護福祉士・看護師
■リハビリテーション
村瀬恭子

むらせきょうこ

外来看護師

外来は初めての経験ですが、一緒に働くス
タッフに支えられ、日々勉強させていただ
いています。患者さんが安心して通院でき
るように、努力していきたいです。よろしく
お願いします。

生駒亜矢子

いこまあやこ

外来看護師

９月から外来にて勤めさせて頂いている生
駒です。親切なスタッフの方々に教えてもら
い、助けてもらいながらこれからも患者さん
一人ひとりに合わせた看護をしていけたら
と思っています。よろしくお願いします。

吉村一寿

よしむらかず

MSW

今年２月から回復期連携室に配属となりま
した。患者様・ご家族様に寄り添った支援が
できるよう精進して参ります。

■在宅医療センター
■事務・外来看護師
■回復期連携室
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