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アリオンのアニマルセラピー

セラピードッグのかわいらしさに
思わず笑みがこぼれます。

社会医療法人 ペガサス・社会福祉法人 風の馬

潜在看護師・保育士研修会開催

潜在看護師・保育士の研修会で、
復職への不安を解消。

アニマルセラピーは、動

ペガ サ スニュース

発行人／馬場武彦
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大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244
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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29年10月31日

社会医療法人 ペガサス、社会福祉法人 風の馬では、

物とのふれあいによって、

看護師や保育士の資格を持ちながら、医療機関や保育

心の癒しを図るなど、心身

園等の仕事から離れてしまった方を対象に、＜潜在看護

の状態を改善させる効果

師研修会＞＜潜在保育士・保育補助等支援研修会＞を

があるといわれています。

開催しています。看護師として技術や知識の再確認をし

平 成 2 9 年６月 2 9 日、

安を払拭しませんか。看護師、保育士として再び活躍で

来訪しました。このかわいいお客さまは、内閣府認証の

きるよう、当法人がお手伝いします。参加費は無料です

NPO法人日本アニマルセラピー協会で訓練を受けた犬

ので、ぜひお問い合わせください。

たち。入 居者の 皆さま
は、柔らかな毛 並みに
触れたり、膝に乗せたり

［お問い合せ］
看護師／馬場記念病院（人事課）TEL:072-265-9089
保育士／社会福祉法人 風の馬（長宮）TEL:072-265-6400

と大喜び。セラピードッ
グの愛らしさに、満面の
笑みを浮か べていらっ

２名の職員が＜北米視察ツアー＞で、
米国の最新医療を体感。

まな点で、文化や制度が異なり

社会医療法人 ペガサスでは、社会医療研究所所長の岡

療が違います。患者側も早期

田玲一郎氏が主催する＜北米視察ツアー＞に職員を派遣し

退院を希望するので、顧客満

ています。今年は、介護福祉士と理学療法士の２名が選ば

足の視点でも多職種が一丸と

れ、オハイオ州のクリーブランドにある、さまざまな病院や

なり、チームとしていかに患者

施設、大学等を視察。医

にアプローチできるかが重要

療情勢や医療 提供体制、

視されています。

しゃいました。
入居者の皆さまに充実した生活を送っていただけるよ

ペガサス地域包括
ケアセンター

潜在看護師向け研修会の様子

「なんでも相談」窓口あります
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）

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。
お問い合わせ／TEL:0120-062-505

11月 ペガサスセミナー
シミのない素肌へ

堺市
紙おむつ
給付券
ＯＫ！

私たちと一緒に働きましょう。

皮膚科 医師

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

日時：11月24日
（金）午後2時〜3時
場所：馬場記念病院 1階ロビー

日本の地域包括ケア病棟モデルと
なったリージェンシー病院

■北米視察ツアー
6月19日

医療保険により受けられる医

組み、医療スタッフの教
育など、米国の最新医療

学んだ収穫を次のように話しています。「コミュニティが広

を学んできました。

い米国では、コミュニ

日本と米国ではさまざ

ティが 一 体 となって、
入院から退院後のフォ

主なプログラム

ローまでカバーする仕

医科・薬科大学「ノースイースト・オハイオ医科大学」を視察。
介護医療院「パールビュー リハ＆ウェルネスセンター」を視察。

民間救急搬送事業所「ライフ・ケア」視察。
6月20日 健康促進複合施設「アボン フィットネスセンター」視察。
短期急性期病院「メディナクリニック」視察。

組みができていました。
ペガサスでも、自治体

視察の様子

や 地 域 のパートナー
事業所の皆さまと手を

ホスピス施設「メディナ・カウンティーホスピス」視察。
6月21日 リハビリテーション病院「エドウィンショー・リハビリテーショ
ン病院」視察。

6月22日

携えて、地域全体の力
を強くしていくような

リハビリテーション病院「サマ・リハビリテーション病院」視察。
長期急性期病院「リージェンシー病院」を視察。

短期急性期病院「アクロン総合病院」視察。
6月23日 ボールドウィン・ウォーレス大学にて、研修総括。

アクションを起こした
いと思います」。
患者満足度を掲示

社会医療法人ペガサス公式 Facebook ページ

https://www.facebook.com/s.m.c.pegasus

11

月 ペルセウス介護
支援セミナー

11

月 ロイヤルリゾート
健康相談会

福祉用具を上手に利用し
11月開催プログラム
「できない」を「できる」に変えよう！
井ノ上 聡子・木本 葉子

梅香路 綾乃

随時受付
しています

介護職員募集中! 正 職 員 採 用

講師：福祉用具専門相談員
講師：馬場記念病院

潜在保育士向け研修会の様子

ます。例えば、個人が加入する

視察参加者
（左）介護福祉士の河内良輔
参加者の一人である介護福 （中）理事長の馬場武彦
祉士の河内良祐は、異文化で （右）理学療法士の金澤卓也

施設運営、働き方の取り

う、アリオンでは、今後も月に１回程度のセラピードッグの
来訪を予定しています。

78

ペガサスから地域の皆さまへ

たり、保育士として子どもと触れ合うことで、復職への不

社会福祉法人 風の馬 アリオンに初めてセラピードッグが

Vol.

日時：11月29日
（水）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

内容：脳卒中出張講演会（仮）

美亘会さまより事業継承。
新生＜雅老園＞にご期待ください。
社会福祉法人 風の馬

護の各事業（雅老園）は、風の馬の仲間入りをいたしまし
た。今後は、ペガサスグループの迅速、且つ全面的なバック
アップのもと、より質の高いサービス提供に全力を注いでま
いります。新生＜雅老園＞に、どうぞご期待ください。

では、社会福祉法人 美
亘会さまより、事業を継
承する運びとなりました。

新名称

●ペガサスケアプランセンター雅老園
●ペガサスデイサービスセンター雅老園
●ペガサスヘルパーセンター雅老園
●ペガサス在宅介護支援センター雅老園

所在地等

〒599-8273 大阪府堺市堺区楠町 2-1-20
TEL 072-245-8801 FAX 072-245-8802

これにより、平成29年９

日時：11月8日
（水）午前１時30分〜

月１日から、居宅介護支

場所：ペガサスロイヤルリゾート

援・通 所介護・訪問介

SPECIAL
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病 気 を 知 ろう
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パ ーキンソン病
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原因不明で発症する難病の一つ。
早期発見・治療で症状を改善。
監修

個々に応じた治療薬の選択で
症状の改善が期待できる。
先に挙げた症状は、ほかの神経変
性疾患や、抗精神病薬などの治療薬

馬場記念病院
神経内科副部長 川村 眞弓

神経細胞が減少し
体の動きに障害が現れる。

による副作用で起こることもあります。

手足のふるえ、筋肉のこわばり。
便秘などの症状が！

症状の経過、家族歴やほかの病気の
有無、服薬等の状況、各種検査など
から、パーキンソン病であるかどうか

パーキンソン病とは、脳の中の黒質

パーキンソン病では、黒質神経細

（こくしつ）という部分の神経細胞が

胞の減少が起こることによって、神経

パーキンソン病は、早期に治療をう

徐々に減少し、体の動きに障害が現

伝達に必要なドーパミンの量が充分

まく行えば、何年かの間はあまり不便

れる病気です。50〜60歳代で発病す

に作られなくなります。そのため、

なく過ごすことも可能です。

る人が多く、高齢になるにつれ患者数

じっとしているときの手や足のふるえ、

は増加します。現在、日本全体での患

筋肉のこわばり、動作が遅くなる、体

が選択され、身体機能の維持回復の

者数は、15〜20万人以上と推定され

のバランスが悪く倒れやすくなるなど

ためには、日々の生活に運動療法を

ています。パーキンソン病の多くは原

の運動症状が現れます。便秘や頻尿、

取り入れることも重要です。実際に、

因が不明で発症し、国が指定する難

やる気が出ないなどの非運動症状が

患者さまの中には、発病から26年目

病となっています。

起こることもあります。

を迎え、仕事を続けられている方もい

②手足の筋肉がこわばる

を診断します。

の効果が乏しくなってきた患者さま
③体の動きが遅くなる

④倒れやすくなる

には、脳深部刺激療法という手術療
法を行う場合もあります。最近では、
iPS細胞を用いた新しい治療法も検
討されています。
当院では、神経内科の専門医、リ
ハビリテーション部など、各科の連携
を密にし、患者さまに応じたきめ細
やかな治療を行っています。

イラストⓒ Sato / PIXTA

エ キス パ ート

豊富な経験とスキルを備えた
超音波検査の専門家。

脳卒中予防勉強会

て、地域の方にわ

堺市消防局救急課と連携し、
＜脳卒中予防勉強会＞を開催。
平成29年９月９日に、高石市にあるアプラたかいし大
ホールにて、＜脳卒中予防勉強会＞が開催されました。こ
の勉強会は、堺市消防局救急課が馬場記念病院と連携
し、地域の方に向けて、脳卒中とそれに関連する病気・ケ
ガの予防と啓発を行う目的で開催されたものです。
当院からは、馬場記念病院 副院長の魏 秀復医師が講
師として参加。講演テーマに「脳卒中の予防と最新治
療」を掲げ、脳
卒中に陥りや
すい生活習慣
やその予防方
法、服 薬 の重
要 性、脳 卒 中
のサイン、最新
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社会福祉法人 ペガサス・社会福祉法人 風の馬

インターンシップ制度

学生向け職場体験で、
ひと足早くペガサスデビュー。
「実際の職場を肌で感じてみたい」「ペガサスで働く職
員はどんな人？」。本格的な就職活動をする前に、自分が
めざす仕事や職場の体験をしてみませんか？
ペガサス、風の馬では、学生の方を対象とした、イン
ターンシップ制度があります。お一人でもグループ単位で

かりやすくご 説明
しました。

馬場記念病院は 24 時間 365 日、
世界水準の脳卒中治療を提供しています。
脳卒中の治療は、時間との闘いです。発症すると脳
細胞は秒単位で失われるため、一秒でも早く治療を開
始することが、患者さまのその後の人生を大きく左右
します。脳卒中の治療は、2015年に米国脳卒中学会
より新たな治療ガイドラインが出されました。標準的
治療として、t-PA（血栓溶解術）、血管内治療（機械的
血栓回収術）の有効性が示されています。また、こうし
た治療を24時間365日行うことができる体制が整っ
ていることも、重要とされています。
馬場記念病院では、脳卒中専門医が常時待機する
とともに、必要な施設・設備を整え、世界標準の脳卒
中治療がいついかなるときでも可能。堺市の脳卒中治
療をしっかりと支えています。

TOPICS
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社会福祉法人 風の馬

ペガサス保育園つばさ開園

小規模保育園が誕生。
医療的ケアが
必要なお子さんにも対応。
平成30年４月に、小規模保育園＜ペガサス保育園つば
さ＞が誕生予定。対象となるのは、０歳から２歳までの
お子さんで、定員は19名のアットホームな保育園です。乳
児期の大切な時期を、一人ひとりの成長に合わせ、家庭
的な雰 囲 気のな

も、ご希望の日程で体験可能です。下記２種類のコースが

超音波検査士

診断に直結する検査を
正確に迅速に。

1

の治療などについ

馬場記念病院

治療は、患者さまに応じた治療薬

らっしゃいます。また、長期治療で薬

【パーキンソン病の四大症状】
①手足がふるえる

［ペガサスグループのトピックス情報］
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かでゆったりと過

ありますので、ぜひご参加ください。

ごすことができま
す。姉妹園やペガ

①１DAYインターンシップ（無給）

サスの 英 会 話 教

希望部署で見学や体験を行います。

験に合格する必要があります。また、５

にし、的確な診断治療につなげたい

年ごとに認定更新があります。現在、

（北野 真子 臨床検査技師）
と思います」。

馬場記念病院の検査部には、５名の

「より専門的な知識を身に付けるた

超音波検査士が在籍しています。その

めに資格を取得しました。学んだ知識

うち３名のコメントをご紹介します。

を基に、正確に迅速に検査を行い、

＜超音波検査士＞は、優れた超音

「超音波検査士の有資格者を増や

波検査の技能を持つ技術者に対し

すことで、検査部の診断能力の向上を

て、日本超音波医学会、日本超音波

図りたいと思います。自らの経験で得

検査学会が認定する資格です。臨床

た知識を、後輩にもしっかりと伝えて

検 査技師、診 療放 射線 技師、看護

（山﨑 功次 臨床検査技師）
いきたいです」。

師、准看護師いずれかの免許を保有

「資格取得により、病気に対する基

し、学会に３年以上所属するなどの

礎的な知識や、検査を行うポイントが

要件が定められ、書類審査、筆記試

整理できました。診療部との連携を密

治療に役立つ報告をしていきたいと思
（坂本 明子 臨床検査技師）
います」。

師・アディ先生と

職員紹介、職員食堂の利用など、職場の雰囲気を体感できます。

②長期インターンシップ（有給／時給890円＋交通費）

の交流もあります。

ペガサスの一員としてスキルアップ。

また、医療的ケ

病院、介護施設、介護サービス事業所、保育園の各施設で働きます。

アが 必 要なお子

研修一例）作業療法士・言語聴覚士学科の学生向け

さんにも対応して

高度急性期〜生活期のリハビリテーションを

おり、ペガサスの

体験、手術見学などを実施しています。

児童発達支援事

［お問い合せ］馬場記念病院
（人事課）TEL:072-265-9089

業 所 の 利 用も可
能です。
保護者の皆さまに安心していただける保育環境で、大
切なお子さんの成長をサポートします。
［お問い合せ］

左）
山﨑功次

中）
北野真子

右）
坂本明子

病棟での看護体験

受付で患者さんに対応

ペガサス保育園 開設準備室 TEL：072-262-3000

