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脳卒中・意識障害・けいれんなどの
急性疾患から神経難病・もの忘れまで
脳・神経疾患に幅広く対応します

脳神経内科

構成メンバー

提供する活動内容

神経内科は2019年から「脳神経内科」に名称が変更されました。
脳卒中、頭痛、めまい、てんかん、もの忘れなど、日ごろよく見られる脳・神経系の
症状を内科的に診断し、治療を行う診療科です。同じような病気を外科的に対応
する脳神経外科とは仲間関係にあります。
脳・脊髄・末梢神経・筋肉を対象とし、成人の急性から慢性の疾患にまで対応して
います。

影山　恭史（科長）
米田　行宏 大塚　喜久 太田　雅彦 竹内　由起 赤荻茉莉子　
古谷裕季子 橋本　　黎 塩見　悠真 赤澤　明香 山根　俊之
田中　智子 鈴木　　郁 計13名

脳卒中の診断や治療は近年、大きく進歩しました。それでも時間との闘いであり、
一刻も早い治療が望まれます。意識やしゃべり方がおかしい、顔のゆがみや半身の
手足の麻痺があるなどの場合は直ちに来院をお願いします。

影山 恭史
脳神経内科 科長

①脳神経外科・リハビリテーション科と協力して脳卒中の急性期治療
②併設の兵庫県難病相談センターと連携しパーキンソン病など神経難病
の包括的治療
③救急外来で多いけいれんの治療、一般外来でのてんかんの診断と治療
④併設の認知症疾患医療センターと連携し、もの忘れの鑑別診断と
かかりつけ医療機関への情報提供
⑤その他、髄膜炎、脳炎、ギラン・バレー症候群など急性疾患の治療。

入院治療後、必要な場合はリハビリテーションや療養を近隣の病院に
転院し、継続して頂きます。

患者さんや
地域医療機関への
メッセージ

カンファレンス
風景



薬剤師は、救急医療、がん医療、感染制御などの
医療チームにおいて薬のプロフェッショナルとして
専門性を発揮することで、患者さんを支援して
います。
患者さんとの距離をより近くして、「存在感のある
信頼される薬剤師」を目標に業務を行って
います。

●調剤業務：
年齢や体重などから処方が妥当か判断し、薬を調合します。

●病棟業務：
持参薬や薬の飲み合わせの確認、患者様の状態に基づく
薬の効果確認や副作用の状況把握を行います。

●PFM：
入院前に常用薬の確認や副作用･アレルギーなどの聞き
取りを行います。

●抗がん剤無菌調製： 
外来と入院の抗がん剤調製を行います。

●医療チーム：
様々なチームで他職種と連携し治療に介入しています。

構成メンバー

薬のことご相談ください
身近に病院薬剤師を

薬 剤 部部門
紹介

提供する主な活動内容

患者さんや地域医療機関への
メッセージ

薬剤師はこのように様々な場所で活躍しています。幅広い知識を
身につけておりますので、不安や疑問などありましたら薬剤師に
お気軽にご相談ください。

薬剤師 55 名
事　務 6 名

抗がん剤
ミキシング

注射調剤

外来指導



院内売店
リニューアルOPEN!!

AGMC ニュース

院内コンビニを運営する
ローソンからのメッセージ

商品棚の間を広く取り、車いすやベビーカーなどを利用される方でも
十分に通れる広さを備えています。

どんな人にもやさしい店内

いつもローソンをご愛顧いただきありがとうございます。
店舗も広くなり、各品揃えも格段に広がりました。
これからも患者さんや職員さんが少しでも快適に過ごせる
ようにお手伝いさせていただきます。
従業員一同ご来店を心よりお待ちしております。

去る１０月４日、院内のコンビニエンスストア（ローソン）が、店舗面積を
３倍に拡張し、リニューアルオープンしました！
新しい店舗の特徴をご紹介します。

セルフレジを含めてレジを８台導入しております。
患者さんと職員との導線も分離し、店内に３密が
起こらないよう配慮しています。旧店舗でご迷惑をおかけ
していた朝昼の混雑が大きく緩和されました。

レジは８台！行列知らず！

できたての手作りの味を楽しんでいただくため、店内に厨房を設置しました。作りたてのお弁当やサンドイッチを
お楽しみいただけます。
“淹れたての本格コーヒー”を楽しめるマチカフェコーヒーも人気です。

まちかど厨房とマチカフェコーヒー

コンビニエンスとはすなわち「便利」。食品雑貨類
の商品はもちろん、店内ポスト、宅急便の受け付け、
ＡＴＭ、チケット購入などもできるマルチメディア端末
も引き続き完備しています。

ポスト、宅急便、ＡＴＭ等も引き続き利用可能

みなさんのお役にたちたいローソンです



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

カフェ・ド・クリエ
ホスピタル
今 回は、病院内のおしゃれスポット「カフェ・ド・クリエ

ホピタル」を訪ねてきました。
患者さんやそのご家族・職員、誰でも気軽に利用できる癒しの
空間です。美味しいコーヒーと数多くの魅力的なパスタや
サンド、スウィーツを堪能できます♪
毎週水曜日には新商品が販売されるそうです。毎週新商品が
出るので、「今日はこれを食べて～明日はあれを食べて～」
ワクワクが止まりませんね！
また全国のクリエでご使用いただけるプリペイド式カード、
アプリで決済すると毎回のお支払いが5％OFFになりますよ。
クリエの美味しいフードをお召し上がりになり、日々の疲れを
癒して心も体も元気になって下さい！！

スパイスチャイ
アイススパイスチャイ
クリエオリジナルロイヤルミル
クティーをベースにスパイシー
なシロップを加えミルクで仕上
げました。飲み口は、ミルク
ティーのコクを感じながらスパ
イスの香りと奥深い味わいが楽
しめるチャイです！

あったかモーニングプレート
～ブロッコリー
  チーズポタージュ～
野菜のやさしい味わいが感じ
られチーズの旨味が溶け込んだ
ポタージュです。温かいスクラ
ンブルエッグ、サクッと焼き上げ
たトーストともに朝食にピッタ
リです。

パスタ
半熟たまごと3種チーズの
カルボナーラ
3種チーズ（パルメザン、チェ
ダー、モッツアレラ）を使用し
チーズのコクと温泉たまごを合
わせて程よい卵感が味わえる
女性に人気の定番一品です。

パスタ
北海道産ホタテの
バター醤油
北海道産を使用してホタテの旨
味を堪能できるパスタです。
クリエで人気の高いバター醬油
とからめた和風テイストです。
バターの香りが食欲をそそる一
品です。

11/4～

11
月
の
新
商
品
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暑かった夏が過ぎ、あっという間に｢涼しい｣を通り越して肌寒く
感じるようになってきましたね。新型コロナウイルスも落ち着きを

見せ、少しずつ皆様のところにも日常が戻ってきていることと思います。先日、私も2年ぶりに
大好きなサッカー観戦に行ってきました。

とは言え、11月に入りインフルエンザも心配な季節になります。手洗い、消毒、マスクなど
気を抜く事なく、免疫アップのためにも睡眠をしっかり取りましょう。

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

あまが咲だより　2021年11月発行 No.90

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

患者さん・医療者共に協力して「患者さんの権利」と「患者さん
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

【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／自分の意志
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／不利益を受けない権利

【患者の義務】


