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　平素はいろいろご協力をいただき、ありがとうござ

います。

　さて、皆さまは、病院機能評価という制度をご存知

でしょうか？これは公益財団法人日本医療機能評価機

構が、「病院が組織的に医療を提供するための基本的な

活動（機能）が、適切に実施されているかどうか」を

評価する仕組みで、評価調査者（サーベイヤー）が中

立・公平な立場にたって、所定の評価項目に沿って病

院の活動状況を評価し、全ての項目が合格点であれば、

適切な病院として認定されるというものです。認定さ

れるということは、地域に根ざし、安心・安全、信頼

と納得の得られる医療サービスを提供すべく、常日頃

努力している病院であることに相当すると考えられま

す。育和会記念病院は、平成17年5月に、病院機能

評価機構の審査に合格し、認定病院として評価されま

した。その後、平成22年に第1回の更新をし、本年

の第2回の更新にも合格しました。ちなみに、平成

27年5月1日現在の認定病院は全国の病院8512の

うち2267病院（26.6％）です。

　病院機能評価についてもう少し説明しておきましょ

う。病院の基本的な体制（理念、組織体制など）、各診

療部門、検査部門、手術・麻酔部門、臨床研修部門、医

療安全管理室、感染対策室、地域医療連携室、相談室、

事務部門など全ての診療・看護・事務部門、経営に関す

る項目などが、書類と面接で審査されます。特に、病棟

でのケアプロセスとして、1 ～ 2人の入院患者を対象

に、主治医、担当看護師、その他かかわりのあった職

員とサーベイヤーが直接話し合い、その患者の外来～

入院～退院までの対応や医療安全・感染制御面の取り

組みなどを確認するという審査が各病棟で実施されま

す。評価項目ごとに、S（秀でている）、A（適切に行

われている）、B（一定の水準に達している）、C（一定

の水準に達していない）の4段階に評価され、C評価

が1つでもあると不合格です。C評価となる例として

は、患者相談窓口が明確になっ

ていない、研究的・実験的診療

が倫理的検討を経ずに実施され

ている、新技術の導入が全面的に現場に任され組織的

な支援がない、献立や食事の具体的な評価がされてい

ない、就業支援策が検討されていない、人材育成の仕

組みがない、各部門における在庫物品の適正量に関す

る検討が行われていない、などがあります。

　さて、このような病院機能の審査を受けるには、高額

な受審料がかかり、また、病院の体制を充実させるため

にもコストがかかります。また、受審に向けて、各職員

の人的労力（手間）もバカになりません。しかし、「機

能評価を取得したら患者が増えた」という話は聞いた

ことはなく、病院の経営上の直接のメリット（増収）

は少ないと考えます。それにもかかわらず、当院はな

ぜ、病院機能評価を取得しようとしたのでしょうか？

私は以下のように考えます。病院機能評価の審査の準

備段階や審査結果で、自分の病院の優れている点や改

善すべき問題点が具体的に示されるため、病院の現状

を客観的に把握することができます。そのことは、病

院の改善のきっかけとなり、医療の質の向上と効果的

なサービスの改善につながり、その改善に取り組んだ

努力の結果で、当院はより信頼される病院へと変化し

ていくものと思います。われわれは“ええ病院”を目

指し、努力を続けます。今後も、皆さまからのご指導、

ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。

　なお、今回の病院機能評価においては、当院の感染

対策に関しては相当良い評価をいただきました。当院

は保険診療上、感染防止対策加算1を算定しています。

それには地域の医療機関から相談できる病院であるこ

とが求められていますので、感染防止対策についての

質問や問い合わせがありましたら、当院へ相談してい

ただければ幸いです。

育和会記念病院　副院長　西森 武雄

“育和会記念病院は、ええ病院？”

　　

　地域医療連絡室と医療福祉相談室は、現在、

右記のスタッフで活動しています。今後もご指

導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

また、今後の誌面作りについてご意見・ご感想

がございましたら、電話・FAX 等にてお聞か

せください。皆さまからのお声を心よりお待ち

しております。

地 域 医 療 連 絡 室 直 通TEL : 06-6758-8115　　　検査予約専用TEL ： 06-6758-9230　   FAX ： 06-6758-8007
医療福祉相談室直通TEL・FAX ： 06-6758-1080

編 集 後 記

後列　左から　植田　鹿島　佐藤　辻本

前列　左から　籾迫　三好　住川　黒川

〈地域医療連絡室〉 〈医療福祉相談室〉

後列　左から　松田　野間　水澤

前列　左から　嶋内　山本　村上

呼吸器教室

育和会ジャズストリート2015

　平成 27 年 4 月～ 8 月まで計 5

回シリーズで慢性肺疾患をテーマ

に「呼吸器教室」を実施しています。

第 1 回・第 2 回ともに右記写真の

とおり、たくさんの方にご参加いた

だき、とても有意義な会となりました。今後、下記内容にて、

6 月以降も実施する予定ですので、ぜひご参加ください。

　平成 27年4月 25 日（土）14：00～15：30、育和会記

念病院 2階リハビリテーション室にて、第１回「育和会ジャ

ズストリート 2015」を開催いたしました。

　当日は、コントラバス・ピアノ・ヴォーカルの構成で、「ハ

ナミズキ」や「春よ来い」などの曲を演奏しました。

　たくさんの方にご参加いただき、とても楽しい時間を過ご

しました。今後は、年に 3、4 回開催する予定ですので、ぜ

ひご参加ください。

♪

医　師

看護部

薬剤部

医　師

検査部

4/22（水）

5/27（水）

6/24（水）

8/26（水）

7/22（水）

リハビリテーション科：

リハビリテーション科：

リハビリテーション科：

医療福祉相談室：

栄　　養　　 部：  

：慢性肺疾患 (COPD 等 ) についての話題

：急性増悪を予防しよう

：処方された薬をちゃんと効かせるために

：慢性肺疾患（COPD 等）のまとめ

：検査からみた慢性肺疾患 (COPD)

呼吸法と簡単な運動について

呼吸筋ストレッチ体操について

日常生活の中での息切れ軽減のコツ

身体障害者手帳と社会的支援

『慢性肺疾患 (COPD) の食事』
どのような食事をすればいいの？



医師
紹介

います。

A2　綺麗な病院で清潔感があり、また、

医師同士の連携がよく、チームとして

うまく回っているという印象がありま

す。これまでと環境は変わりましたが、

一日でも早くその一員になれればと考

えています。

A3　ゴルフです。4 年前から始めまし

た。ここ最近忙しくて、なかなか時間

がとれませんでしたが、また落ち着い

たら始めたいと思います。

A4　4 月より勤務させていただいてお

ります任起弘と申します。

泌尿器科の幅広い疾患に対応できるよ

う、これまでの経験を生かして精進し

ていく所存です。また、地域医療に貢

献し、皆さま方に喜ばれるような治療

を提供できるよう努めてまいりますの

で、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお

願い申しあげます。

呼吸器内科

上
うえにし

西 力
りき

A1　出身は大阪狭山市で

す。こちらに来るまでは医誠会病院で

1 年間、初期臨床研修を行いました。

A2　初期臨床研修が終了し、期待と不

安が入り交じる中、緊張しっぱなしの

毎日ですが、周りの皆さんがとても温

かく、呼吸器内科医として素晴らしい

充実したスタートが切れたと感じてい

ます。

A3　釣りです。最近は忙しくてあまり

行けてませんが、早く仕事に慣れ時間

を見つけて行きたいと思います。

A4　4 月より勤務させていただいてい

ます上西力と申します。

まだまだ医師として未熟なので、至ら

ない点があるかもしれませんが、この

町の皆様のために少しでも貢献してい

ければと考えております。何卒よろし

くお願い申し上げます。

研修医

津
つだ
田 壮

そうたろう
太朗

A1　大阪市立大学を卒

業し、この4月より育和会記念病院で2

年間初期研修医として働かせて頂くこと

になりました、津田と申します。出身地

は奈良です。よろしくお願いします。

A2　2年前に改築が行われ、非常にき

れいになったということもあって、毎

日がより一層楽しい気分で研修ができ、

ありがたく感じております。また指導

医の先生方をはじめ、職員の方々に気

さくに接して頂き、居心地のよさをつ

くづく感じます。

A3　車が好きで、休日にドライブに出

掛ける事です。買物や、景色のきれいな

場所など目的地を決めて車で外出するこ

とが趣味であり、ストレス解消法でも

あります。車が好きな方、車に詳しい

方は是非一緒にお話ししてください！

A4　まだ卒業して間もなく、仕事をは

じめ色々な面で皆さんに迷惑をお掛け

するかもしれませんが、できる限り早

く皆様のお力になれるよう努めて参り

たいと思っております。そして2年間

で多くのことを吸収し、医師として成

長したいと思っておりますのでどうぞ

宜しくお願い申し上げます。

研修医

濱
はまざわ

澤 夏
なつき

樹

A1　大阪府八尾市出身

です。大阪市立大学を卒業しました。

A2　院内や医局の雰囲気がとてもよ

く、また院内の設備もきれいで、快適

に過ごすことができる病院だと感じま

した。とても居心地がよく、自身のス

キルアップに集中できるすばらしい環

境が整っています。

A3　家電量販店をみてまわるのが好き

です。結構歩くので、よい有酸素運動

になっていれば幸いです。

A4　これからさまざまなスキルをしっ

かりと磨いて少しでも患者さまの役に

立てるよう日々精進してまいりますの

で、何とぞご指導ご鞭撻の程よろしく

お願い申し上げます。

研修医

吉
よしい

井 肇
はじめ

A1　奈良県出身で、兵

庫医科大学をこの春に卒業しました。

よろしくお願いします。

A2　見た目はコンパクトなのに、中身

はぎっしり詰まっている。そして、キ

レイ!

A3　見た目とは違い大学では硬式テニ

ス部でしたので、人並みにはできると

思うのでぜひどなたか誘ってください!

普段はインドアでオタクをやっており

ます。最近は濃い豚骨ラーメン探しに

もはまっています。

A4　できないことだらけではあります

が、早く使えるヤツになろうと思って

精進しますので、ご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。

研修医 

広
ひろた

田 知
ともゆき

行

A1 大阪市立大学出身の

広田知行です。育和会記念病院は大学

から近いこともあり、大学の先輩も多

く心強く感じました。

A2　病院も新しく医局に明るい雰囲気

が感じられ、医療者通しが相談しやすい

環境だと思いました。また、上級医の先

生方がとても丁寧に指導して下さるの

で、とても働きやすいと感じています。

A3　大学でバドミントンをしていたの

で体を動かすならバトミントンが好き

です。後は最近はあまりできていませ

んが、ソフトダーツも大好きです。

A4　今はまだ勉強不足でご迷惑をお

かけすることも多々あると思いますが、

一人前の医師になるために育和会記念

病院でしっかりスキルを身につけてい

きたいと思っています。よろしくお願

いします。

熱心な方々ばかりで日頃より楽しく勉

強させていただいております。今後と

も地域医療に貢献できるようにがん

ばっていきますのでよろしくお願いい

たします。

糖尿病内科

浦
うらた

田 博
ひろみ

美

A1　生まれも育ちも大阪

です。大阪市大病院で研修、入局して

大学病院で勤務していました。

A2　職種を問わずみなさん仲がよいと

印象です。以前非常勤で週 1 回だけ外

来診療をさせていただいておりました

が、今回病院にくると、「先生、おかえ

り～」と、いろいろな方に声をかけて

いただき、とても嬉しかったです。と

ても雰囲気のよい病院だと思います。

A3　子育てです。6 歳になる娘にいろ

いろなことを教えたり、一緒に体験し

たり感動したりして、日々娘が少しず

つ成長していく姿をみるのが楽しいで

す。

A4　これまでの経験を生かして、精一

杯地域の医療に貢献できるようにがん

ばっていこうと思います。宜しくお願

いします。

放射線科副部長

南
みなみかわ

川 聡
そうすけ

介

A1　出身は大阪市淀川

区。鳥取大学を卒業し大阪市立大学に

入局。医師として 18 年目になります。

専門は放射線診断学。東住吉森本病院

から異動してまいりました。

A2　とても和やかな雰囲気で一体感が

あるように思います。各部署とも意志

疎通しやすく、働きやすい職場です。

A3　読書です。読むより買う方が多く

積む一方ですが、月に 10 冊ぐらい読

みます。最近は運動不足なので趣味は

運動と書けるようになりたいと思って

います。

A4　放射線科の仕事は皆様と顔をあ

わせる機会も少ないかも知れませんが、

疑問・相談があれば、いつでもお気軽

にたずねてください。今後ともよろし

くお願いします。

循環器内科

山
やまなか

中 あすか

A1　出身 : 長崎　　

　　　前任地 : 阪和住吉総合病院

A2　新しく設備が整っており、仕事す

る上での導線も良いと思います。他職

種の方とも、コミュニケーションがと

れやすく、働きやすい環境だと思いま

す。

A3　観劇

A4　本年 5 月から循環器内科に勤務

させて頂いております。産業医科大学

を卒業後、同大学循環器内科及び関連

病院で研修を行い、画像検査メインに

循環器診療一般に携わってきました。

大学医局に 6 年間程在籍した後、縁あっ

て大阪で仕事をする事になり、現在に

至ります。地域医療に貢献できるよう

努力してまいりますので、宜しくお願

い致します。

泌尿器科

任
にん

 起
ゆきひろ

弘

A1　出身は大阪市。こ

ちらに来るまでは大阪市立大学医学部

附属病院で勤務していました。育和会

記念病院は、1 年という短い期間です

が、研修医時代にお世話になった病院

です。再度、育和会記念病院で勤務す

ることができ、とてもうれしく思って

外科部長

竹
たけむら

村 哲
さとる

A1　出身：大阪　　

　　　前任地：大阪

A2　きれいな病院です。

A3　無趣味

A4　4 月から外科でお世話になってい

ます。ご存じの方もいらっしゃるかと

思いますが、お隣の病院から異動して

まいりました。外科の平均年齢が上がっ

てしまいましたが、がんばって手術し

たいと思います。腹腔鏡手術も出来れ

ばと考えています。宜しくお願い致し

ます。

整形外科

八
やぎさわ
木澤 朋

ともひろ
弘

A1　出身：岐阜　　

　　 前任地：近畿大学医学部附属病院

A2　建物が新しく、近代的な印象です

A3　マリンスポーツ、スキューバダイ

ビング、読書、筋トレ、ネットゲーム、

ボルダリング

A4　今年の 3 月より育和会記念病院

整形外科に勤務させていただいており

ます八木澤朋弘と申します。近畿大学

医学部卒業後、大学で研修を行いその

まま整形外科に入局をさせていただき

ました。大学では、脊椎、腫瘍、関節、

手の外科 4 チームで研修させていただ

きましたが、大学の特性上外傷を診る

機会が少ないと感じておりました。こ

の育和会記念病院では外傷、脊椎、手

の外科、関節など豊富な症例があり、

勤務されている先生方も優しく、教育

今年の4月から、新しく入職した先生方に、

下記の質問に答えていただきました。

　Q1 ご出身・前任地はどこですか?

　Q2 育和会記念病院の印象はどうですか?

　Q3 趣味はなんですか?

　Q4 皆さまへのメッセージをお願いします

新任



近藤歯科クリニック

大江整形外科　大江 久之 先生

整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科
生野区巽中1-21-18-1F　TEL 06-6758-5550

大江内科　大江 洋史 先生

内科・循環器科・消化器科・小児科
生野区巽中1-21-18-2F　TEL 06-6758-2085

診 療 時 間

9:00 ～12:30

17:00 ～19:00

診 療 時 間

9:00 ～12:30

17:00 ～19:00

月

○

○

月

○

○

火

○

○ 

火

○

○

木

木

水

○

○

水

○

○

金

○

○

金

○

○

土

○

土

○

特　　色

立地はライフ巽店の西側です（大江整形外科の 2

階）。内科的検査は各種行っており、特に胃カメラは

経鼻式を導入して負担の少ない検査を心がけており

ます。

当院で「健康寿命を延ばす」ように一緒に頑張りま

しょう。

設　　備

胸部レントゲン・心電図・携帯型 24 時間心電図（即

日解析可能）・上部消化管内視鏡（胃カメラ）・腹部

超音波検査・呼吸機能検査・各種迅速検査

診療に対するモットー

「患者様のひとりひとり

に満足をしていただく」

ことをモットーに誠実に

診療を行っております。

特　　色

腰痛、膝・肩・手など各種関節痛、肩こり、しびれ、

スポーツ障害、ケガ、まき爪などの疾患に対し、整

形外科的に最新、最適と考えられる治療を行ってい

ます。各種外傷についても治療しており、手術が必

要な場合は各病院と密接な連携をとっています。

設　備

Ｘ線検査・骨量検査

各種リハビリテーション機器・駐車場有

診療に対するモットー

適切な診断と最善の治療を心がけています。 

 

※先生方のご投稿をお待ちしております。お問い合わせは地域医療連絡室までご連絡ください。

ローソン

ライフ
大江内科

ローソン

ライフ
大江整形外科大江整形外科

平成 27 年 5 月 23 日（土）、16：00 ～ 17：30

ホテルモントレグラスミア大阪にて「第 5 回大阪東

循環器疾患治療懇話会」を下記のとおり開催いたし

ました。

当日のプログラム
酒井医院（東大阪市）院長 酒井 宏純先生を座長として、

◎ 循環器内科　副部長 山治 憲司

　 『大動脈弁狭窄症の診断と治療』

　　　～新しいガイドラインを参考に～

◎ 中央臨床検査部　森 直樹

　 『心エコー図による大動脈弁疾患の評価』

◎ 大阪市立大学大学院医学研究科

　 心臓血管外科学 教授　柴田 利彦 先生

　 『大動脈弁狭窄症の治療』

　　　～様々なオプションによる挑戦～

今回は特別講師に、大阪市立大学大学院医学研究科 

心臓血管外科学 教授 柴田 利彦 先生をお招きし、貴

重な症例について、分かりやすくユーモアあふれる

講演をしていただきました。

また、懇親会では意見交換も活発に行われ、とても

有意義な会となりました。

今後も育和会記念病院と地域の諸先生方との病診・

病病連携を深めるため、このような会を検討してま

いりますので、よろしくお願いいたします。

大阪東循環器疾患治療懇話会

地域医療者交流会について
平成 27 年 3 月 3 日（火）、17:30 ～ 19：00、育和会記

念病院・新棟 2 階研修室にて、施設職員を対象とし、第１

回「地域医療者交流会」を開催いたしました。

病院完結型医療から地域完結型医療を目指すため、当院で

も紹介・逆紹介がスムーズに行われるよう配慮しておりま

すが、それでも、病院側および施設側それぞれの意見や要望、

期待などがあるのではないかと考え、今よりもっと顔の見

える関係をつくる第一歩として開催いたしました。

当日は、左記写真のとおり、たくさんの方にご参加いただき、

活発な意見交換が行われました。一時間半という時間があっ

という間で、とても有意義な会となりました。

今後は、年に 2、3 回開催する予定ですので、ぜひご参加

ください。


