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ペガサスから地域の皆さまへ

TOPICS ［ペガサスグループのトピックス情報］

　ペガサスでは、８月１日に「第一回ペガサスボランティア
教室」を開催しました。これは、ボランティアに関心を持
つ方を対象に、半日をかけ、ボランティアについて学んで
いただくもの。参加者には、「ペガサスボランティア認定
証」が授与されます。
　11名が参加した今回は、ボランティアについての基礎的
な講義の後、ペガサスロイヤルリゾートに移動。実際に、

ペガサスで、
ボランティアを学びませんか？
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　特別養護老人ホーム アリオンでは、ショートステイ（短
期入所生活介護）のサービスを提供しております。
　アリオンのショートステイでは、普段ご自宅で生活する
要介護者・要支援者の方を短期間受け入れ、入浴や食事
などの日常生活を支援します。明るく開放的な空間で過ご
していただくことで、ご利用者に気分転換や心身機能の

アリオンのショートステイで、
ご利用者・ご家族ともにリフレッシュ。
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ボランティア教室

社会福祉法人 風の馬
特別養護老人ホーム「アリオン」

ペガサス地域
包括ケアセンター

12月

　　　　　ペガサスでは今、介護職員を募集中です。
いつでもご連絡いただけば、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。

ペガサスセミナー

骨折の予防、骨粗鬆症の
治療について

ペルセウス介護
支援セミナー

ペガサスセミナー
和泉

介護保険の基礎知識

馬場記念病院　整形外科
医師　万代幸司
12月17日（木）午後2時～3時
馬場記念病院 1階ロビー

講師：
　
日時：
場所：

講師：
　

日時：
場所：

講師：
日時：
場所：

堀 晶子・草野明美（介護福祉士）
12月22日（火）午後2時30分～
介護療養型老人保健施設
ペルセウス３階食堂

ペガサスケアプランセンター
忠岡
ケアマネジャー　天野良雄
12月24日（木）午後2時～3時
介護療養型老人保健施設エクウス

12月 12月 ロイヤルリゾート
健康相談会

クリスマス会を
開催します

屋台、コンサート、ビンゴ大会
12月9日（水）
午前11時～午後3時
ペガサスロイヤルリゾート

12月

維持回復を促し、介護するご家族の負担軽減を図ります。
ご利用者の容体が急変された際は、ペガサスグループの
馬場記念病院が全面的にバックアップ。安心の体制が

整っています。
　さらにアリオンには、
デイサービスセンターも
併設。ショートステイと
併せてデイサービスの
利用が可能です。充実
したアリオンのサービス
をぜひご利用ください。

　平成27年９月10日、大阪府医師会館にて、馬場記念病院
院長の馬場武彦（社会医療法人ペガサス理事長）が救急医
療功労者（個人・医療関係）部門で、「大阪府医師会長表
彰」を受けました。これは、「救急医療週間」（９月９日の救
急の日を含む１週間。今年は９月６日から12日まで）の行事
の一貫として行われたもので、平成19年、馬場記念病院が
救急医療功労者（団体）部門で「大阪府知事表彰」を受け
たのに続くものとなりました。
　この度の表彰は、馬場記
念病院が永年に亘り、24時
間365日、脳外科医をはじめ
とする医師５名の当直体制
を貫き、地域の救急を守り

　ペガサスでは、馬場記念病院
の１階に、患者さまの在宅療養
をサポートする「ペガサス地域包
括ケアセンター」を開設しました。
　スタッフが、在宅療養の際の
疑問点や不安などにお応えしま
す。ぜひお気軽にご相談ください。

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!
随時受付しています。

馬場記念病院院長・馬場武彦が、
救急医療功労者として
表彰されました。

続けてきたこと。そして、院長の馬場が大阪府医師会救急・
災害医療部の常任委員を務めるなど、馬場記念病院として、
堺市のみならず大阪府の救急医療にも貢献してきたことが
評価されたものです。
　「この表彰状は、今まで救急医療に懸命に取り組んでき
てくれた当院職員を代表し、私が受け取ったものです。今回
の表彰を励みに、職員一同が一丸となり、これからも地域の
救急を守り続け、さらなる救急医療への貢献を図っていき
ます」（馬場記念病院院長　馬場武彦）。

　大阪府看護事
業功労者表彰と
は、看護の日（５
月12日）を挟んだ
「看護 週間」
に、永年、看護
事業に精励のあ
った看護職に対

し、大阪府知事から表彰状を授与するもの。対象は、大阪
府下の病院に20年以上勤務し、満50歳以上で、かつ業績が
優秀で他の模範であると認められる看護職員50名です。
　今回、社会医療法人ペガサスでは、馬場記念病院手術室
勤務の東 明子准看護師を推薦しました。東准看護師は、昭
和54年に当時の馬場病院に入職後、昭和59年、開設と同時

馬場記念病院の東 明子准看護師が、
大阪府看護事業功労者表彰を受けました。

に馬場記念病院に異動。以来、そ
のほとんどを高い集中力と緊張感
を要する手術室に勤務し、多くの
患者さまの命に関わる手術看護に
携わってきました。看護部長の正本
恵子は、東准看護師を推薦した理由を、「馬場記念病院と
して、彼女の永年に亘る貢献を最大限に評価したかったこ
と。そして、彼女が看護職として第一線で働き続けるために
貫く、仕事に対する姿勢や自身の管理が、当院の若い看護
師たちの模範になると考えるからです」と説明します。
　受賞を聞いたときは「何で私が」と思ったという東准看護
師は、「ずっと患者さまへの接遇を一番に心がけてきまし
た。こうした賞状をいただくのは、准看護学校の卒業以来。
とてもうれしいです」と、その喜びを語りました。

お問い合わせ／馬場記念病院 人事課  TEL：072-265-9089

プロが教える介護の
基本と「コツ」
～簡単にできるお着替えの方法～

車椅子の清掃
や施設ご利用者
との交流などの
ボランティアを
体験していただ
きました。
　ペガサスでは、
今後も継続的に
教室を開催して
いく予定です。また、ボランティア希望の方も随時募集し
ています。関心のある方は、一度お問い合わせください。
お問い合わせ／ペガサスボランティア委員会
TEL:072-265-9020（担当　福永）

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

内容：
日時：

場所：

ペガサスグループ

お問い合わせ／TEL:072-245-9640（担当　中　）

退院したその日から必要な
紙おむつを販売しています。

お問い合わせ／TEL:072-265-5558
　　　　　　 （担当　平岩）

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
堺市
紙おむつ
給付券
ＯＫ！



　ペガサスでは、在宅医療・介護を支える「ペガサス地域
包括ケアセンター」の立ち上げに合わせ、ご自宅で過ごす
認知症の方が、人との繋がりを持てるようオレンジカフェ
（認知症カフェ）を始めました。オレンジカフェとは、認知
症の方やご家族などが参加し、話し合いや情報交換を行
うところ。認知症の方にとっては、社会活動の一つになる
だけでなく、困りごとの解決や早期診断・治療に繋がる場
に。そして、ご家族にとっては、自宅での介護における悩み
や思いを相談できる貴重な場となります。開催日は、毎月第

２水曜日。参加費は100円で、ド
リンクとお菓子がつきます。理学
療法士、医療ソーシャルワーカー、
看護師、ケアマネジャー、臨床心
理士の専門職５名が、運営管理
や相談業務を行い、認知症の方
とご家族を支えていきます。
　平成27年９月９日に、ペガサス

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

認知症の方とご家族を支える
オレンジカフェを開催しています。
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　馬場記念病院では、患者さまに安
心・安全な医療を提供すべく、以前か
ら医療安全に全力を注いできました。
それをさらに組織として高めるため、
平成26年１月、新しく医療安全管理
部を立ち上げました。当部は、院内で
発生する医療安全に関わるさまざま
な事柄、課題に対し、各部署の垣根
を超えて介入。情報を共有し、問題点
を明確にして解決へと導くことをめざ
しています。
　医療安全管理部おける医療安全と
は、患者さまが病院のなかで身体や
心に関わる被害を受けないよう図る
こと。入院患者さまの転倒・転落事
故の防止や、持参薬の取り扱い方法
の徹底、医療機器の事故防止など、
病院の中、医療を提供する際に生じ
得る事故やミスから患者さまを守り、
安全な医療と治療環境を提供します。
　馬場記念病院は、医療安全管理部
を立ち上げることで、こうした防止策
を徹底。医療安全の体制をより強化
し、患者さまが安心して治療に専念
できるよう図っています。

　平成10年、馬場記念病院は、初め
ての医療安全マニュアル、『ＲＭ（リス
ク・マネジメント／危機管理）規定』を
作成。平成13年には、院内に点在して
いた医療安全対策やマニュアルをま
とめた『ペガサスルール』を創りあげ
ます。この『ペガサスルール』は、全職

員を対象に、良質の医療を提供する
ための各部署の業務指針や、医療の
質と安全を確保するための対策を詳
細に記したもの。就業規則や職員の
行動規定までを網羅し、いわば、職員
の＜バイブル＞となり、常に更新され
続け、今に至っています。
　また、具体的な活動については、感
染防止対策に関するあらゆる事項の
意思決定を行なう＜感染症委員会＞、
その実働部隊としての＜感染対策
チーム（ＩＣＴ／インフェクション・コン
トロール・チーム）＞、さらに、ＲＭの
諸規定やマニュアルの作成、事例の
分析、職員への教育などの活動を行
なう＜ＲＭ委員会＞などを設置。平成
17年からは、平日の毎朝、医療事故防
止と感染症対策について話し合われ
るＲＭ／ＩＣＴミーティングを行なって
います。

　現在、医療安全管理部では、毎朝
のＲＭ／ＩＣＴミーティングに参加し、
各部署から報告を受けたＲＭ、ヒヤ
リハット（事故寸前の危険な事例）、
事故について、議題に上げ、再発を防
ぐための方法やルールの検討を行
なっています。他にも、院内外の医療
安全に関わる集まりに参加、情報収
集・分析に努めるとともに、院内医療
安全研修の企画運営なども行なって
います。
　今後、注力していきたいと考えてい
るのが、それぞれの現場にある安全
対策のうち、ルール化されていないも
のをルール化する手順の作成。ルール

化されたものを、さらに『ペガサスルー
ル』として更新することで、医療安全
の向上に繋げます。平成27年10月１日
には医療事故調査制度（※）も始まり
ました。当部でも現在、制度に沿った
マニュアル、体制づくりを行なってい
ます。日々刻 と々変化する状況に合わ
せ、素早い対応をしていきます。
　人は誤りを犯すものであり、医療
に100％の安全はありません。それを
少しでも100％の安全に近づけるため
には、現場の一人ひとりが事故やミス
を個人の責任ではなく、組織の問題
として考えることも大切です。医療安
全管理部では、職員がそうした認識
を深め、些細なことでも報告、行動に
移してもらえるよう働きかけることで、
安全な医療と質の高い医療の提供に
繋げていくことをめざします。

医療安全を強化する
＜医療安全管理部＞の設置。

より安全で質の高い
医療を提供するために。

シリーズ 33　医療安全管理部

医療安全の確保に努め、
医療の質を高めていきます。

オレンジカフェ（認知症カフェ）
ペガサスグループ ロイヤルリゾート神石にて行われた第一回では、認知症の

ご家族のみ５名が参加。自宅介護について、ざっくばらん
な意見交換が行われました。「認知症の母親に対して、ど
うしてもキツイ言い方をしてしまう」「一人でお風呂にはいっ
ているとき、長湯だと心配になる」など、当事者しかわから
ない苦しみや悩みに対して、スタッフや参加者が経験に基
づいた解決方法を提示。非常に有意義なものとなりました。

　今後は、認知症だけでなく、高次脳機能障害の患者さ
まなど、在宅療養される方とご家族が気軽にスタッフに介
護相談ができる場所として、参加も出入りも自由なオープ
ンな形式をめざしていきます。将来的には、オレンジカフェ
の運営に地域のボランティアや認知症の方にも加わってい
ただき、さらに地域に開かれたものとして、＜まちの縁側＞
のような存在にしたいと考えています。
お問い合わせ／TEL:072-265-9030（ペガサスロイヤルリゾート）

　ペガサス健診センターでは、平成27年９月からレディース
ドックを始めました。レディースドックとは、通常の婦人科
検診（乳がんと子宮がん）に加え、女性特有の病気を検査、
発見するもの。女性の年齢やライフスタイルに合わせ、健
康のサポートを図ります。
　検査メニューには、婦人科系のがん検査に加え、レ
ディースドックでは珍しい甲状腺や膣分泌物の検査も用意。

＜女性のための＞
レディースドックを始めました。
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1 ペガサス健診センター
ペガサスグループ

充実のラインナップを揃えています。
　レディースドックでは、医師２名による乳がん検診の判
定や、専門医による検査結果の説明など安心の体制を整
備。ホテルのフロントのような受付、広い待合室、そして大
きな鏡のあるパウダールームなど、女性に配慮した上質な
アメニティのなか、快適に健診を受けていただけます。
　健やかでより充実した毎日を送っていただくために、ぜ
ひ年に一度のレディースドック受診をお勧めします。
【料金】27,000円（税込み）　【時間】２時間半～３時間
お問い合わせ：072－265－6006
受付時間：平日９:00～17:00　土曜日９:00～12:00

医療安全管理者　一森雅美

※医療の安全と医療の質向上のため、医
療事故の原因究明と再発防止を図るもの。
医療機関には、医療事故が発生した際、事
故調査の実施と＜医療事故調査・支援セン
ター＞への報告が義務づけられた。

馬場記念病院における
医療安全への取り組み。

 ■検査項目
・婦人科診察
・腫瘍マーカー（CA125 卵巣がん・SCC 子宮がん・CA15-3 乳がん）
・子宮頸部細胞診
・経膣超音波検査
・乳房視触診
・マンモグラフィー検査
・乳腺超音波検査
・甲状腺超音波検査　甲状腺ホルモン検査　TSH　FT4
・膣分泌物検査（クラミジア、トリコモナス、カンジダ、淋菌）

超音波画像診断装置と
診察台

パウダールーム

い
つ
も
見
て
い
ま
す
。

馬場記念病院にHCU（高度治療室）が５床オープンしました。平成27年11月１日

医療安全管理部の
イメージキャラクター
ハシビロコウ
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