
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。

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

場所：馬場記念病院 総合案内横
時間：平日９時30分～12時まで
健康のことから在宅介護まで。多様なニーズに対応する「なんでも相談」窓口を設置しています。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ／TEL:072-265-5558 （担当　斎藤）

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。

●お問い合わせ
　　  TEL：0120-062-505

ペガサスグループ
株式会社ユニコ

こどもの外来リハビリテーションを
始めたきっかけ
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4 こどもの外来リハビリテーション
ペガサスリハビリテーション病院

ペガサス地域包括ケアセンター
「なんでも

相談」

窓口ありま
す
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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。
お問い合わせ／072-265-6006

開 催 予 定
【開催日】（予定）
8月9日（日）
9月13日（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

ペガサスから地域の皆さまへ

来春開校予定のペガサス大阪南看護学校（仮称）でオープンキャンパスを開催！
看護師をめざす皆さまの参加をお待ちしています。

スが設けられ、入学後の生活や実習、奨学金などについて
相談をすることもできます。English Cafeでは自由に参加で
きる英会話コース体験、食堂ではイタリアンビュッフェも楽し
めます。オープンキャンパスは、パンフレットなどにない情報
が得られる絶好の機会です。ご参加をお待ちしております。

●ペガサスのめざす看護
　ペガサス大阪南看護学校（仮称）では、大阪南医療セン
ター附属看護学校の伝統を引き継ぎ、「地域と生活と医療
を患者視点で繋ぐもの」
というペガサスの考える
看護をベースに、生き生
きと自由な発想と自主性
を持ち、自分の思いをき
ちんと伝えられる専門職、
チーム医療を引っ張って
いく専門職、そんな看護
師を育てることに全力を
注ぎます。私たちと一緒
に地域医療の未来を創
造する「あなた」の参加
をお待ちしています。

●ペガサス大阪南看護学校（仮称）が誕生
　令和3年4月に新たにペガサス大阪南看護学校（仮称）が
誕生します。大阪南医療センターより事業を受け継ぎ、地域
医療に貢献できる看護師を育てていきます。

●魅力あるプログラム満載のオープンキャンパス
　令和2年7月～8月には、来年度4月の入学をめざす方々を
対象にオープンキャンパスを開催します。学生生活の説明や
学校内の見学、教科書の展示などが行われます。血圧測定
や聴診などの看護技術体験をしたり、看護師のユニフォー
ムを着たりするコーナーも設置される予定です。また、現役
看護師から看護の仕事について話を聞いたり質問できる
コーナーもあります。入学後の疑似体験ができる魅力的な
プログラムが満載のオープンキャンパスです。個別相談ブー

　令和2年6月1日、ペガサスリハビリテーション病院に「こ
どもの外来リハビリテーション」を開設しました。
外来リハビリテーションを始めたきっかけは、ペガサス保育
園などで医療的ケア児のリハビリテーションに携る中で、子
どもたちや保護者の方が多くの困り事や心配事を抱えてお
り、子どものリハビリテーションのニーズが大変高いことを
知ったからです。そういった子ども達に充分なリハビリテー
ションを提供することで、少しでも多くの子どもの生活の質
を高めることに繋げたいと思い「こどもの外来リハビリテー
ション」を開設しました。

◆ 首が座らない
◆ うまく座れない
◆ 一人で立つことが難しい
◆ 立っていてもバランスが悪い
◆ 身体的障害がある（運動麻痺や関節が固いなど）
◆ 手先運動が苦手
◆ 上手にスプーンが使えない
◆ 発達段階に応じた行動が取れない
◆ 発語が少ない
◆ 喋るのが遅い

堺市・高石
市

紙おむつ給
付券

利用可

リハビリテーション

●開催場所　ペガサス大阪南看護学校（仮称）
大阪府河内長野市木戸東町2-1
（独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター敷地内）

●開催日時

●実施プログラム
・学生生活の予定
・実習実施の概要

●お問い合せ
電  話：072-265-9089
ＦＡＸ：072-265-6663

●詳細・お申し込みはこちらまで 

・入学試験情報
・授業体験／演習体験
・個別相談　など

7/19（日）
7/26（日）

8/  9（日）
8/16（日）

いずれも 10:00～14:00

オープンキャンパス

社会医療法人ペガサス
馬場記念病院  人事課

リハビリテーション専門医が診療して、
医学的根拠に基づいたリハビリを提供します。
このようなことでお困りでしたら、
お気軽にご相談ください。

●診療時間（予約制）　月～金曜日　９時～17時
●お問い合せ・予約　072-265-5577　担当者：角城・福嶋

OPEN CAMPUS

リハビリテーション専門医が中心となり、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士が症状に応じて医学的根拠に基づ
いたリハビリテーションを提供します。また、発達に不安の
ある子どもや保護者の方には、必要に応じて臨床心理士
が相談に応じます。多職種の専門家がお子さま、保護者の
皆さまを支えますので、お困り事や心配事があれば、お気
軽にご相談ください。



　当院では、外傷をメインにした診療に当たっています。
診療の中では、患者さま一人ひとりに適した治療が何か
を考え、患者さまの生活状況
や希望にできる限り寄り添っ
た治療を行えるように心がけ
ています。地域医療にも貢献
できますように日々精進してい
きたいと考えています。

  廣嶋　貴大 医師
一人ひとりの患者さまの希望や生活状況に
寄り添った治療を心がけます。

　診療で大切にしているのは、患者さまに病状を理解
して頂くためにわかりやすい説明をすることです。できる
だけ患者さまの希望に沿った
治療ができるように、患者さま
とのコミュニケーションを大事
にしたいと考えています。地域
の皆さまに貢献できますように
日々精進して参ります。

  宅間　仁美 医師
患者さまとのコミュニケーションを大切に
診療に取り組みます。

SPECIAL 新任医師とともに地域の皆さまの安心の暮らしを守ります。

　超高齢社会の進展に伴い股間関節症や骨折などの
疾患が増加し、馬場記念病院でも整形外科領域の需
要が高まっています。また救急病院として外傷外科を
得意としており、転倒や交通事故による骨折や靭帯損
傷などの診療にも力を注いでいます。平成30年は、整
形外科手術だけで432件の手術を行いました。令和2
年4月には、整形外科診療を支える5人の新しい仲間
が加わりました。これからも力を合わせ地域の医療を
支えていきます。

馬場記念病院の整形外科に新しく赴任した医師のご紹介
令和2年度 赴任医師紹介（整形外科） 職場環境整備
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意欲のある女性、若者等を支援する
取り組みが評価されました。

充実した職場環境を作り、
より良いサービス提供をめざします。
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多様な人材の活躍推進企業認定制度認定
社会福祉法人 風の馬

社会医療法人ペガサス
健康経営優良法人2020に認定

●他の企業の模範となる『特別認定』を取得
　社会福祉法人風の馬は、令和元年11月1日付けで【堺市
多様な人材の活躍推進企業認定制度『特別認定』】を取
得しました。この制度は、女性、若者、障害者、高齢者等
の多様な人材が活躍する市内中小企業等を認定するため
に、令和元年に創設されました。多様な人材の活躍を促
進する他に、多様な働き方、長時間労働の是正、仕事と生
活（育児・介護・治療）の両立支援など、働きやすい職場
環境の実現に向けた取り組みを行っていることが認定要

件です。堺市では
先進的な企業の取
り組み支援すると
共に、その取り組
みを広く情報発信

多様な人材の活躍推進企業ガイドで紹介されました。

することで、「働き方改革」の促進を目的としています。
●風の馬での取り組み
　社会福祉法人風の馬
では、保育・介護事業を
中心に保育園や特別養
護老人ホームやデイケア
サービスセンターなどを
運営しています。各事業

では、地域のニーズに合った専門職の確保と育成に力を入
れています。風の馬がめざしているのは、就職後の資格取
得やキャリアアップも積極的に支援し、仕事面や生活面で
のケア、メンター制度を活用して、職員が安心して歩みを進
められ働きがいのある環境を実現することです。こうした
積極的かつ先進的な取り組みが評価され、他の企業の模
範となる企業として『特別認定』を取得しました。今後も社
会福祉法人風の
馬は、女性、若
者、障害者、高
齢者等の多様な
人材が活躍でき
る職場環境に積
極的に取り組ん
でいきます。

　肩関節の専門的診療を得意としており、これまで勤務し
た病院で、さまざまな患者さまの診療にたずさわってきま
した。診療においては、患者さ
まの訴えにしっかりと耳を傾け
て治療を進めていくことを大
切にしています。肩関節疾患を
はじめ、整形外科疾患でお困
りの患者さまの気持ちに寄り
添った医療を提供していきた
いと考えています。

  飯尾　亮介 医師
専門領域を活かし、患者さまの気持ちに
寄り添った診療を進めていきます。

　整形外科医としてまだまだ未熟ですが、患者さまの訴
えに耳を傾け、親身になって診療に当たることを大切にし
ています。患者さまの希望に応
えるためは経験を重ね、技術、
知識のレベルアップが欠かせ
ません。技術と知識、共にレベ
ルアップしていけるように日々
精進していきますので、よろし
くお願いします。

  谷口　聡 医師
技術と知識のレベルアップを図るとともに
親身で丁寧な診療を心がけます。

　現在、一般外傷を中心に外来を担当しています。診療
の中では、患者さまとそのご家族が適切な治療が選択で
きるようにわかりやすい説明
を心がけています。そのため
にも患者さまやご家族の声を
丁寧にお聞きし、共に最善の
治療を選択できるようにした
いと思います。整形外科2年目
でまだ経験も浅いですが、ど
うぞよろしくお願いいたします。

  大平　千夏 医師
患者さまやご家族と一緒に考え
最善の治療を選択できるよう支えます。

●健康経営優良法人認定の目的
　社会医療法人ペガサスは、2020年3月2日に「健康経営
優良法人2020（大規模法人部門）に認定されました。健
康経営優良法人制度とは、経済産業省のワーキンググル
ープの「日本健康会議」によって、特に優良な健康経営を
実践している大企業や中小企業などの法人を顕彰する制
度です。健康優良法人に認定された法人が情報発信する
ことで、健康経営に取り組む企業や団体が増えて、人々が

生き生きと生涯現役で活躍し、
日本の経済活力維持につなが
ることが期待されています。
●ペガサスにとって職員は財産
　働き方改革が推進され、働
きやすい職場がクローズアップ
されています。ペガサスでは、
以前から職員のライフステージ
が変わっても働き続けられる
環境の整備や支援に注力し、

職場環境を整えてきました。ペガサスでは、以前から職員
のライフステージが変わった後も働き続けられる環境の
整備や支援を行ってきました。今回、健康優良法人認定
をめざしたのは、これらを第三者に審査してもらうことに
よって足りない部分を明確にし、より充実した職場環境作
りを図るためです。
　法人にとって「人」は財産です。ペガサスを支えてくれて
いるのは、一人ひとりの職員です。この大切な「人財」であ
る職員の健康を守り続けることは、ペガサスのめざす医
療・介護の実現につながると考えています。これからもラ
イフワークバランスを考えた働き方に取り組み、安心して
気持ちよく働ける環境を整えていきたいと考えています。

第2弾

人材活躍支援

詳細は
こちら




