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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　平岩）

取り扱う紙おむつは
148種類。
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

堺市
紙おむつ
給付券
ＯＫ！

テーマは＜質の管理を中心
とした病院医療＞

TOPICS

4 日米ジョイントフォーラム

TOPICS

5
ペガサス健診センター
高度な検査技術と充実の設備

社会医療研究所

急性期医療で培った
確かな検査技術

１月 ペガサスセミナー

歯と口の健康づくり
～口腔ケアで肺炎予防～

ペルセウス介護
支援セミナー

ペガサスセミナー
和泉

脳卒中の最前線

１月

１月

ロイヤルリゾート
健康相談会

知っ得、なっ得！
万が一に備えたお金と
介護のおはなし

１月９日（水）午前１時30分～

ペガサスロイヤルリゾート

１月

知って安心！ 認知症の
方への対応の工夫

日時：

場所：

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

seminar

ペガサスニュース
発行人／馬場武彦
発　行／社会医療法人ペガサス
　　　 　大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244
　　　 　http://www.pegasasu.or.jp/
編　集／ペガサス広報委員会　編集グループ
編集協力／HIPコーポレーション
発　行／平成31年１月１日
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社会医療法人 ペガサス 理事長
社会福祉法人 風の馬 理事長
馬場記念病院 院長  馬場 武彦

した。いずれにおいても私たちは、医療の質の向上に邁進し、命
を救う、病気を治す、在宅にお戻りいただく、さらには、可能な方に
は復職支援にまで力を注ぐなど、患者さまやご利用者が「どう生
きるか」に寄り添い、ともに歩み続けることを大切にしています。ま
た、こうした活動は、地域の医療・介護・福祉・保健関連の皆さまと、
手を携えてこそ実現できることであり、その先に地域社会の健康
的な明日があると考えています。これからもこの姿勢は変わること
なく貫いていきます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　謹んで年頭のご祝詞を申し上げます。皆さ
まとともに、新たな一年を迎えることができ、心
からうれしく存じます。

　これまでペガサスグループは、馬場記念病院を中心に、地域を
見つめて、各施設、各事業所が一丸となっての歩みを重ねてきま

　社会医療研究所・所長の岡田玲一郎先
生が企画する＜日米ジョイントフォーラム
2019＞が、1月27日に開催されます。米国
の第一線で活躍する専門家をお招きし講
演を行います。

お問い合わせ／TEL:072-263-0630
　　　　　　（法人本部 企画運営局）

　ペガサス健診センターでは、救急医療・
急性期医療で培った確かな検査技術によ
り、健診サービスを提供しています。生活
習慣病の早期発見を目的とした一般的な
健診のほか、各種の人間ドックやオプショ
ンなど、受診される方のニーズに応じたメ

ニューをご準備しています。
　また、馬場記念病院に併設された健診
センターとして、各診療部門とも連携。万
一、異常値や病気が疑われる場合は、精
密検査や治療等をスムーズにご案内でき
ます。救急医療・急性期医療の高度な技
術で、皆さまの健康づくりをサポートします。

歯科衛生士 チェシャー 千絵
１月29日（火）午後2時～3時
馬場記念病院　1階ロビー

講師：
日時：
場所：

臨床心理士 山根 健嗣
１月21日（月）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

講師：
日時：
場所：

 脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師　岸上 心
１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

講師：

日時：
場所：

ペガサスリハビリテーション病院
院長  西野 裕二
　新年明けましておめでとうございます。
　当院は回復期リハビリテーション病棟と医療
療養病棟を有し、回復期・維持期でのリハビリ
テーションが必要な患者さまを対象として、集中

的な機能訓練を提供しています。今年も可能な限り在宅退院を
めざしていただき、機能回復を果たされた方には、引き続き通所リ
ハビリテーションや訪問リハビリテーションを手厚く行い、継続ケア
の充実に力を入れて参りたいと考えています。

介護療養型老人保健施設 ペルセウス
施設長  南部 泰孝
　明けましておめでとうございます。
　介護療養型老人保健施設 ペルセウスでは、
急性期治療ののち、ご利用者が自宅や施設に
帰るまでに、リハビリテーションを中心に日常生

活動作の向上をめざしています。医師、理学療法士、看護師、介
護職員、薬剤師、管理栄養士、支援相談員等の多職種で、入所
者の方 を々サポートし、再度ご自宅での生活が可能になるよう、職
員一同尽力して参ります。本年度もよろしくお願いいたします。

介護療養型老人保健施設 エクウス
施設長  新田 敦範
　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は格別のご高配を賜り、誠にありがと
うございました。介護の現場は、介護職の人材
確保等厳しい状況に直面しておりますが、ス

タッフ一同、気持ちを引き締め、ご利用者にご満足いただける
サービスを心がけ、質の高い介護の提供に向け努めて参りたい
と思っております。本年も昨年同様、ご指導くださいますようお願
いいたします。皆さまのご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

特別養護老人ホーム アリオン
施設長  中辻 朋博
　新年あけましておめでとうございます。
　おかげさまでアリオンが平成26年12月にオー
プンして、5年目となります。社会福祉施設として
の責務を果たすべく、医療との連携、適切なケ

アの提供、各種相談事業や認知症カフェをはじめとした地域公
益活動等、実施しております。当施設が活動できるのも、地域の
皆さまや関係各位からの温かいご支援とご指導の賜物です。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ペガサスクリニック
院長  永田 安徳
　新年明けましておめでとうございます。
　当クリニックは、近隣の皆さま及び馬場記念病
院での治療後、経過観察をご希望される方 に々
ご利用いただいてます。水曜午後には皮膚科外

来を開設。火曜・木曜午前中は、リハビリテーションのご相談をお受
けしています。医療技術の進歩に伴い、新しい治療法、薬が開発
されていますが、健康維持に大切なことは、毎日の正しい生活習慣
です。些細な体調の変化があれば、どうぞ気軽にご相談ください。

ペガサスロイヤルクリニック
院長  中林 孝之
　新年明けましておめでとうございます。
　当院はペガサスロイヤルリゾート石津（サービ
ス付き高齢者向け住宅）１階に併設されている
クリニックで、上記にお住まいの方や、近隣にお

住まいの皆さまのかかりつけ医として、2009年に開院しました。10
年という区切りを迎え、これからも良質な初期治療の提供と、患者
さまに気軽にご相談いただける診療所をめざし、スタッフ一同尽
力して参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

●開催日時：2019年 1月27日（日）
　10：00～16：30［9：30受付開始］
●開催場所：毎日インテシオ（4階）
●定員：100名　
●参加費：9,000円
●申し込み締切日：1月18日（金）

年末年始（12/31～1/3）の対応についてのご案内
先生方が、年末年始の休診中に、処置（消毒、ガーゼ・包帯交換など）や、点
滴・注射などが必要な患者さまには、当院が対応します。どうぞご利用ください。

※事前に、診療情報提供書を地域医療支援室までFAX
（072-265-9134）くださいますようお願いいたします。

対象期間：平成30年12月31日（月）～平成31年1月3日（木）
処置対応時間：午前9時～午前10時

お問い合わせ／
TEL:072-265-9083（地域医療支援室）
緊急時は072-265-5558（代表）

登録医の先生へ

開 催 予 定
（毎月第２日曜日）
【開催日】（予定）

  1月13日（日）、2月10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
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平成31年２月２日に、
登録医勉強会・集会を開催します。

臨床倫理の課題を明確にし、
病院全体で検討しています。

TOPICS

3

脳神経外科専門医による出張講演会、
医療専門職による出張健康相談会を開催。

TOPICS

1

登録医勉強会・集会
馬場記念病院

浜寺船尾会館・サンスクエア堺

臨床倫理コンサルテーション会議

脳卒中出張講演会・出張健康相談会 開催

臨床倫理への取り組み

SPECIAL

　私は、馬場記念病院の乳腺専門外
来を担当しています。そこで乳がんの
診断を行い、手術から抗がん剤治療、
その後の経過観察や緩和ケアまで、
主治医として一貫して患者さまを支え
ています。それ以外は、大阪市立大
学医学部附属病院の乳腺・内分泌外
科に所属し、臨床と同時に遺伝子レ
ベルで乳がんを解明する基礎研究に
も力を注いでいます。高度な診療技
術・知識と最先端の研究、これらをバ
ランスよく追求することが専門医とし
て大事だと考えています。

　乳がんの治療は、手術、放射線、
抗がん剤を組み合わせて行います。
手術では、乳房の全摘か温存手術か、
患者さまとよく相談してベストの術式
を選択。負担の少ない内視鏡による
部分切除や、乳房の再建手術に力を
入れています。また、温存手術の場合、
乳房周辺の再発を防ぐために、放射
線療法を行います(他院へご紹介)。さ
らに必要に応じて、全身を巡るがん
細胞を消滅させるために、当院の化
学療法センターで抗がん剤治療を受
けていただきます。

乳腺・内分泌外科医このドクター、この治療

大学病院と同じレベルの
質の高い乳がん診療を行っています。

馬場記念病院 乳腺・内分泌外科
大阪市立大学大学院 乳腺・内分泌外科学 講師
日本乳癌学会乳腺専門医・指導医

 no.1

がん化学療法看護認定看護師エ キス パ ート
シリーズ no.13

乳がんの診断から手術、
その後の治療まで。

個別性を踏まえた支援
を大切にしています。

　がん化学療法看護認定看護師の金
城ひとみ。持ち前のバイタリティを発
揮し、内視鏡化学療法室 室長として
チームを率いるほか、院内外での情報
提供やチーム医療の調整役を担うな
ど精力的に活動しています。
　「外来化学療法では、治療による副
作用の予防やセルフケアを、患者さん

とご家族が主体的に取り組むことが
重要です。そのため私たち看護師は、
患者さまに抗がん薬や投与方法につ
いての知識を伝えるだけではなく、個
別性を踏まえた支援を行っています」。
（金城）
　近年では、分子標的薬や免疫チェッ
クポイント阻害薬などが登場。がん治
療の選択肢が増えたことにより、患者
さまには今まで以上に意思決定力が
求められています。
　「患者さんが自分にあった治療を選
択できるように、医師任せではなく看

護師として正しい情報を提供したい」
と金城は言います。
　「当院でも、2017年以降、がん化学
療法を行う診療科が増加しています。
患者さまが、ご自身の生活を大切にし
ながら治療継続ができるように、半歩
先を行くナビゲー
ターのように、とも
に考え進むことを
心がけています」。
（金城）

患者さまの半歩先を行く
ナビゲーターでありたい。

手術、放射線、抗がん剤を
組み合わせて最善の治療を。

情熱あふれるスタッフと
乳がん診療チームを結成。

［医学のトリビア］

　診療で心がけているのは、患者さ
まに合った治療戦略を立てることで
す。たとえば、乳がんの患者さまは働
き盛りの方が多いので、仕事への影
響を考慮した治療計画が欠かせませ
ん。症状によっては2泊3日の短期入
院にもフレキシブルに対応し、喜んで
いただいています。
　また、乳がんの診断・治療は医師
一人ではできないので、チーム医療を
大事にしています。「どんな小さな乳
がんも見逃さない」という情熱をもつ
検査技師、優れた技量を持つ外科医、
つらいがん治療に寄り添い、女性特
有の悩みに応える看護師、そして、最
新の抗がん剤知識を究めた薬剤師な
ど…。さまざまな専門家を集めて、乳
がん診療チームを結成。常にメンバー
が緊密に連携し、患者さまを第一に
した診療を追求しています。

内視鏡化学療法室
 室長 金城ひとみ

過去の登録医勉強会の様子

　馬場記念病院では、地域医療機関との連携をより一層
推進するため、登録医制度を設けています。この制度は、
地域医療機関の皆さまと当院とが、それぞれの機能向上
を図りながら地域医療の充実・発展に資することを目的と
するものです。
　登録医の皆さまに逆紹介した患者さまで、緊急の処置
が必要な場合は優先的に受け入れるなど、普段からさま
ざまな場面で密に連携をとっています。また、より顔の見え
る関係を深められるように、毎年『馬場記念病院登録医

勉強会・集会』を開催。今年度は、平成31年２月２日に開
催する運びとなりました。
　登録医勉強会では、当院の医師による講演会を中心に、

実施している最
新の医療を紹介。
集会では当院の
現況と今後の取り
組み、各診療科
部長の紹介等を
行う予定です。
　詳細は、改めて

ご案内いたします。地域の登録医の皆さまにおかれまし
ては、ぜひご参加いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ／TEL072-265-9083（担当：地域医療支援室）

　馬場記念病院では、毎週1回、『臨床倫理コンサルテー
ション会議』を開催しています。これは、医療スタッフが患
者さまやご家族と接するなかで生じる、倫理的な課題を
明確にし、馬場記念病院としての考え方を統一するための
ものです。
　会議に出席
するのは、事案
を出す診療部、
看護部、薬剤部、

医療ソーシャルワーカー、事務の各代表ら。「自分たちの判
断、決定は患者さまにとってよかったのか」など、日常的に
医療現場で困っていること、病棟でも頻発に起こる事案
等を取り上げ、病院全体でどう考えるかの筋道を立てます。
　本会議で話し合い決めたことのなかで、馬場記念病院
として取り入れるのが望ましいとされた場合は、月1回の
倫理委員会で検討しルール化することもあります。例えば、
高齢の患者さまで配偶者が認知症を患っている場合は、
治療のキーパーソンを、ご家族一人に担っていただくので
はなく複数名としました。
　患者さまやご家族の背景や思いが多種多様であるから
こそ、正解は一つではありません。患者さまにとって、安全
かつ最善の医療を提供するために、病院全体でこの取り
組みを続けていきます。

　馬場記念
病院では、さ
まざまな地域
に足を運び、
脳卒中出張
講演会・出張
健康相談会
を行っています。これは、脳卒中に対する正しい知識の啓
発や、早期受診の大切さを地域の皆さまに知っていただ
くことを目的として、実施しているものです。
　平成30年12月7日は浜寺船尾会館で、12月13日はサンス

クエア堺で、脳神経外科専門医による出張講演会と、看
護師、理学療法士、管理栄養士等の医療スタッフによる
健康相談会を行いました。
　出張講演会の『脳卒中のお話』をお聞きになった参加
者からは「治療は時間との戦い。素晴らしい医学の進歩
に驚いた」「救急隊に血栓溶解術ができる病院を指定し
ていいことがわかった」という感想が寄せられました。
　今後も、開催会場等を検討するなど、より身近な場所
で地域の皆さまにお会いできるよう計画しています。地域
の方で開催
のご要望が
あれば、お
気軽に当院
へご相談く
ださい。

P l o f i l e

柏木 伸一郎

お問い合わせ／TEL 072-265-5568（担当：平岩、吉田）

柏木伸一
郎医師に

お話を聞き
ました！


