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TOPICS ［ペガサスグループのトピックス情報］

いつでもご連絡いただければ、ペガサスグループの施設見学
などへご案内します。どうぞお気軽にお問い合わせください。

※障がい者手帳をお持ちの方。正職員への雇用変更もあり
業務は、Ａ）書類の印刷、製本　Ｂ）洗濯　Ｃ）清掃　
Ｄ）データ入力　Ｅ）資料作成等。

講師：馬場記念病院 リハビリテーション部
　　　言語聴覚士　中津 有規
開催日：2022年7月21日（木）16時～17時
申込期限：2022年7月19日

正職員採用
私たちと一緒に働きましょう。
介護職員募集中!

障がいをお持ちの方、一緒に働きませんか

お問い合わせ／馬場記念病院 人事課  TEL：072-265-9089

社会医療法人ペガサス公式 Facebookページ
https://www.facebook.com/s.m.c.pegasus

随時受付
しています

取り扱う紙おむつは
150種類以上。
大幅な値下げも
実施中です。

●ペガサスグループ株式会社ユニコ
　TEL：0120-062-505

おむつ配達事業

４月から対面授業がスタート。
新入生も迎えることができました。
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ペガサス健診センターは、最新鋭の医療機器を使用し、適切な診断を
提供しています。一般健診・企業健診、人間ドックなど、多彩なメ
ニューからお選びいただけます。

開 催 予 定
【開催日】（予定）
7/3（日）

【開催時間】
９時～17時

【お問い合せ】
TEL：072-265-6006
（ペガサス健診センター）

ペガサスマンモサンデー

ペガサス健診センターの
ご案内

堺市・高石
市

紙おむつ給
付券

利用可

●オンライン授業から対面授業へ
　令和３年度入学の１期生の授業は、新型コロナウイルス
感染症の影響で、入学早々にオンライン授業に切り替えざ
るを得ませんでした。学生は、一緒に学ぶ仲間や教職員と
顔を合わせる機会も少なくモチベーションの維持が難し
かったと思います。そのような状況の中でも教員は、パソコ
ン画面越しに一人ひとりに声掛けをしたり、実習で登校す
る際には、感染に充分気をつけながらコミュニケーション
を深めるなど努めてきました。また感染状況が落ち着いた
時期には学生が登校しての対面授業を実施するなど臨機
応変に取り組んできました。そして令和４年４月より対面授
業を本格的に開始することとしました。登校時の健康観察、
密にならないための校内の動線・環境整備、食事ルールの
徹底など、まだまだコロナ感染対策は必要ですが、学生た
ちは、同級生や教職員と対面で授業が受けられることに
喜びを感じ、毎日イキイキと授業、実習に取り組んでいます。
今後は医療機関などでの実習も予定されていますので、学
生がしっかりと効果的に学べる環境を作りたいと思います。

私たちペガサスグループの取り組み（SDGs、環境問題、地域貢献、働き方改善、
健康増進など）が、自治体・省庁などの第三者から高く評価されました。●令和４年４月７日、第２期生の入学式を挙行

　令和４年４月７日（木）には、ペガサス大阪南看護学校・
第２期生となる79名の新入生を迎える入学式を挙行しまし
た。昨年同様に天候には恵まれましたが、残念ながら今年
度も新型コロナウイルス感染防止のため、保護者、来賓の
参加はご遠慮いただき、学生と学校長、副学校長、教職員
のみでの開催となりました。希望に溢れた学生の表情を見
て、彼女達を地域と生活と医療を患者目線でつなぐことの
できる看護師として羽ばたけるようしっかりと教育せねば
と、教職員一同、思いを新たにしました。

お申し込みはQRコードから▶

　私たちペガサスグループは、医療、介護、福祉といった領
域で地域に暮らす皆さまを支えています。その一方、一事業
体の責務として、現在世界で推進されいるSDGs（国際社会
共通の持続可能な開発目標）や環境問題へ積極的にコミット

し、職員の健康増進や働き方改革などにも熱心に取り組ん
でいます。それらは、各省庁、自治体などから表彰、認定され
るなどの評価を受けています。近年、表彰・認定された取り
組みをまとめてご紹介します。

健康経営優良法人〈大規模法人部門〉
ホワイト500 認証
経済産業省より認証。職員
の健康管理の把握、課題抽
出、対応策の実行などが高
く評価されました。

上手な医療のかかり方アワード
〈医療機関部門〉優秀賞
厚生労働省より表彰。上手
な医療のかかり方に貢献す
る啓発活動が評価され厚生
労働省医政局長賞・優秀賞
を受賞。

堺市多様な人材の活躍推進企業
認定制度 認定
堺市より認定。社会福祉法
人風の馬が、女性、若者、障
害者、高齢者等の多様な人
材が活躍する企業と認定。

堺市障害者雇用貢献企業 認定

堺市より認定。社会福祉法
人風の馬が、障害者雇用に
積極的に取り組む企業を認
定されました。

大阪府男女いきいき事業者表彰制度
優秀賞
大阪府より表彰。女性活躍
推進に積極的に取り組む事
業者として表彰されまし
た。

自転車通勤推進企業宣言
プロジェクト 認定法人
国土交通省より認定。環境
負荷の低減・交通渋滞の緩
和、職員の健康維持増進に
つながる取り組みが評価。

Sport in Life プロジェクト
認定・認証法人
スポーツ庁より認定。スポー
ツを通じて活力ある生活を
作り出す取り組みが評価さ
れました。

職場で健活10「特別賞」

大阪府より表彰。職場での
健康づくりの取り組みを積
極的に推進していることが
認められました。

治療と仕事の両立支援
コーディネーターを配置
厚生労働省が推進する両立
支援コーディネータを配置
し、相談窓口で休職や復職
の悩みに応えています。

介護と仕事の両立支援企業認定

介護離職防止のため、仕事と
介護を両立できる職場環境
の整備促進に取り組む企業
として厚生労働省より認証。

ポジティブ・アクション
（女性社員の活躍推進）
職場での男女格差の実態を
把握し、女性の活躍推進や
格差解消に自主的かつ積極
的に取り組んでいます。

イクボス宣言・イクメン宣言企業

厚生労働省が推進するイク
メンプロジェクトに賛同。イ
クボス宣言・イクメン宣言し
ています。

職場環境改善宣言企業 認証

全国社会保険労務士連合会
より認証。職場環境の改善
に取り組み、経営の健全化
を進める企業として認証。

関西エコオフィス宣言事業所 登録

関西広域連合へ登録。地球
環境にやさしいオフィスとし
て環境に配慮する活動を広
げていきます。

エコ通勤優良事業所 認定企業

国土交通省より認定。環境
にやさしいエコな通勤手段
への転換推進が評価されま
した。

お問い合わせ／072-265-6006

第2期生
Aクラス

第2期生
Bクラス

介護支援専門員・相談援助職・介護従事者向け

～ペガサスでの嚥下機能評価の実際～

ペガサス リモート セミナー
地域との協働に向けて

「おいしい食事が食べたい!!」
お問い合せ／ペガサスケアプランセンター
072-265-7447（河内まで）
cpc@pegasus.or.jp

参加費無料
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ペガサス福泉中央こども園の
インクルーシブ保育がテレビで紹介。

地域医療に貢献する医師を
育成していきます。
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社会福祉法人 風の馬

 ４月１日に開園したペガサス福泉中央こども園。当園の
特徴は、約３分の１の園児が、日常的に医療的支援を必

医療的ケア児と健常児が共に成長

初期研修医のご紹介
馬場記念病院

社会福祉法人風の馬　ペガサス福泉中央こども園
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皆さまからの評価・ご意見を
今後の病院運営に活かしてまいります。
　令和3年度、馬場記念病院では外来患者さま、入院患
者さまを対象に満足度についてのアンケートを実施いたし
ました。100名近くの患者さまが協力してくださいました。
●外来についてのアンケート結果
　全体的な満足度については90％を超える方々に「大変
良い～やや良い」という評価を頂戴することができました。
ただし「待ち時間」については50％以上の方々から「やや
悪い～非常に悪い」というご評価をいただきました。

外来・入院患者さまアンケート
馬場記念病院

要とする医療的ケア児であるということです。医療的ケ
ア児と健常児が一緒に学び、遊び、成長していくインク
ルーシブ保育を実施します。保育士の他、看護師が常駐
しており、併設するペガサスこどもデイセンター福泉のセ
ラピスト（理学療法士など）、看護師とも連携し、こども
達を見守っています。
　また、開園にあたっては、テレビ大阪で平日夕方に放
送されている「やさしいニュース」に「支え合う保育の形
／医療的ケア児と共に育つ」というテーマで取り上げて
いただきました。開園までの準備、インクルーシブ保育に
込めた法人の想い、こども達へのスタッフの想い、保護
者の皆さんの期待、そして医療的ケア児、健常児が触れ
合う様子が紹介されています。Youtubeチャンネル「テレ
ビ大阪ニュース」で公開されていますので、
ぜひ御覧ください。

●入院についてのアンケート結果
　全体的な満足度については90％近くの方々に「大変良い
～普通」という評価をいただきましたが、施設や設備とい

ったアメニティに対しては少し
厳し目のご評価を頂戴しました。
　皆さまからの貴重なご意見
は、今後の外来・病棟運営に
活かしてまいります。建物の構
造上など、どうしてもご要望に
応えられないケースもございま
すが、皆さまに

満足いただけるよう改善に努めます。
詳しいアンケート結果はこちら▶

テレビ大阪「やさしいニュース」はこちら▶

　医師は、国家資格を取得したあと、実際の医療の場で、
２年間の初期臨床研修を受けることが義務付けられてい
ます。馬場記念病院では、今年度２名の研修医を受け入
れ、地域医療に貢献できる医師の育成に努めています。

　この度入職する運びとなりました、
研修医の菊池駿吾と申します。出身は
福岡県で、大阪住まいは初めてです。
入職して1カ月が過ぎ、徐々にこの地域、

そして業務にもなれてきました。座学とは違うことばかり
で戸惑う毎日ですが、患者さまに親身に寄り添い、自信
を持ってご説明、ご対応ができるように日々研鑽を積ん
でいきたいと考えています。至らない点もあるかとは思い
ますが、どうぞよろしくお願いします。

　知識豊富な上級医の先生方の熱心
なご指導のもと、様々な症例や手技を
経験させていただいております。患者
さまだけでなく患者さまのご家族にも

寄り添える医師をめざしております。生まれ育ったここ堺
の地域医療に貢献できるよう、日々精進し、地域の皆様
のお力になれるように努力してまいります。毎日が新しい
ことの連続で、至らない点ばかりでご迷惑をおかけする
ことも多 あ々ると思いますが、よろしくお願い致します。

TOPICS ［ペガサスグループのトピックス情報］SPECIAL 馬場記念病院

令和４年度　新任医師紹介

馬場記念病院に新しく赴任した医師のご紹介。

佐賀大学卒業
後、福岡県の
病院で勤務し

てきました。多くの救急患者さま、
脳血管疾患の患者さまを受け入
れている当院ですが、忙しい中
でも患者さま、ご家族に寄り添
い、不安を少しでも軽減できる
よう精一杯努めてまいります。

患者さま、ご家族に寄り添い
全力で支えます。

　
脳神経外科
小野光太郎

初期研修医　南浦 翔子

初期研修医　菊池 駿吾

2022年4月に
赴任しました。
日本神経学会

専門医、日本脳卒中学会専門医
を持っています。専門分野は虚
血性脳血管障害です。地域の
患者さま、医療機関の方々のお
役に立てるよう精進してまいり
ますので、よろしくお願いします。

患者さま、医療機関の方々の
お役に立てるよう精進します。

　
神経内科
宗田 高穂

外科医師の岸
本です。今年
から馬場記念

病院で働かせていただくことに
なりました。当院の外科で、地
域の皆さまに医師として貢献で
きることを大変嬉しく、また光
栄に思っております。よろしくお
願い申し上げます。

地域に貢献できるよう
努めてまいります。

　
外科
岸本和也

この度20 2 2
年4月より馬場
記念病院に赴

任いたしました、整形外科の久
保田敏文と申します。若輩者で
はございますが、地域の皆さま
の健康に少しでも貢献できるよ
う尽力致します。今後とも、どう
ぞよろしくお願い致します。

地域の皆さまの健康に
貢献できるよう尽力します。

　
整形外科
久保田敏文

整形外科医と
して、外傷か
ら慢性疼痛ま

で患者さまの様 な々痛みに寄り
添った医療を提供できるように
日々心がけております。些細な
ことでも良いので、是非気軽に
ご相談ください。共に頑張って
いきましょう。

患者さまの伴走者として
診療に向き合います。

　
整形外科
朴　柱燦

大阪市立大学
出身で、本年
より当院に赴

任しました。一般的な内視鏡検
査はもちろんのこと、癌の内視
鏡治療・抗がん剤治療にも積極
的に取り組んでおります。患者さ
ま一人ひとりに最適な医療が届
けられるよう努力して参ります。

患者さま一人ひとりに
最適な医療を届けます。

　
消化器内科
川田 雄司

麻酔科では、
患者さま一人
ひとりに合っ

た麻酔方法で、手術を安全に・
快適に行えるようサポートしま
す。また、術後の疼痛や回復を
見据えた麻酔で、目が覚めた後
も快適に過ごせるよう努めてま
いります。

患者さまの術中・術後の
安全・快適を支えます。

　
麻酔科
北出 桜子

整形外科の
河村真気（か
わむらまさき）

です。外来では骨折などの外傷
はもちろん、腰痛などの慢性疾
患まで患者さまに分かりやすく
丁寧に説明する事を心がけてお
ります。何かお困りの事があり
ましたら、ご相談ください。

丁寧で分かりやすい
説明を心がけます。

　
整形外科
河村 真気

消化器内科と
してはまだま
だ未熟ですが、

患者さまに寄り添い、希望に
沿った医療を行えるよう心がけ
ています。加えて内視鏡検査・
治療の知識、技術をレベルアッ
プしていけるよう日々精進して
参ります。

患者さまに寄り添い、
希望に沿った医療に努めます。

　
消化器内科
佐久間裕太

4月より皮膚
科医として勤
務しています。

皮膚疾患は目に見えるため、患
者さまにとって不安が強い病気
かと思います。そのような心配
や悩みに寄り添った医療を提
供し、地域医療に貢献できるよ
う精進して参ります。

患者さまの不安や心配に
寄り添っていきます。

　
皮膚科
寺嶋友梨香

長く、人間ドッ
クを中心に乳
癌・子宮癌検

診などの予防医療と病気の早
期発見,初期治療に取り組んで
きました。地域の皆さまが健康
でクォリティーの高い生活を過
ごせるよう、かかりつけの先生
との連携に努めてまいります。

かかりつけの先生と共に
皆さまの健康を見守ります。

　
健診センター
中川 友里

　６月１日から新型コロナウイルス感染症の水際対策が
緩和され、訪日観光客の受け入れが再開されました。ま
た飲食店やイベントの規制も徐々に緩和されるなど市民
生活は少しづつですが日常を取り戻そうとしています。
　ただしまだ気を緩めてはならない状況に変わりはなく、

特に医療機関においては感染予防・拡大に力を注ぎ続
けています。
　そのような中、馬場記念病院に、地域医療を共に守っ
ていく力強い仲間が加わりました。４月に赴任した１１名
の医師をご紹介いたします。


