医療福祉相談室、ペガサス地域包括支援センター、地域医療支援室の研修会一覧

２月

▶医療福祉相談室
＜地域住民向け＞

●

認知症サポーター・キッズサポーター養成講座への講師派遣等

●「自分で決める自分の医療」セミナーへの講師派遣（年３回）
●

各校区の地域課題解決への取り組みや相談支援

●

地域住民の定期的な会合・イベント等へ講師派遣

▶ペガサス地域包括支援センター
＜地域住民向け＞

＜パートナー事業所向け＞

●

ペガサスロイヤルリゾート 健康相談会（毎月第２水曜日）

●

ペガサスロイヤルリゾート石津 健康相談会（毎月第２金曜日）

●

脳卒中出張講演会・健康相談会（年４回程度）

●

出張講演会

●

地域住民の定期的な会合等への講師派遣

●

地域リハビリテーションパートナー研修会

＜地域住民向け＞

●

ペガサスセミナー

＜診療所向け＞

●

馬場記念病院勉強会

●

日米ジョイントフォーラム

●

南大阪リハビリテーション・ケア学会

●

地域連携パス協議会

●

接遇研修

●

感染防止対策勉強会

●

登録医集会

●

パートナーシップ出張講演会

ペガサスセミナー

「放っておくと怖い
爪の病気」

今日からできる「認知症予防」
学んでそなえて いきいき生活！
講師：臨床心理士 岩﨑美央子
日時：2月28日
（金）午後2時30分〜
場所：介護療養型老人保健施設
ペルセウス３階食堂

２月

ペガサスセミナー
和泉

自分らしく、いきいき
暮らすために！
講師：介護福祉士 森 和人
（木）午後2時〜3時
日時：2月27日
場所：介護療養型老人保健施設エクウス

ペガサス健診センターの
ご案内

お問い合わせ／072-265-6006

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。

２月 ロイヤルリゾート
健康相談会

ペガサス地域包括ケアセンター

」
も相談
「なんで ります
場所：馬場記念病院 総合案内横
窓口あ
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。

基礎代謝を向上し
体重をコントロール
日時：2月12日（水）
場所：ペガサスロイヤルリゾート

お問い合わせ／TEL:072-265-5558（担当 橋口）

ペガサスグループ

株式会社ユニコ
取り扱う紙おむつは
148種類。
大幅な値下げも
実施中です。

堺市
紙おむつ
給付券
ＯＫ！

●お問い合わせ
TEL：0120-062-505

私たちと一緒に働きましょう。

ペガ サ スニュース

講師：皮膚科 医師 大山綾子
日時：2月28日
（金）午後2時〜３時
場所：馬場記念病院 1階ロビー
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２月 ペルセウス介護
支援セミナー

▶地域医療支援室

＜パートナーシップ事業所向け＞

seminar

随時受付
しています

介護職員募集中! 正 職 員 採 用

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）
3月8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）
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2020 年・年頭のご挨拶
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

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
令和になって初めての新春。新しい時代の
新しい医療を見つめ、
ペガサスグループが全
力を注ぐのは、
第一に、
これまでどおり、
医療の質の向上に他なりま
せん。馬場記念病院を核に、
地域を見つめてグループが一丸とな
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 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。
ペガサスロイヤルクリニック
院長

中林 孝之

新年あけまして、
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、平成21年に開院しました。脳神経内科医による頭痛外来
（火曜日）
も行なっています。
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モットーに、
スタッフ
一同尽力して参ります。本年もよろしくお願いいたします。

り、救急・急性期・回復期・慢性期・在宅まで、患者さまやご利用者
が身体的、精神的により健やかな日々をお送りいただけるよう、全
力を注いでまいります。
そして、
第二には、
本年４月開設予定の「地
域密着型介護老人福祉施設<エクウスプリオル>」
（社会福祉法
人 風の馬／和泉市）
をはじめ、
地域に必要とされる医療・介護・福
祉関連事業への果敢な挑戦があります。
その一つひとつは、
地域
社会の健康的な明日を願ってのもの。地域の皆さまと手を携え、
本
年もしっかりと歩んでまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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、支援相談員等で、入所者の方々を肉体面・
精神面でサポートし、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

明けましておめでとうございます。
当施設では、近隣にお住まいの方々の日常的
な体調管理や、
馬場記念病院を退院された方の
一時的な経過観察などを主な任務として、
スタッ
フ一同日々活動しています。令和元年9月で皮膚科の診療は終了し
ましたが、
糖尿病や膠原病、
リハビリテーションの専門医が診察して
おり、幅広い疾患に対応できるものと自負しております。健康に関す
る心配事などを気軽に相談していただけるよう、
今年も頑張ります。
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。
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。
当施設は医療を柱としたグルー
プの一員として、地域社会に貢献すべく、各種
の取り組みを進めております。本年は地域福祉計画の新たな期
が始まります。社会が変化する中、
当施設も分野を越えて地域生
活課題の解決へ少しでもお役に立てれば、
と考えております。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

SPECIAL

地域医療支援病院としての啓発活動
診療所向け

馬場記念病院は、地域医療支援病院として、
皆さまと一緒に学び、歩み続けていきます。
当院は大阪府初の地域医療支援病院。
地域医療支援病院は、平成９年の第三次医療法改正に
おいて創設された病院区分です。認定を受けるには、
「紹
介患者に対する医療の提供」
「医療機器の共同利用の実
施」
「救急医療の提供」
「地域の医療従事者に対する研
修の実施」など、
クリアしなければならない要件があります。

「断らない救急医療」
に全力投球。

ます。
なかでも医療従事者に対する研修においては、地域
医療支援病院に認定される前から実施していた、地域に
お住まいの皆さまへの啓発活動も含め、多職種が関わりさ

日に開催されます。
問い合わせ先

●救急受け入れ状況推移（年度別延べ件数）

先生がご登録くださっていますが、
各診療科の部長医師を

6000

6,299

6,146

2019年10月
までの実績

5,752

は、
学術講演会が中心です。
（地域医療支援室）
●馬場記念病院勉強会

中心に、
当該診療科の最新治療などをはじめ、
より有為な
情報のご提供を主眼としています。講演会では先生からの
ご質問もお受けし、
より充実した勉強会をめざしています。

法人本部企画運営局

馬場記念病院勉強会の様子

●南大阪リハビリテーション・ケア学会
南大阪地区のリハビリテーションの質の向上をめざし開催し
ています。
リハビリテーションはセラピストだけが関わるのでは
なく、看護師をはじめ多くの専門職が担うことから
「ケア」
も
学会名に付け、
多職種の方々の参加を呼びかけています。
方々。
毎回、
会場いっぱいの熱気のなか、
講演、
演題発表が
行われています。
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▶2020年は３月15日に開催します。
0

2016 年

2017 年

2018 年

問い合わせ先072-263-0630 法人本部

2019 年

地域医療支援室ではこの他にも、
地域連携パス協議会、
接遇研修、
感染防止対策勉強会などを開催しています。

地域住民向け

地域の皆さまとのふれあいのなかで、
皆さまと一緒に学んでいきます。
社会福祉の観点から、
さまざまな研修を地域に出向き進
めています。
（医療福祉相談室）

高齢になっても、
安心して地域で暮らせるためのサポート
を実施しています。
（ペガサス地域包括ケアセンター）
●ペガサスロイヤルリゾート・ペガサスロイヤルリゾート

石津 健康相談会
増 進を目的に開

医療のあるべき姿を追求する社会医療研修所の岡田玲一

人とともに、
本フォーラムをサポート。
医療・福祉分野の皆さま

認知症を正しく理解し、
認知症の方やご家族を支援すること

ス健康クラブ>会

が目的。
サポーター養成と併せ、
講座への講師養成にも、
力

員の皆さまが対象。

を注いでいます。

会員には、
身体状

●「自分で決める自分の医療」セミナー

況に合わせた適

万一のとき自分の受けたい医療を、
事前に決めておくための

切な運動プログラ

もの。
事前指定書の書き方をはじめ、
自分で決めるためのサ

ムをご提案したり、

ポートをしています。

医師や職員による

この他にも、
各校区の地域課題解決、
地域住民向けの定期

セミナーを開催し

的な会合・イベントなど、
地域に溶け込んだ啓発活動を行っ

ています。

はもちろん、教員・学生の皆さま、医療を支える関連事業者
の皆さまに広くお声をかけ、
米国の先進事例からこれからの
ペガサスロイヤルリゾート健康相談会の様子

南大阪リハビリテーション・ケア学会の様子

パートナー事業所向け

介護保険事業所、企業の皆さまと
顔を合わせた啓発活動です。
ペガサスロイヤルリゾート石津健康相談会の様子

●出張講演会「医師が話す 脳卒中のお話」
メインは、
当院の経験豊富な脳神経外科専門医の講演で、
脳卒中の解りやすい説明や最新治療、
また、
日頃の注意点
などをお話します。合わせて、
看護師をはじめ多職種による
健康相談会
も実施。脳卒
中だけではな
く、普 段の健
康についての
ご相談もお受
「自分で決める自分の医療」
セミナーの様子

●日米ジョイントフォーラム

で活躍する専門家をお招きしています。
当院は他の医療法

設した、<ペガサ

ています。

馬場記念病院勉強会の様子

郎先生がコーディネートされる講演会。
毎回、
米国の第一線

介護予防と健康

●認知症サポーター・認知症キッズサポーター養成講座

地域住民向け健康相談会の様子

072-263-0630

招待講演にお招きするのは、
医療・教育・行政関係の著名な

5000

まざまな活動を行っています。今回の『ペガサスニュース』
では、
そのごく一部をご紹介します。

方を考えています。
▶2020年は２月22

地域の病院、
診療所、
事業所の窓口となり、
地域の皆さま

当院登録医の診療所の先生が対象です。現在、686名の

6,698

日本の医療のあり

と各種専門家の橋渡しを担っています。
開催するイベント

当院は、脳神経外科・内科・外科・整形外科が24時間体制で
救急医療に対応。古くから
「救急の馬場記念」
と地域の方々に
認めていただき、そのご期待にお応えするため、すべての職
員が一丸となり、
「断らない救急」
の完遂をめざしています。

馬場記念病院は平成15年、
大阪府初としての認定を受け、
以来、16年以上に亘り、
その使命の全うに全力を注いでい

診療所の先生の診療に当院をご活用
いただくために、ともに学びます。

けしています。 出張講演会「医師が話す 脳卒中のお話」の様子

▶次回は、
２月29日
（土）
に開催します。

一つひとつの研修や講演会を通して、地域との絆をより強くし
ています。
（ペガサス地域包括ケアセンター、地域医療支援室）
●地域リハビリテーションパートナー研修会
デイサービスや居宅介護支援事業者など、
介護・福祉関連

●パートナーシップ出張講演会
馬場記念病院をはじめ、
ペガサスグループの医師や看護師、
セラピスト、
臨床心理士、
管理栄養士などが地域の企業を訪
問し、
各専門分野から有為な情報のご提供に努めています。
禁煙、
男性のがん、
腰痛・肩こり、
ダイエットなど、
テーマは多彩。
ためになる知識を、
楽しくお話ししています。

事業所の方々が対象です。
高度急性期から生活期まで、
す
べてのステージにおいて地域で必要とされるリハビリテーショ
ンを、継続的、効率的
に提供できる地域づく
りを目的としています。
研修会では、
それぞれ
の現場で活かせる、
リ
ハビリテーションの知
識をご紹介しています。

地域リハビリテーションパートナー
研修会の様子

リハビリテーションを学ぶ参加者 訪問先企業で講師を務める職員

▶出張講演会ご希望の方へ 問い合わせ先 072-265-9083

