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半田中央病院情報誌

半田中央病院だより

令和3年4月1日、医療法人メディライフの令和3年度入職式が実施され、新入職員全員で
理事長および院長の話をお聞きしました。
新入職員からは、
「患者様1番で考えて動き、
はやく沢山の方に信頼して頂けるようになり
たい。
「
」患者様が自宅復帰をするまでに日常生活動作が自立するようリハビリテーションを
していきたい。
」
との感想が聞かれました。

令和3年度新入職員紹介
令和3年4月、昨年の中途採用も含めて新しい仲間が入職しました。夢と希望を胸に抱き、
半田中央病院の一員として第一歩を踏み出しました。これから、色々な壁にぶつかりながら
も、
経験を積み、
患者様のために頑張るニューフェイスから、
ご挨拶をさせて頂きます。

回復期病棟

看護師

船越 綾美

今まで急性期病棟や整形外科クリ
ニックで勤めてきました。患者様が
笑顔で地域に戻れるよう、微力なが
らサポートしてきたいと思います。
未熟な点も多々ありますが、回復期
の特徴を学びながら努めていきま
すのでよろしくお願いします。

看護師

井上 典子

ずっと行政の仕事に関わっており、
看護師として働く事は長い長いブ
ランクがあります。子育てが落ち着
き、やっぱり病院で働きたいと思い
就職しました。少しでも早く仕事を
覚えられる様にがんばります。
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介護
福祉士

渡辺 綾子

2月から入職しました。2年程、介護職か
ら離れていましたが、これまでの経験を
活かし、患者様の心に寄り添いながら丁
寧なケアを提供していきたいと思いま
す。
『すべては患者様のために』という気
持ちで癒しの存在になれるように頑張り
たいと思います。よろしくお願いします。
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セ ラピ スト

PT

飯田 愛花

4月から入職しました、理学療法士
の飯田愛花です。これから患者様一
人一人に寄り添ったリハビリテー
ションを提供できるように努めて
いきたいと思っております。宜しく
お願いい致します。

PT

髙橋 航太

4月から入職しました。理学療法士
の髙橋航太です。患者様の気持ちに
寄り添い患者様に必要なリハビリ
テーションを提供できるように頑
張っていきたいと思っています。よ
ろしくお願いします。

OT

則政 大夢

4月から入職しました、作業療法士
の則政大夢です。患者様の気持ちに
寄り添い、希望を叶えられるような
セラピストとなれるよう頑張って
いきたいと思います。よろしくお願
い致します。

PT 理学療法士

PT

安藤 駿

4月から入職しました。理学療法士
の安藤駿です。患者様から信頼が得
られるよう、思いやりの精神を忘れ
ずにリハビリテーションを行って
いきたいと思います。これから宜し
くお願いします。

PT

上川原 優

４月から入職しました、理学療法士
の上川原です。患者様に寄り添いな
がら多くの経験を積み、患者様の生
活に貢献できるよう頑張っていき
ます。宜しくお願い致します。

OT

原田 昂輝

4月から入職しました。作業療法士
の原田です。患者様・ご家族様のお
気持ちに寄り添いながら、日々の笑
顔とその人らしい生活をサポート
していけるよう精一杯頑張ります。
不慣れな点も多いかと思いますが、
どうぞよろしくお願いします。
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OT 作業療法士

PT

ST 言語聴覚士

豊田 和佳乃

4月から入職しました。理学療法士
の豊田和佳乃です。回復期病院での
理学療法士の役割を十分に理解し、
患者様によりよいリハビリテー
ションを提供できるよう頑張りま
す。宜しくお願いします。

OT

髙橋 明夢

4月から入職しました。作業療法士
の髙橋明夢です。患者様の退院後の
生活を見据えたより良いリハビリ
テーションを提供し、親しみやすく
安心感の与えられるようなセラピ
ストを目指して頑張っていきます。
宜しくお願いします。

ST

𠮷富 沙南

4月から入職しました。言語聴覚士
の𠮷富です。患者様の退院後の生活
がより良いものになるような、一人
一人に合ったリハビリテーション
を提供できるよう頑張ります。宜し
くお願いします。
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地域包括ケア病棟

NS

服部 美栄

１月に入職した服部美栄です。やっ
と仕事にも慣れ、心にゆとりができ
ました。私はこの病院で、笑顔で楽
しく仕事をしていきたいです。ご迷
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。

NS

柳原 優香

４月から入職しました看護師の柳
原優香です。在宅で過ごす患者様と
ご家族の架け橋となれるように精
一杯頑張ります。よろしくお願いし
ます。

NS 看護師

NS

加藤 智子

笑顔を忘れず、患者様の気持ちに寄
り添った関りを大事にしていきた
いです。在宅支援に興味があり、勉
強していきたいと思います。まだま
だ未熟ですが一生懸命頑張ります。
よろしくお願いします。

NS

南波 真弓

新しく入職しました南波真弓です。
まだ戸惑いの連続で皆様にご迷惑
をかけています。ご指導頂きながら
一歩一歩着実に前進していけるよ
うに日々精進していきます。よろし
くお願いします。

事 務・栄 養 士

事務

喜多 クリス

2月に入職した喜多です。至らない
点が多々あると思いますがよろし
くお願い致します。

管理
栄養士

川﨑 妙子

1月から、半田中央病院とあべクリ
ニックで兼務させて頂いておりま
す。皆様に信頼して頂ける栄養士を
目指して頑張りますので、よろしく
お願い致します。
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NS

棈松 梢

入職して一ヶ月が経ちましたがま
だまだ分からないことも多く、戸
惑ってばかりです。精一杯頑張りま
すのでよろしくお願いします。

NS

森 愛実

昨年の10月に入職しました。森です。
まだまだ未熟な点がたくさんあり、ご
迷惑をおかけすることがあるかと思
いますが、ご指導いただきながら、一
歩一歩成長していきたいです。患者様
が笑顔で生活できるように心がけて
いきます。よろしくお願いします。
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在 宅 医 療 センター

事務

野田 詩織

昨年8月より在宅医療センターの
事務として働かせていただいてお
ります。まだまだ至らないことばか
りですが、日々成長し、少しでもお
役に立てるよう頑張りたいと思い
ます。よろしくお願い致します。

事務

青木 玲子

今年の4月から在宅医療センター
で事務として働かせていただいて
います。入ったばかりで分からない
ことだらけですが、早く患者様や皆
様のお役に立てるよう頑張ってい
きたいと思います。よろしくお願い
します。

看護師

梨子木 千佳

2月から在宅医療センターで働か
せていただいています。新しい環境
でまだまだ学ぶことばかりの毎日
ですが、一人一人の在宅生活に合わ
せた看護が提供出来るよう頑張り
たいと思います。

事務

久野 香

昨年の9月からお世話になってお
ります。直接患者様と接することが
ないですが、患者様・ご家族に寄り
添う気持ちは強く持っております。
今後ともよろしくお願いします。

看護師

白井 志織

久しぶりの医療現場復帰のため、慌
ててしまうことも度々ありますが、
優しいスタッフの方々や先生に恵
まれ、これからも頑張っていきたい
と思っていますのでよろしくお願
いします。

看護師

事務

水野 志保

4月から入職しました。まだ分から
ないことばかりですが、一つずつ学
びながら、自分にできることを一生
懸命していきたいと思います。よろ
しくお願いします。

看護師

竹内 恭子

メディライフから在宅医療セン
ターに異動となりました。環境も変
わり大変ですが、１日でも早く仕事
に慣れるよう頑張ります。

小林 菜月

4月から入職しました。在宅看護は
初めてで分からないことばかりで
すが、患者さんやご家族の思いを大
切にした看護ができるように頑張
りたいと思います。よろしくお願い
します。
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