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第15号
（平成25年４月号）

【2013.４】（10周年記念号）

創立10周年をむかえて

☆月～金曜日　8：30～11：30　　12：30～14：30
☆土曜日　　　8：30～11：30
☆休診日　　　日、祝、12/31、1/1、1/2、1/3（年末年始）
・学会・出張等で、担当医師が休診又は代診となること
　があります。　予めご了承下さい。

患者さんやご家族の方々から下記のような様々なご相談
をお受けしています。
誰に相談していいか分からないことがあれば、まずは医
療相談窓口にご相談ください。
（１）医療に関すること
（２）当院での受診に関すること
（３）病院に対するご意見、ご要望、苦情等に関すること
（４）個人情報保護に関すること
（５）医療安全に関すること
なお、医療相談窓口でお受けしたご相談内容でご希望が
あれば、日時を調整の上当院の第三者委員を交えて相談
することができます。

初診の方で紹介状をお持ちでない方には、別途保険外
併用療養費として、3,150円いただきます。
歯科・口腔外科、耳鼻咽喉科、心療内科、神経内科へ
の受診は、予約の上紹介状が必要となります。
詳しくは当院ホームページの外来診療のご案内をご覧
下さい。

院 長

　済生会千里病院は４月１日をもって創立10年を迎えました。平成15年、前

身の大阪府保健医療財団新千里病院の移管を受け、大阪府立千里救命救急セ

ンターを併合し、平成18年に新病院が完成しました。そして千里地域の中核

となる急性期病院として、また大阪府豊能二次医療圏の救急医療の中枢とし

て地域医療に携わってまいりました。

　この間、医師、看護師をはじめスタッフを大幅に増員しました。来院され

る患者さん、入院患者さんの数も飛躍的に増えました。どこにも負けない安

全で良質な医療を求めてきました。病診連携、救急医療体制の充実も進めてきました。

そして今、何よりもうれしいのは患者さんからのお褒めの言葉が増えていることです。

「病院の職員がとても優しく親切で、そして優秀である。患者さんへの接遇が良く

なった」との声をよく聞かせていただいています。職員みんなが一丸となり、病院

の理念である「心のこもった医療」のもと良い病院作りにまい進してきた成果とお

もいます。

　これからも変わらず、医師、看護師を始め全職員が、「安全で良質な医療を心を

込めて提供する」ため、そして地域の医療に貢献することをやりがいとして頑張っ

ていきたいと思っています。

林 　 亨
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地域医療の
　充実を目指して

呼吸器内科 部長 岡田健一郎

当科の紹介
　当科は現在常勤４名、レジデント１名、研修医２名の
計７名で従事しております。また日本呼吸器学会・日本呼
吸器内視鏡学会の認定施設ともなっており、医員がこれ
ら指導医・専門医の資格を保持しております。日本内科
学会専門医・認定医をはじめ、日本臨床腫瘍学会指導医・
日本臨床細胞診学会指導医など多くの資格も保持してお
ります。
　また当科は阪大病院呼吸器内科からの紹介先診療科と
して非常に多くの患者さんの紹介をお受けさせていただ
いております。この実績を踏まえて、阪大病院呼吸器内
科の連携を基軸に、地域に根差した診療科をモットーと
して、開業医の皆様と当科が両輪となって地域住民の皆
様の診療をしていきたいと思っております。

開業医の皆様へ
　いつもご紹介をいただきありがとうございます。肺癌・
COPDを始めとする呼吸不全・間質性肺炎を始めとするび
まん性肺疾患などを中心により重篤な呼吸器疾患を対象
として、診療にあたりたいと考えています。
　昨今呼吸器診断にはCT読影がカギとなるといっても過
言ではないと考えますが、当科では定期的に胸部画像専
門で経験豊富な学会認定専門医・指導医の放射線科医師
も招聘して、カンファを開催して研鑽を積んでおります。
また慢性呼吸不全に対する在宅酸素療法（HOT）や非侵襲
的人工呼吸（NPPV）療法・睡眠時無呼吸症候群に対する
PSG検査とCPAP療法なども導入後、ご紹介も可能です。
院内活動では、RST（呼吸器ケアサポートチーム）を２年前
に立ち上げ、人工呼器管理をされている方などを対象に
院内ラウンドやより快適な呼吸器ケアを標準化すべく、
チーム活動をしております。チーム活動では当科ばかり
でなく、救命・口腔外科医師や専門看護師や理学療法士
などの活動が盛んで、院内で包括的な呼吸器ケアが浸透
しつつあります。人工呼吸器関連肺炎（VAP）の抑制や早
期抜管に貢献できるようになっていると思います。

最後に
　当科はあくまでも地域病院での一診療科にすぎません。
当院には呼吸器外科や放射線治療などもありません。し
かし千里救命救急センターなどと連携して、重篤な患者
さんに素早い対応ができます。また手術を要する方には、
吹田市民病院を始め、市立豊中・阪大病院に強い連携を持
ち、放射線治療が必要な方には彩都友紘会病院に当科OB
医師がおり、いち早いご紹介・ご加療が可能です。自前に
持つ施設とほぼ同等な対応ができると考えます。地域密
着型の診療科として今後も精進して参る所存です。また当
科にご助言・ご支援などを賜るようになにとぞよろしくお願
いいたします。

出典：厚生労働省　　平成23年人口動態統計月報年計より

船越 俊幹

当科へ受診される皆様へ
　最近は、呼吸器疾患を取り巻く状況がきびしいことを
示す情報が多く取りざされております。まず死因率の年
次推移で肺炎の割合の上昇は続き、減少傾向であった脳
血管疾患を追い抜き平成23年度より第３位となりました。
最大の理由は高齢者の増加であると言われています。今
後もこの傾向は一層顕著になると言われています。また
WHO（世界保健機構）の予想では2020年には慢性閉塞性
肺疾患は死因として、世界的に第４位になると報じてい
ます。更にもう皆様もご周知の通りに肺癌が現在でも男
女ともに永らく癌死の一番
の座を譲りません。
　このような呼吸器疾患を
取り巻く環境において、わ
たくしどもは来院された方
のお話をよく聞き、お体を
診させていただき、採血や
画像検査を吟味して、最新
の治療効果の報告を享受し
て、診療にあたりたいと思
っております。

当院の呼吸器内科の取り組み
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2月 6月 11月3月 4月 12月8月7月5月 9月 10月

799　  805　   790　  780　   785　  864　   864　   793　   867　  830　  772　   759 

825     822      802     761      838     792      875      806      857      814     857      719 

8,763   8,870   9,126   8,637   7,854   8,543   9,218   8,975   8,825   8,964   8,826   8,730 

330.6   312.6   330.9   303.2   289.7   301.1   325.6   326.0   312.3   325.9   312.4   304.8 

10.6　  10.7　  11.2　  10.8　   9.5　  10.2　  10.4　  11.2　  10.1　  10.6　  10.6　 11.7 

265     304     286     303     280     270     321     272     303     289     264     268 

新　入　院　患　者　数

退　院　患　者　数

在 院 患 者 数（24時現在）

１日平均在院患者数（注1）

平　均　在　院　数（注2）

手　　術　　件　　数

人

人

人

人

日

件

項　　　　目 単位 H24年
1月

H25年

＊1～退院患者数+在院患者数（24時現在）を暦日数で割ったもの　＊2～在院患者数（24時現在）を（新入院患者数+退院患者数）／2で割ったもの

緩和ケア
　　認定看護師
緩和ケア
　　認定看護師

第２回

知久 幸子
認定看護師

認定看護師の紹介

　私は、緩和ケア認定看護師で、

済生会千里病院の中の緩和ケ

アチームに所属し、患者さん、

ご家族の「なんだかすっきり

しない症状や心の問題」に取

り組んでいます。もちろん、

主治医、薬剤師、栄養士、ソ

ーシャルワーカーなど他のチ

ームメンバーと一緒に「どうしたら、この患者さんの苦し

さをもっと軽くできるのだろう」ということを考えていま

す。そして、その苦しさが少しでも楽になるようにチー

ムの誰がどのようにかかわればよいのかを考え、実践し

ています。

　これまで「緩和ケア」という言葉をお聞きになったこと

があったでしょうか？どうも、がんと関係あるらしい。

がんで苦しい時に痛み止めを使う治療をしてくれるらしい。

などでしょうか？がんと聞くだけでも憂鬱なのに、「緩和

ケア」の話しなど、まだ早い、まだまだ頑張って治療して

いるのに、という反応がこれまで多く寄せられていたの

は事実です。それは、がんという言葉の延長上に「死」と

いうことを連想してしまい、暗い気持ちになってしまう

からではないでしょうか？私の仕事はそのような患者さ

んに対して『より自分らしく生きることのお手伝いをする』

ということだと思っています。

　もし、何らかの理由でがんに対して積極的治療が行え

ない場合に、その時に抱えている痛みや気持ちのつらさ、

家族の問題、仕事のことなどの相談を受けています。入

院中であれば、主治医や他のスタッフから依頼があり、

お話を伺いに患者さんのもとへ訪ねて行きます。足が痛

かったり、むくんだりしていたら、マッサージをしながら、

どうしたら今より楽に動けるか、やりたい事ができるの

かを一緒に考え、困っている問題の解決策の提案をします。

認定看護師とは
　認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野（現在
21分野）において、熟練した看護技術と知識を用いて、水準の
高い看護実践のできる者をいう。

ひとくち
メモ

認定看護師の役割
　認定看護師は、看護現場において実践・指導・相談の3つの役割を果
たすことにより、看護ケアの広がりと質の向上を図ることに貢献する。
・実践：特定の看護分野において、個人、家族及び集団に対して、熟練
　した看　護技術を用いて水準の高い看護を実践する。
・指導：特定の看護分野において、看護実践を通して看護者に対し指導
　を行う。
・相談：特定の看護分野において、看護者に対しコンサルテーション
　を行う。

認定看護師になるには
　看護師の免許取得後、実務研修が通算5年以上。（うち３年以上は
認定看護分野の実務研修）→６ヶ月間、認定看護師教育機関通学→
筆記試験に合格　を経て認定看護師に登録をすることができる。 
（更に５年ごとの更新がある。）

緩和ケア認定看護師について
　求められる技術と知識は、「疼痛、呼吸困難、全身倦怠感、浮腫など
の苦痛症状の緩和」と「患者・家族への喪失と悲嘆のケア」。
　本年３月現在の登録者数は、大阪府で91名。

（参考資料：日本看護協会のホームページ）

また、専門的な助けが必要であれば、多職種（薬剤師、栄

養士、ソーシャルワーカー等）への橋渡しもしています。

　患者さんは、誰もががんという病気のことを詳しく知

っているわけではありません。現在の情報文化では、あ

まりに多くの情報が氾濫し、簡単に入手できますが、信

頼のおける情報が分かりにくくなっています。そのよう

なことから、情報整理のお手伝いもしています。私は、

このような多面的活動を丁寧に行っています。これからも、

緩和ケアチームのスタッフと一緒に、

済生会千里病院で病気のことで困って

いたり、悩んでいたりする患者さんの、

身体的・精神的支えになっていきたい

と思っています。是非、気軽に声をか

けてください。



～ 病理診断科とは？～病理診断科より

　病理診断科とは聞き慣れない言葉でしょう。医師の中
でも、病理診断科がどのような業務を行っているか、知
らない方もおられるだろうと思われるほど、認知度の低
いものです。「病理」を「料理」と間違えられると、この業
界では自嘲気味に口にされるほどです。
　そもそも病理診断科の標榜は、2007年９月の厚生労
働省、医道審議会において認められて間もないもので、
近年の病理検体数の増加とともに、病理診断の重要性が
増してきたことを反映していると思われます。
　病理専門医は全国で2,188人（平成24年９月現在）（参考：
内科７～80,000人）であり、しかも高齢化しているとい
われ、絶滅危惧種は言い過ぎとしても、自他ともに希少
種と認められる存在です。この紙面をお借りしまして、
日頃皆様の目に触れない、病理診断科について紹介させ
ていただきます。
　私たちの主な業務は、①病理・細胞診断、②術中迅速
　診断、③病理解剖からなります。

①病理・細胞診断：患者さんから採取された組織、細胞
　を標本にして、顕微鏡で観察し、診断を下します。例
　えば内視鏡による胃生検や子宮健診時の頚部擦過細胞
　診などがこれにあたります。胃や大腸、乳腺などの手
　術摘出材料は肉眼的に観察し、適切な部位を切り出し、
　標本として、顕微鏡で観察します。標本作製や細胞診
　断などにおいては、日々病理検査技師と支えあって、

　より質の高い標本作製、より良い診断を追及しています。
　病理診断にて、良悪性の診断や病気の状態・性状の評価、
　治療の効果判定などを行っています。また疾患の予後
　の推定などにも関わっています。
②術中迅速診断：手術中に提出された検体から迅速に標
　本を作製、診断し、術式の決定、切除範囲の決定など
　に役立てます。
③病理解剖：不幸にしてお亡くなりになった患者さんの
　病理解剖を行い、死因、病態、罹病疾患の状態、治療
　効果などについて検討します。
日頃、患者さんの目に触れる機会はありませんが、今後
とも、正確かつ迅速な病理・細胞診断を行い、臨床の先
生方を影ながら支え、良質な医療の提供に貢献していき
たいと考えております。

経　歴：滋賀医科大学医学部卒業（2003年）
　　　　滋賀医科大学医学部付属病院検査部
　　　　京都第一日赤病院検査部
専門医：日本病理学会病理専門医・日本臨床細胞学会細胞診専門医

病理診断科医師の紹介
病理診断科医長 兼 病理検査室室長

【プロフィール】

小島 史好 （こじま ふみよし）
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当院の活動ご紹介

　当院は地域医療支援病院と
して、また災害拠点病院とし
て地域の皆様にその役割を果
たして参ります。

達は、東日本大震災を忘れません。私

地域の防災活動に貢献しました。

　平成24年12月12日、
当院の災害対策委員会主
催「院内災害対策机上シ
ミュレーション」を開催
しました。災害対策では
「実地訓練」も大切です
が、それ以上に「机上で

のシミュレーション」も大切とされているからです。
　当日は、院長をはじめ各部門責任者計58名が参加しま
した。約２時間、この地区で災害が起こったときの初動

対応をシミュレーションしたところ、一部のスタッフに

役割が集中することが判り、一刻も早く多くの職員が参

集する必要性があることを確認しました。このような取

組みを行った上で実地訓練を行えば、今まで以上に充実

した訓練が出来ると実感しました。

　今後このような取組みを重ね、災害拠点病院として地

域医療のために尽くして行きたいと考えております。

　１月20日（日）高野台、３月２日（土）津雲台の各住民の防

災活動に当院が協力しました。
　共に当院の社会貢献事業
である「なでしこ健康福祉
講座相談会」の一環として
行いましたが、１月20日は
当院のＩＣＬＳチームによ
る心肺蘇生講習会を高野台
市民ホールで行いました。
80名の住民が熱心に受講さ
れました。
　また、３月２日（土）は当
院のＤＭＡＴインストラク
ターによる「災害に備えて
～日ごろの備えと済生会千里病院の役割～」という講義及
びドクターカーや救急センター診察室の見学会を当院で行
いました。16名の市民が受講されました。

内災害対策机上シミュレーション院

3月11日午後２時45分全館一
斉に黙祷のアナウンスが流れ
ました。



05

　今回は、お弁当について少しお話をしたいと思います。

4月になると新しい環境を迎え、はじめてや久しぶりに

お弁当を持っていかれる方も多いのではないでしょうか。

お弁当の栄養面で気をつけたい事は、まずエネルギー量

です。もちろん、年齢や活動量などによって必要な量は

変わってきますが、学生や働く人たちでは、間食や夕食

までにお腹がすかないように、十分なエネルギーが取れ

るのがポイントです。又、腹持ちをよくするには、油を

使ったおかずや芋料理、ご飯を増やすと良いでしょう。

エネルギー量を減らしたい場合は、主食を減らして野菜

を増やします。ぜひ、お弁当を食べる方にも意見を聞い

てみて下さい。そして、お弁当の栄養バランスは、「彩

りよく」を意識します。例えば、ご飯の白、野菜の青や

赤、卵・肉・魚の黄色、海藻の黒などを取り入れると、

炭水化物、蛋白質、脂質、ビタミン、ミネラルが取れる

ようになり、おのずとバランスもよくなりますよ。

そして、お弁当は持ち歩く事が多いので食品の腐敗や汚

染には気をつけましょう。

栄養科主任  管理栄養士

えいようだよりえいようだより

～菜の花巻きのご紹介～～菜の花巻きのご紹介～

eiyo-dayori

① 細菌をつけない
・石鹸でよく手を洗う。
・新鮮な食材を使う。
・生の魚介類や肉類に触れたまな板や手は洗剤でよ
　く洗い、他の材料や 器具に細菌を移さないように
　注意する。
・手指にキズがあるときはポリ手袋をはめる。

② 細菌を減らす
・食材の中心までよく火を通す。85℃で１分以上加熱。
③ 細菌を増やさない
・水分を減らす：水分の多い和え物やゆで野菜はしっ
　かり水をきりましょう。
・味付けは濃いめ：酢や梅干しの利用で細菌の増殖
　を抑えられます。
・温度を下げる：お弁当は手早く冷まし、気温が高
　時は保冷剤をいれる。

減塩・菜の花のかんたん巻き寿司
　菜の花が出回る季節になりました。独特のかおり
とほろ苦さは口に入れると春の息吹を感じられます。
調理の幅も広く、扱い方は青菜と同じです。菜の花
レシピで旬の味をお楽しみ下さい。

お弁当にひと工夫

吉田 尚子

ご飯
　酢
　砂糖
焼き海苔
菜の花
ツナ缶
マヨネーズ

400ｇ
40cc
10ｇ
２枚
80ｇ
80ｇ
適量

厚焼き卵
　卵
　砂糖
　しょうゆ
　出し汁
　　油

３個
大さじ1
小さじ1
大さじ1
適量

【材料２本分】

i

福祉相談室受付時間：平日９時～１６時・土曜９時～１２時　（受付状況によりお待たせする場合がありますが、ご了承下さい。）

無料低額診療事業の
相談について（ご案内）

　当院は社会福祉法人の病院であり、社会福祉法に規定された経済的な事情により必要な

医療が受けられない人々に対して適切な医療を受けることができるように支援することを

目的とした無料低額診療事業を行っています。

「急な入院で支払いができない」「介護もしているので、費用負担が重い」「非課税世帯で収入が少ない」「障害者手帳を持っていて

医療費助成制度の対象になっている」など医療費の負担ができないといった相談を具体的に解決していきます。また、さまざま

な保険制度に関することや医療費の支払いに関する相談も受け付けています。相談は、産科・婦人科の奥にある福祉相談室にて

ソーシャルワーカーが承っています。

　このほか「介護が必要になりそうだが、どうしたらいいか分からない」「がんで治療をしているが、今後のことについて情報提

供してほしい」「離れて暮らしているので、一人暮らしの父親のことが心配だ」などの生活に関する相談も受け付けています。

【作り方】
①少し固めに炊き上げた温か
いご飯に、合わせ酢をまわし
かけ、ご飯をきるように混ぜる。
②ツナとマヨネーズは混ぜ合
わせておく。
③菜の花は茹でて水を絞る。
④卵に調味料を加え、厚焼き玉子を焼く。
⑤のりに①の寿司飯をのせ、②・③・④の具をのせて巻
きましょう！

【減塩ポイント】
ツナや厚焼き卵に味がしっかりとついているので、寿
司飯には塩分を加えません。

【食中毒を防ぐ三大原則】



06

済生会千里病院　10年のあゆみ（主な実施行事）

大阪府済生会千里病院 開設（300床）

　（大阪府保健医療財団から新千里病院〈 昭和42年２月開設 〉の

　経営移管を受ける）

臨床研修病院（管理型）として厚生労働省から指定を受ける

二次救急病院の告示（内科・外科　大阪府告示 第91号）

平成15年 ４月 １日

10月30日

12月16日

平成１５年度

４月 １日

４月17日

９月 ４日

１月 １日

１月 ５日

平成16年

平成17年

患者さんの利便性向上のため医療相談窓口を設置

第一回千里臨床カンファレンスを開催（以降、毎年２回開催）

セカンドオピニオン外来を開始

医療安全体制の確立のため、医療安全管理室を設置

新病院建設着工、準備工事開始

平成１６年度

４月 １日

９月 １日

10月 １日

平成17年 個人情報保護法に対応し、個人情報保護監査責任者、個人情報保護委員の設置

病院の質的向上を目指し、品質管理室の設置

病床活用のため入退院院管理室を設置

平成１７年度

４月 １日

７月 １日

11月11日

平成18年 大阪府立千里救命救急センター〈 43床 昭和54年12月開設 〉の事業

　を継承し、済生会千里病院千里救急センターとして併設（343床）

新病院移転オープン、オーダリングシステム稼働開始

千里メディカルラリーを千里中央駅周辺で開催（以降毎年開催）

平成１８年度

５月

６月16日

９月 １日

平成20年

平成２０年度

中国西部（四川省）大地震に医師・看護師を派遣（5/16～5/21）

ミャンマーサイクロン被災に看護師・臨床検査技師を派遣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５/29～６/11）

（財）日本医療機能評価機構による病院機能評価（Ver.5.0）認定病

　院となった。

近畿府県合同防災訓練及びＳＣＵ訓練参加（日本ＤＭＡＴ）

７月

11月

１日

12月 ４日

平成19年 広報誌「はなみずき」を創刊

日本救急看護学会開催（ホテル阪急エキスポパーク）

大阪府病院協会看護専門学校基礎看護学実習受入開始

平成１９年度

（11/9～11/10）

中国 西部大地震

平成15年当時

工事中の様子

新病院竣工



東日本大震災　DMAT派遣

子どもメディカルラリー

釜ヶ崎健診風景

心大血管疾患リハビリテーション室
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大阪府がん診療拠点病院認定取得

卒後臨床研修評価機構受審。 ２年認定を受ける。

パキスタン・イスラム共和国洪水被害に医師を派遣（9/12～9/25）

大阪府済生会釜ケ崎健診事業に参加（以降毎年参加）（9/13～9/17）

ＡＰＥＣ（横浜）へ化学災害テロ対応チームとしてＤＭＡＴ派遣

第一回老人施設と済生会千里病院との連絡会開催（以降毎年開催）

日本集団災害医学会学術集会開催（2/11～2/12）

　　（学会長　甲斐救命救急センター長　大阪国際交流センター）

東日本大震災発生、翌日から被災地（岩手県）にＤＭＡＴ１隊派遣及

び後方支援活動実施（現在も断続的に支援活動中）

４月 １日

８月 ３日

９月

12月11日

12月16日

２月11日

３月11日

平成22年

平成23年

平成２２年度

「げんき保育園」（職員家族用）の開園

済生会創立百周年記念式典（明治神宮記念会館）

地域医療支援病院の承認

心大血管疾患リハビリテーション室を開設

４月 １日

５月30日

11月25日

２月 １日

平成23年

平成24年

平成２３年度

心臓血管センターを開設

卒後臨床研修評価機構受審、４年認定を受ける。

電子カルテ更新（ 富士通社　HOPE/EGMAIN-GX ）

大阪千里メディカルラリーにあわせ、

第一回子どもメディカルラリーを開催（日本初）

第７回 病院前救急診療研究会・学術集会（会長　甲斐救命救急

センター長　千里ライフサイエンスセンター）を開催

第１回クリニカルパス大会開催

４月 １日

９月 １日

９月23日

10月 ６日

１月11日

３月 １日

平成24年

平成25年

平成２４年度

４月 １日

６月 １日

10月

平成21年 新たな診療報酬制度DPCに参加

電子カルテスタート（ 富士通社　HOPE/EGMAIN-FX ）

インドネシア西スマトラ州パダン沖地震災害に看護師を派遣

（10/1～10/14）

平成２１年度

千里メディカルラリー風景
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平成25年

４月～６月

クリスタルホテル

（編集・発行） 広報HP委員会・経営企画課

大阪府ＡＥＤ・ＢＬＳ講習会（※要予約）
　【日時】６月13日（木）　13：30～17：00
　【開催場所】病院東館３階講堂　　【お問い合わせ】大阪ライフサポート協会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL06-6370-5883（10時～17時）
糖尿病教室
　【日時・演題】４月１日（月）「知っているようで知らない糖尿病薬の飲み方の常識」
　　　　　　　　　　　　　　「グリセミックインデックス（ＧＩ）と糖尿病食」
　　　　　　　  ５月13日（月）「糖尿病合併症」
　　　　　　　  ６月３日（月）　未定　　　　　　　　　　※いずれも13：00～14：00
　【開催場所】  病院東館３階研修室　　【お問い合わせ】栄養科　TEL 06-6871-0121 内線208
肝臓病消化器病教室（※要予約）
　【日時・演題】４月22日（月）「Ｂ型肝炎について」　15：00～
　【開催場所】  病院東館３階　研修室　【お問い合わせ】なでしこプラン推進室　TEL06-6871-0121 内線603
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または当院総合受付２番窓口（先着40名）
北千里地区公民館主催　健康講座
　【日時・演題】６月１日（土） 13：30～　「大腸肛門病のお話～痔から大腸がんまで～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  「いろいろな口腔粘膜病変～単なる口内炎？それとも口腔がん？～」
　【開催場所】  北千里地区公民館２階大会議室　　【お問い合わせ】なでしこプラン推進室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL06-6871-0121　内線603
母親教室（※要予約）
　助産師が妊娠後半期のマイナートラブルや分娩経過・入院方法について分かりやすく説明しております。
ご家族の参加もお待ちしております。
　【日時】毎月２回（第１木曜日・第３土曜日）
　【開催場所】病院病棟3階デイルーム　【お問い合わせ】産婦人科外来　TEL06-6871-0121

他院の病院で治療を受けられている方が、
当院の医師に意見を聞きたいというご
希望に応える為に、セカンド・オピニオ
ン外来を行っております。

●療養環境向上の為、敷地内禁煙となっ
　ておりますのでご理解いただきますよ
　うお願いいたします。
●携帯電話のご利用は「携帯電話エリア」
　にてお願いします。なお職員が使用し
　ております携帯電話（赤色ストラップ付）
　は、一般の携帯電話とは異なるものです。

当院は臨床研修医に対する教育病院（臨
床研修病院）です。
指導医の指導の下、日々研鑽を積みな
がら患者さんの診療に当たっております。
臨床研修医に対し、お気付きの点があ
れば、何なりとご意見をお寄せ下さい。【お問合せ】

１階総合受付カウンター　（医事課）
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