
地 域 と 医 療 で 咲 く コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

兵庫県立尼崎総合医療センター だより　

あまが　
Amagasaki General Medical Center （AGMC）

今年もフレッシュな26人の
研修医の皆さんから自己紹介を！

［県立尼崎総合医療センターの新しい顔］

2022

5月
No.96

●ぶらり～っと病院探訪  ～プレイルームのご紹介～
●ご寄附のお願い
●マスク着用のご協力をお願いします　●面会禁止のお願い　●患者の権利・義務憲章

●［AGMCニュース］駐輪場が移転しました！



あまが咲だより　2022年5月発行 No.96

某人気漫画に登場する鬼ではござ
いません。趣味は楽器の演奏で
す。皆さん宜しくお願いします！

赤座 優大 出身地：大阪市

サッカー部で鍛えられた体力を活
かし、皆様の健康を全力でサポー
トさせて頂きます！
よろしくお願いします！

有村 尚人 出身地：大阪府

大学ではテニスをしてました。
県民の皆様のご期待に添えるよう
頑張ります。

池田 拓真 出身地：三重県

生まれ育った兵庫県に帰ってきま
した。皆様の健康に少しでも貢献
できるよう頑張りますので、よろ
しくお願い致します。

金田 航亮 出身地：神戸市

初の兵庫県民となりますが、みな
さまのお役に立てるように真摯に
頑張ります！
よろしくお願い致します。

幸田 真実 出身地：京都府

テニスやゴルフなど体を動かすの
が好きです。精一杯頑張りますの
でよろしくお願いします！

櫻井 綾乃 出身地：兵庫県

新天地尼崎にて一人前の医師にな
れるよう精進します。
どうぞよろしくお願いいたします。

山本 康平 出身地：徳島県

皆様の健康的な生活をサポートし
ていきます。
温かく応援して下さい！

山本 将也 出身地：熊本県

北海道のような広い心と思いやり
を持って一生懸命皆さんのお力に
なれるよう頑張ります。
よろしくお願いいたします。

劉　淼 出身地：北海道

大学ではヨットをしていました。
患者さんに寄り添い精一杯頑張り
ます。よろしくお願いします。

平野 裕樹 出身地：兵庫県

今年から尼崎に来ました。元気に
明るくをモットーにみなさんの悩
みに一生懸命に寄り添います！
よろしくお願いします！

藤井 雄也 出身地：大阪府

フグが有名な山口県出身で、この
春から尼崎にやってきました！
兵庫県の医療に貢献できるよう
に精一杯頑張りますので、よろし
くお願いします！

藤本　香 出身地：山口県
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大学は島根県で関西に住むのは初
めてです。患者さんが相談しやす
い医師になれるよう、精一杯頑張
りますのでよろしくお願いします！

池田 光希 出身地：岡山県

初期研修医の一柳明希子です。
大学ではあまり活動できませんでし
たが弓道部に入っていました。日々成
長していけるよう励んで参ります！

一柳 明希子 出身地：兵庫県

阪神地域の医療に少しでも貢献で
きるよう、日々精進していきます。
よろしくお願いします。

伊藤　聡 出身地：大阪府

大学から関西に来ました。
未熟者ですが、丁寧に診療できる
よう精一杯頑張って参ります。
よろしくお願いします。

王　逸 出身地：横浜市

この度、地元である阪神地域に
戻ってきました。兵庫県の地域・社
会に貢献できる医療人になるため
に、ここ尼崎で精進して参ります。

島田 遥生 出身地：兵庫県

大学では合唱をしていました。
患者さんに頼られるような医者を
目指して頑張ります！

豊原 圭一郎 出身地：福岡県

兵庫県民のみなさまのご期待に
応えられるように精一杯頑張りま
す。よろしくお願いします！

中本 貴己 出身地：広島県

大分から地元の兵庫に戻ってきま
した。これから患者さん一人一人
に寄り添える医師になれるように
頑張りたいと思います。

名倉 理恵 出身地：神戸市

まだまだ未熟者ですが皆さんの
歯の健康に関わっていきたいと思
います。
よろしくお願いします。

北村 直道 出身地：大阪府

大学生活を北海道と徳島で過ご
し、地元に戻ってきました。
歯科医師としてのスタートを尼崎
で精一杯頑張ります。

森田 隆寛 出身地：兵庫県

生まれ育った兵庫県の医療に貢献で
きるように精一杯頑張ります。患者様
に寄り添うことのできる医師となれ
るように研鑽を積みたいと思っており
ます。よろしくお願いいたします！

本田 郁子 出身地：兵庫県

生まれ育った兵庫県で働けること
を大変嬉しく思います。
患者様のために精一杯頑張ります
のでよろしくお願いいたします。

松丸 直裕 出身地：兵庫県

兵庫の皆さんのお役に立てるよう
に精一杯がんばります。
誠実な医師になれるように日々精
進していきます。

松山 義直 出身地：奈良県

大学から関西でこの春から尼崎に
参りました。
皆様のサポートをできるよう全力
で駆け抜けます！

森田　潤 出身地：愛知県



AGMC ニュース
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が移転しました
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患者サポート
センターの役割
患者サポート
センターの役割

工事のお知らせ工事のお知らせ

　令和４年度下期に「患者サポート
センター棟」が現在の駐輪場に完成
予定です。それに伴い駐輪場が南東
へ100メートル移動しました。３月よ
り段階的に工事を行い患者さんにはご迷惑をおかけしておりましたが、４月
27日に完成いたしました。また、駐輪場から病院までの通路も新しくなってお
ります。今までご利用いただいていた駐輪場は「患者サポートセンター棟」建
設のため、４月28日よりご使用出来なくなります。ご注意ください。

　駐輪場の移転に伴い、跡地に「患者サ
ポートセンター棟」建設工事が開始されま
す。工事車両の通行・通路の変更・騒音等、
患者さんにはご不便、ご迷惑をお掛けしま
すが、より良い病院にしていくためご理解
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　患者さんに安心してご入院していただくために、入
院前に詳しい説明を担当する部署です。 患者サポート
センターでは専門の看護師、相談員、薬剤師、事務職
員が患者さんごとに必要な情報や入院時のご希望、不
安などを把握することで、入院時に患者様が安心して
ご入院して頂くために事前に準備を整えて参ります。

立体駐車場

▼
北玄関

▶正面玄関
兵庫県立尼崎
総合医療センター
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＜駐輪場から病院までの通路＞



DONATION

ぶらり～っと

病 院 探 訪

当院は、地域の皆様とともに、より地
域に開かれた病院づくりを進めていく
ため、寄附を受け入れております。
皆様のご支援・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

ご寄附の趣旨に沿って、当院の運営のための機器購入や臨床研究、
スタッフ育成など、幅広く活用させていただきます。

ご寄附のお願い

兵庫県立尼崎総合医療センター  総務部総務課
〒660-8550 尼崎市東難波町2-17-77
TEL.06-6480-7000（代表）

●寄附の使途

●寄附のお申し込み・お問合せ先
ご寄附のお願い

プレイルームプレイルーム
入 院しているお子さんのためのプレイルームがあ

るのはご存知でしょうか。
　今月は5階東（小児）病棟にあるプレイルームを探訪
してきました。ウサギさんや空の絵が壁に描いてあって
楽しく遊べる雰囲気です。おもちゃや絵本もたくさんあ
って、大人も童心に返ってしまいそうです。もちろん感
染症対策も万全で、各所に除菌シートが置いてあり安
心して遊べる環境になっています。保育士さんや子ど
も療養支援士さんたちと楽しそうに遊んでいるこども
たちの笑顔が見られます。
　プレイルームのドアの前では、みなさんの欲しいも
のが書かれた花びらが満開の桜の木を見つけました！
「冷蔵庫」「車」「テレビ」と現実的な欲しいものが並
んでいたり、「プリキュアのおにんぎょう」「ねずこのキ
ーホルダー」なんてかわいらしいお願いもあ
ったりで眺めていてつい顔がほころびました。
「コロナのない生活」「戦争のない世界」「平
和」など切実な希望が書かれた花びらも多く
見られ、私も希望の桜の木の前で、平和の花
びらが世界中に咲き誇る日が一刻も早く来る
ことを心から祈りました。



兵庫県立尼崎総合医療センター

兵庫県立尼崎総合医療センター
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５月、新緑の美しい季節になりましたね。
田舎育ちのワタシは、子供の頃、その辺のヨモギを摘んで母とヨモ

ギ餅を作ってました。「欲張らずに柔らかい新芽だけ摘むのよ」と言われたのに、ついつい大
きい葉っぱも摘んでしまって、よく母に怒られてましたね。他にも、家族で近くの山に行って
は、ワラビやゼンマイ、キャラブキなんかをとってきて、晩ご飯のおかずにしたり…。
ワタシにとって、５月は新緑が「美味しい」季節なのでした。　　　　　　　　　 （K.N）

不織布マスクの
正しい着用をお願いします

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外来患者さんをはじめご来院の方
には、マスクの着用をお願いしているところです。
入院中の患者さんにつきましても、医学管理上マスク着用が困難と判断した
場合を除き、マスクの着用をお願いしております。
なお、ウレタン、布マスクでは著しく感染防護効果が落ちることが知られて
いますので、入院時には、ウレタン、布マスクではなく、不織布マスクの準備を
していただきますようご理解、ご協力をお願いします。

■阪神地域の中核病院としての「高度専門・救急医療」
■患者・医療者、お互いの「納得・安全・チーム医療」
■救急・紹介を「断らない医療」
■住民・患者・医療者・福祉・介護・行政が全体で１つの
 「地域医療」
■医療水準向上のための「教育・臨床研究・自己研鑽」

当院では面会を全面的に禁止しており
ます。なお、患者さんの着替えなどの荷物
の受け渡しは病棟職員が対応しますので、
防災センターにお声がけください（１１時
～１８時）。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

面会禁止の
お願い

お知らせ掲示板

理　念
高度・良質な医療による社会貢献

基本方針

患者・医療者共に協力して「患者の権利」と「患者の義務」を
尊重し守る

１．公平に医療を受ける権利
社会的な地位、疾病の種類、国籍、宗教などにより差別
されることなく、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果
的な医療を受ける権利

２．一人の人間として、尊重される権利
各々の人格、価値観が尊重され、患者・医療者が互いに
協力して、医療をつくり上げていく権利

患者の権利・義務憲章

編 集
後 記

【患者の権利】

３．納得医療の権利
医療提供者から説明と情報提供を受ける権利／自分の意思
で治療方法等を決定する権利／希望しない検査や治療を
断る権利

４．セカンドオピニオンの権利
複数の専門医等の意見を求める権利／他の医療機関に
変わることもできる権利

５．診療情報の提供を求め、自分の意見を述べる権利
６．プライバシー保護の権利
診療の過程で得られた個人情報が守られる権利

７．臨床研究についての権利
目的・危険性について情報提供を受ける権利／参加するか
どうかを決める権利／途中でも中止を求める権利／参加
しなかった場合でも不利益を受けない権利

１．医療者側に情報を知らせる義務、理解できるまで質問する義務
家族の状況、既往歴、病状の変化、現在の症状等を、正確
に知らせる義務／医師等の説明で、よく理解できない点を
理解できるまで質問する義務

２．医療に意欲を持って取り組む義務
合意した検査・治療方針に自ら意欲をもって取り組む義務

３．規則と指示を守る義務
病院内の規則や指示を守り、他の患者に支障を与えない
義務

【患者の義務】


