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［ペガサスグループのトピックス情報］

（仮称）ペガサス福泉中央こども園

令和４年４月開園準備、着々進行中！

ペガサスらしさ満載の園づくりをめざし、
園児引き継ぎや職員募集を展開。
●ペガサスで良かったとご満足いただけるように。

の充実です。これについても、募集活動を積極展開中。オ

泉中央子ども園。０歳から小学校就学前まで、一貫した教

ンライン就職説明会、ハローワーク堺での面接会、厚労

育と保育のご提供、また、近年増加する医療的ケアが必要

省・大阪労働局などが主催するフレッシュ就職フェア2021

なお子さまを受け入れる子ども園として、令和４年4月開園

に出展するなど、オープニングスタッフを募集し、採用へ

を予定しています。

と繋げています。こうした募集活動はこれからも続きます。

の多職種が協力しながら、ペガサスらしい保育園づくりの
ために、着々と準備を進行中。その一つに、既存の堺市立
福泉中央こども園から、そのまま残ってくださる園児たち
の引き継ぎ業務があります。コロナ禍にあっては、ペガサ
スの保育教諭たちが、大人数で既存園を訪問することは
できないため、感染拡大防止に最大限配慮を行い、順番
に少人数・短時間の訪問を繰り返し実施しています。また
一方で、新たな入園希望者（１号認定※）についても、令
和３年10月１日より願書の受付が開始されました。
いずれの園児、保護者の皆さまにも、ペガサスで良かっ

教育、保育に熱い思いを持つ「あなた」の参加を、心から
お待ちしています。
●募集関連のお問い合わせ先
TEL 072-262-3000
MAIL kazenouma@axel.ocn.ne.jp
採用情報はこちら▶

※認定子ども園への入園を希望する場合は、お住まいの市町
村から、利用のための認定をお受けになる必要があります。
１号認定・２号認定・３号認定など、詳しくは下記のURAにて
ご確認ください。

たと満足していただけるよう、関係職員は、楽しく豊かな子

内閣府▶

ども園づくりに全力を注いでいます。

ペガサス健診センターの
ご案内

堺市▶

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

ペガサス地域包括ケアセンター

」
も相談
「なんで ります
窓口あ

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:072-265-6814（担当 丸山）

ペガサスグループ

株式会社ユニコ
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。

石市
堺市・高 付券
給
つ
紙おむ 可
利用

●お問い合わせ
TEL：0120-062-505

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
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保育園づくりでもう一つ大切なのは、保育教諭、保育士

社会福祉法人風の馬の新しい事業、
（仮称）ペガサス福

現在は、社会福祉法人風の馬、社会医療法人ペガサス

ペガ サ スニュース

●保育教諭、保育士の採用も順調に進展。

私たちと一緒に働きましょう。

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。

障がいをお持ちの方、一緒に働きませんか
※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。
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

ペガサスマンモサンデー
開 催予定
【開催日】（予定）
1 1 / 1 4（日）
1 2 / 1 2（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）
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ペガサスから地域のみなさまへ

脳卒中、血管内治療のベテラン医師が入職。
馬場記念病院 脳神経外科の専門医療は、さらなる高みへ。
学ぶ、指導する、病院管理をする。
専門病院と大学病院での経験を、
この地で活かします。

若手医師の教育、指導を通して、
広い地域の皆さまにも信頼される病院をめざします。

令和元年４月、金本幸秀医師を部長に、新体制となった

「実はもう一つ、この病院で力を入れたいことがあります」

馬場記念病院脳神経外科。そこに令和３年８月、新たに須山

と、須山医師は言います。
「当科には、専門医の資格取得を

嘉雄医師が、脳卒中担当部長として着任しました。須山医師

めざす若手医師が多数集まってきます。彼らにきちっとした

は、脳神経疾患専門病院、大学病院で研鑽を重ねたベテラ

手術教育はもちろんですが、論文作成や学会発表について

ン医師。これまでの歩みを振り返り、こう語っています。

も、積極的に行っていくよう指導したいと思っています。当科

「専門病院では、臨床医としての基礎を身に付けるととも

は全国的に見ても高度な専門医療を提供し、救急医療をは

に、顕微鏡手術や血管内手術の技術を、徹底的に学び実践

じめとした地域医療に大きく貢献していると言えるわけです

してきました。また、後年は副院長の立場として、病院管理に

が、理想を言えば、もっと視線を

ついても力を注ぐ日々を送りました。

延ばし、広い地域からの患者さま

一方、大学病院では、それまでとは異なる環境で、自ら

にも信頼される病院を目指すこと

培った治療技術を客観的に見つめ直すこと、医師の教育、指

ができればいいなと。その力がま

導という観点から、手術指導方法を改めて学ぶこと、そして、

た、地域に還元されますから。部

最新の血管内治療技術の修得に全力を注ぎました。大学病

長の金本医師とともに、ぜひとも

院だけに難症例の手術が多く、脳神経外科医として貴重な

取り組みたいですね」。

経験であったと思っています」。

地域医療への貢献を胸に、当

着任後、須山医師は脳卒中担当部長として、これまでの
経験を大きく活かすために、まずは、脳卒中に関するエビデ

科の一員として、須山医師の歩み
が始まりました。

ンス（科学的根拠）に基づく治療の高度化に、鋭意、努力を

脳卒中担当部長

須山 嘉雄

重ねています。

随時受付
しています

介護職員募集中! 正 職 員 採 用

Vol.

須山医師着任で、さらに充実！
副院長

魏 秀復

脳神経外科の指導医・専門医をご紹介します！

日本脳神経外科学会指導医
日本脳卒中学会指導医
脊椎脊髄外科専門医
日本脳卒中の外科学会技術指導医

脳神経外科 部長 金本幸秀 日本脳神経外科学会指導医
日本脳卒中の外科学会技術指導医
日本脳卒中学会専門医
脳卒中担当 部長 須山嘉雄 日本脳神経外科学会指導医
日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医
日本脳卒中学会指導医
日本脳卒中の外科学会技術指導医

脳神経外科 副部長 前田一史
脳血管内治療部長
救急部長（外科系）

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医

脳神経外科 医長

河原﨑 知

日本脳神経外科学会指導医
日本脳卒中学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医

脳神経外科 医長

長岡慎太郎 日本脳神経外科学会専門医

脳神経外科 医長

川野陽祐

日本脳神経外科学会専門医
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地域の皆さまの命と、人生と、生活を救うために。
24時間・365日、充実した総合力をもとに、
日本で屈指の脳神経外科領域治療を提供します。
地域の皆さまから「脳神経外科の馬場記念病院」と、
長きに亘り評価をいただく当科では、その評価を守り
抜くことを使命とし、治療技術の高度化に全力を注ぎ
続けています。科内には、脳神経外科領域疾患の指導
医・専門医の資格を有する医師が多数顔を揃え（表紙
参照）、充実の総合力で高質な治療を実践しています。

血管内治療

［ペガサスグループのトピックス情報］
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社会医療法人ペガサス

ペガサスの脳卒中リハビリテーション

186名のセラピストが、専門性と総合性、
二つの力で患者さまを支えます。
◆エビデンスに基づいた機能訓練が重要。
馬場記念病院では、脳卒中の患者さまには、
ＳＣＵ
（脳
卒中集中治療室）にいらっしゃる段階から脳卒中リハビ

脳卒中の場合、リハビリテーションは急性期以降の回

リテーションを実施します。この早期リハビリテーション

復期、生活期でも必要です。そのすべての領域の病院、

は、脳卒中診療ガイドライン（日本脳卒中学会）におい

施設、事業所を持つペガサスのセラピストには、全段階

ても、標準治療とされているものです。

での機能訓練を提供できる、総合的な専門能力が必要

実際には、廃用性症候群（安静状態の継続による身

脳動脈瘤治療

脳腫瘍外科手術

◆個々別々の知識や技術を有してこそ。

となります。

体能力の低下）を防ぐ早期離床からスタートしますが、

また、脳卒中とともに、他の慢性疾患や障害をお持ち

これは単にベッドから起きれば良いわけではありません。

の方も多いため、多様な疾患や診療科の専門知識、さらに、

リハビリテーション専門医の診断のもと、トレーニングさ

高齢患者さまに対しては、医療保険に加え介護保険の知

れた技術と知識、すなわち、高い専門性を有するセラピ

識等など。個々別々の知識や技術を合わせ持つ総合性も

スト（理学療法士・作業療

不可欠です。大前提として目の前の患者さまを良くするん
だという強い思いが必要なことはいうまでもありません。

血管内治療とは、頭部や頸部を切

脳動脈瘤とは脳の動脈の一部がコ

脳腫瘍とは、頭蓋骨の内側にでき

開するのではなく、カテーテル（医療

ブのように膨らんだものをいいます。く

た腫瘍の総称です。その場から発生

法士・言語聴覚士）が、

用の細い管）を、足の付け根や腕の動

も膜下出血を来した破裂瘤と症状のな

した原発性脳腫瘍と、身体の他の部

全身のリスク管理を行

脈から病変近くまで挿入して治療する

い未破裂瘤とに分けられます。治療法

位に発生したがんが、脳に転移する

いつつ、エビデンス

方法の総称です。対象となる疾患・症

は開頭クリッピング術と血管内手術に

転移性脳腫瘍に大別されます。さら

（科学的根拠）に基

状は、脳動脈瘤、急性期脳梗塞、頸

よるコイル塞栓術があります。前者は

に、原発性脳腫瘍は、良性と悪性に

づき、機能訓練とし

リハビリテーション管理部長による症例検討会、実技練

動脈狭窄症、脳動静脈奇形、硬膜動

開頭し顕微鏡を用いて瘤の根元を金

分類されます。また、悪性度はⅠ〜Ⅳ

て実施することが何

習など、さまざまな「学ぶ機会」を活かして、セラピス

静脈瘻など。脳動脈瘤(後述)や血管の

属製のクリップで閉じて瘤内に血液が

までに分類されています。

より重要です。

トたちは力強い歩みを続けています。

奇形を詰めたり、血管で詰まった血栓

入らないようにします。後者はカテーテ

を取り除いたり、血管が細くなってい

ルを動脈瘤に誘導し、瘤内に柔らかい

術後の生活を考慮し、脳の機能を温

る部位を広げたりします。

プラチナ製のコイルを詰めたり、最近

存しながら、出来る限り腫瘍を取り除

血管内治療は、身体的負担が少な

は動脈瘤が出来ている血管にフローダ

くことにあります。良性の脳腫瘍であ

く、治療後の安静と入院期間が短い

イバーターと呼ばれる金属製の筒を留

れば、すべてを摘出すれば再発は稀

ため、高齢者や全身合併症のある方

置します。治療法については破裂の有

です。また、手術における病理診断も、

にも行えます。但し、疾患によっては、

無や瘤が出来ている場所、形状、患者

腫瘍の種類を確定させ、その後の薬

開頭手術の方が安全・確実に治療で

さまの状態に合わせて考えます。

物療法に繋げるためにも重要になり

きるケースもあり、科内で充分に検討

また、瘤が破裂すると、くも膜下出血

ます。

を行い患者さまに最適の治療を決定

を引き起こします。この場合も、開頭ク

していきます。

リッピング術かコイル塞栓術を行いま
迅速、且つ、慎重な対応が重要です。

患者さまへの
メッセージ

セラピスト教育に、全力で取り組み続けています。現在
は総勢186 名
（令和３年10月現在）
。体系的な指導・教育、

脳腫瘍の外科手術で重要なことは、

すが、生命の危機に瀕する場合もあり、

今回は、当科で行っているごく一部の疾患と治
療法をご紹介しました。実際の治療にあたっては、
患者さまの意思を尊重することは言うまでもなく、
科内医師全員でディスカッションを重ね、患者さ

専門性と総合性。ペガサスでは、二つの能力を有する

ま一人ひとりに最も適切な治療をご提供していま
す。いわば、当科の総合力を活かした治療の実践。
そのためにも、常に医師教育に全力を注ぎ、レベ
ルの高い医療チーム確立をめざしています。
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馬場満記念クリニッ
ク
社会福祉法人
風の馬

脳神経外科 魏医師の診療開始

馬場記念病院副院長の魏医師が、
水曜日午前診を担います。

３
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社会医療法人ペガサス
社会福祉法人
風の馬

大阪府男女いきいき事業者表彰

女性が活躍する事業者として、
大阪府より優秀賞が贈られました。

令和３年９月15日より、馬場満記念クリニックにて、馬場

大阪府は、毎年、女性活躍

記念病院 副院長 魏 秀復医師（脳神経外科）の診療がス

推進について特に顕著な実

タートしました。担当は、毎週水曜日の午前診です。

績があり、他の事業者の模範

魏医師は、ペガサスの創始者である故 馬場 満医師が

となる事業者への「大阪府男

追い求めた、
「この地域に脳神経外科領域の最先端医療

女いきいき事業者表彰」を実

を」という遺志を受け継ぎ、南大阪において、
「脳神経外

施していますが、令和３年８

科の馬場記念病院」「救急の馬場記念病院」という評価

月18日（水）
「第４回大阪府

を確立した立役者です。現在

男女いきいき事業者表彰」の

なお馬場記念病院脳神経外

表彰式が行われ、社会医療

科の診療活動を支えるととも

法人ペガサスが優秀賞を受賞

に、馬場満記念クリニックで

しました。この表彰には、ＳＤＧｓ（国際社会共通の持続

の診療をも行うことになりま

可能な開発目標）の「ジェンダー平等を実現しよう」推進

した。どうぞよろしくお願い
いたします。
馬場記念病院 副院長
魏 秀復（脳神経外科）

お問い合わせ先
馬場満記念クリニック
ＴＥＬ 0725-43-2010

も大きく考慮されています。
今回の受賞を弾みとし、これからも
ペガサスは、性別に関わらず、すべての
人が、持てる力を存分に発揮できる事
業体であり続けていきます。

