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「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！」

周産期ネットワーク運営委員会
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心臓血管外科部長に長門久雄氏が着任。
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県立尼崎総合医療センターの

新しい顔

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！

石崎 功汰

稲垣 泰申

上田 晃平

上村 友香

吹田から電車で10分ちょっとの尼崎で診療

カメラが趣味で、尼崎の素敵な場所を見つけ

長年過ごした京都を後に尼崎に来ました。中

大学6年間を兵庫で過ごし、部活は硬式テニ

できるのが嬉しいです！スノーボードで鍛え

て撮影したいと思っています。Red Bull飲ん

学からやってきた野球で鍛えたガッツを胸に

ス部に所属していました。笑顔のラリーを繋

たハートで何事も飛び越えて行きたいです！

で仕事頑張ります！

何事も全力投球がモットーです！

いでいけるよう頑張りたいと思います。

田島 史保子

田辺 悦子

田邉 万璃子

中谷 至秀

学生時代、甲子園でビールの売り子をしてい

モノづくりの町、東大阪で育ちました。尼崎

バレーボールと紅茶が大好きです！新天地

学生時代を大阪、京都で過ごし、今年尼崎に

ました。尼崎は阪神愛に溢れていますね。新

の医療に貢献できるよう、日々コツコツと、

尼崎でも貢献できるよう頑張ります！

やってきました。持ち前の関西愛で、アット

生矢野阪神同様、フレッシュに頑張ります！

一歩ずつ成長していきたいと思います！

藤原 由美子

益田 顕拓

森川 総一郎

山本 将彰

大学で合気道部に入っていました。合気道で

福岡出身の九州男児です。尼崎の事をまだよ

この春から尼崎にやってきました。野球は阪

登山、マラソン、ウィンド、野球と体を動かす

培った持久力と和の心をもって日々に向き

く知らないので休日はよく探検してます。出

神ファンではありませんが、コミュニケーショ

のが大好きです。少したるんでますが、筋トレ

合っていきます！

没スポットは阪神尼崎駅周辺です。

ン能力を活かして頑張っていきます。

で引き締めるので見てて下さい！

出身 吹田市

出身 大阪市

出身 豊岡市

出身 和歌山県

出身 東大阪市

出身 福岡市

出身 京都市

出身 京都市

出身 奈良県

出身 守口市
ホームな医療を提供したいと思います。

出身 京都市

出身 神戸市

葭

七海

池田 真子

出身 芦屋市

出身 羽曳野市

大学では水泳部に所属していました。

旅行が大好きで6年間たくさんの国を

小中高大と兵庫で育ったので、これか

旅しました。得意技はジェスチャーです。

ら成長して精一杯恩返しをしていきた

言葉だけでなく全身で尼崎を支えます！

いです！

神田 欣也

北中 麻里

児玉 汐梨

瀬川 湧生

奈良で高校、大学時代の9年間を過ごしまし

生まれ育った尼崎の地に戻ってこられて光栄

大学は神戸市でお世話になりました。フット

兵庫、大阪、京都と彷徨う内にコテコテの関

た。兵庫は初めてですが、新しい土地で医師

です。私らしくマイペースに笑顔で頑張りた

ワークの軽さが売りなので困っている患者さ

西人に。ダウンタウンの聖地尼崎にて笑いに

生活を始めることに胸を膨らませております。

いと思います！

んの元へ飛んでいける医師になりたいです。

磨きをかけるべく精進します！

信正 智輝

原

藤井 美聡

藤原 裕也

医師として自分の出来ることを全うしたいと

医療の知識や技術だけでなく、ダウンタウン

よく卓球の石川佳純選手に似てると言われ

バリバリの関西人藤原です。趣味はインドア

思います。若輩者ではありますが、よろしくお

のお二人の様なお笑い力、話す力もしっかり

ます。まだまだ未熟ですが、日々成長していけ

系からアウトドア系まで幅広いので色んな話

願い致します。

磨いていきたいと思います。

るよう頑張ります！

をしましょう！

山本 紘子

渡邊

長野 有悟

福山 裕望

大学では硬式テニスをしていました。これか

取り柄は身長です。頭一つ出てますので是非

歯科医の父に憧れ、ようやくなれた歯科医。

「元気の源は食べることから」を常に考え、野

らは患者さんと心の通ったラリーをしていき

探してみてください笑。高いところから視野を

お口の健康のお役立ち出来るように尼崎市

球部のマネージャーで培った寄りそう心を大

たいです。よろしくお願いします！

広く持って頑張ります！

民の皆様へ尽力致します。

切に、お口の健康のお手伝いをします。

出身 吹田市

出身 大津市

出身 大阪府

出身 尼崎市

諒輔

出身 徳島県

望

出身 京都市

出身 大阪市

出身 東大阪市

出身 西宮市

出身 大阪市

出身 豊中市

出身 神戸市
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委員会・部会めぐり
−豊 かな 医 療 を育 む ため の 協 議−

適切な運営および安全な医療提供を行うために、
多職種で運営されている院内委員会・部会です。

周 産 期 ネット ワ ー ク
運 営 委員 会

周産期ネットワーク運営委員会 委員長
（産婦人科 科長）

廣瀬 雅哉

産科セミオープンシステムの
円滑な運営をサポートします。
■ 委員会の紹介・特徴
周産期ネットワーク運営委員会は平成23年に当院で産科セミオープンシステ
ムを開始するにあたり、これを運営するための院内組織として設置されました。
産科セミオープンシステムは、妊婦健診をクリニックで、分娩を病院で行うという
地域医療連携システムで、クリニックと病院が一体となって共同診療体制を組み
妊婦さんの診療にあたるものです。クリニックで妊婦健診を行うことで利便性を
高め、分娩や緊急時の対応は当院で行うことで安全性を高めることにより、より
良い医療サービスを提供することができます。

《 構成メンバー 》
診療部（産婦人科、小児科、救急部、
地域医療連携センター）、看護部、
医事課、尼崎市産婦人科医会
…計11名
左 から吉永、伊 藤、山田、村尾、西 田、津 村、廣 瀬、木 村、西 村、橘

■ 活動内容

■ 妊婦さんへのメッセージ

平成30年は1103件の分娩のうち、

リスクの低い妊婦さんは是非、

309件（28％）の方が産科セミオープ

産科セミオープンシステムを

ンシステムを利用し分娩されました（図

ご検討ください。

参照）。登録 施 設は現在、尼崎市、伊丹
市、宝塚市の12クリニック（表参照）で
す。当委員 会では、定 期的に委員 会を

【 登録施設 】12クリニック

開催し、運営上の問題点、改善点を話し
合っています。今後とも皆様からご意
見、ご要望をいただきます

尼崎市

●伊藤産婦人科医院

●大原クリニック

●ウイメンズクリニック横田

●武居レディースクリニック塚口院

ようお願いいたします。
伊丹市
宝塚市

●いけざわレディースクリニック
●レディースクリニックTaya
●清水産婦人科医院

●JUNレディースクリニック

●衣笠クリニック
●さかねレディースクリニック

●みつこウイメンズクリニック

●愛和レディースクリニック

心臓血管外科の新体制がスタート
心臓血管外科部長に
長門久雄氏が着任。

AGMC

ニュース

4月から当院循環器センターの心臓血管外科で勤務しています。先天
性心疾患の外科治療責任者を拝命しました。伝統ある当センターで治
療に当たれる事は非常に光栄です。近年は複雑心奇形の治療に関わっ
てきましたが、その治療 成績の向上には目を見張るものがあります。
治療を受けられるお子様、ご家族の皆様に喜んで頂けるよう、チーム一
丸となって努力してまいります。

ご質問、
ご相談などお気軽に
お寄せください。

心臓血管外科 部長

長門 久雄

セミナーのご案内

連絡先：amacvs@gmail.com

第75回市民すこやかセミナー
『元気に長生き口腔ケア』

テーマ

【講

師】県立尼崎総合医療センター
●歯科口腔外科 医師 藤村 和磨
●歯科衛生士 岡

【日

香織／難波

渚

時】令和元年6月21日（金曜日）
午後2時〜3時30分（開場1時30分〜）

【場

所】県立尼崎総合医療センター 講堂（1階）
定員：120名（参加費無料・予約不要）

★会場の防災管理上、定員になり次第入場を制限させていただきます。
★お問い合わせ ： 県立尼崎総合医療センター 地域医療連携センター
☎ 06-6480-7000（代表）

方の
多 くの
を！
ご参加

あまが咲だより
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患者さんと医療者をつなぐ役割を
担っています
医事課
医事課を分かりやすくいうと医療事務ですが、患者さんが病院に来られ、帰られるまでの
外来・入院診療に係る受付業務から、
「診療報酬」の適正な計算・請求業務を行うほか、さら
に医療費の個人未収金についての相談・管理・請求に関する業務についても行っています。
病院の運営に必要な診療に関する情報を取りまとめ、資料の作成及び分析を行い他部門と協力して、診
療機能の充実や収益確保のための対応策、施設基準の取得や管理を行っています。また、法令に基づく報
告届出等も行っています。

ぶらり〜っと 病 院 探 訪

屋上庭園
5

階の屋上庭園を探訪しました。院内中央のシースルーエレベ

今月の
表紙写真

ーターで５階まで上がり、左手に突き当たりまで進むと入り

口があります。平日9：00から17：00まで開放されていて自由に
出入りができます。取材をした日は４月上旬、入り口の少し重たい

研修医の
皆さん

ドアを開けると、肌寒さの残る風が吹き込んできました。様々な
種類の木々に迎えられ奥へ進むと、花々がつぼみをふくらませて
いました。ベンチで休むことのできる憩いの空間になっています。

当 院 で は 、今 年

柵から外を覗くと、当院裏側の庄下川のようすや、遠くに山も見る

度26名の研 修医

ことができ、気分がリフレッシュするような景色が広がっていまし

を 迎 え まし た 。２

た。庭園の隣にはリハビリテーション室があり、患者さんはリハビ

年間の研修でいろ
いろな科をまわり

リをしながら開放的な眺めが見られるようになっています。

実務経験を重ねま

このあまが咲だよりがみなさまのお手元に届く頃には、つぼみ

す。フレッシュな気
持ちで 頑 張ります

も花開いている時期かと思います。診察の待ち時間などにぜひ一

ので、どうぞよろし

度訪れてみてください。

編 集 後 記

くお願いします。

新緑の季節、緑がみずみずしく感じられる季節になりました。心機一
転、やる気に燃えている方も多いのではないでしょうか。一方で、就職や

異動、一人暮らしを始めるなど、環境が大きく変わると、不調をきたしやすい時期でもあります。無理
をせずに、じっくりと。でも頑張るところはしっかりと。まだまだ始まったばかりです。あまが咲きだよ
りの編集メンバも新しくなり、一ヶ月が経ちました。
あまが咲きだより、まだまだ頑張ります！（T.Y.）

兵庫県立尼崎総合医療センター

Hyogo Prefectural Amagasaki General Medical Center（Hyogo AGMC）

〒660-8550 兵庫県尼崎市東難波町二丁目17番77号
URL : http://agmc.hyogo.jp/

TEL 06-6480-7000（病院代表） FAX 06-6480-7001
兵庫県立尼崎総合医療センター
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