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基本概念 
一．安全で親切な医療を提供します。 
一．高度で良質な医療を実践します。 
一．患者さんの意思と権利を尊重します。 

 
看護部理念 
一．親切・思いやり・やさしさをもって看護します。 
一．安全で良質な看護を提供します。 
一．患者さんのニーズ・権利を尊重した看護を提供します。 

      地地地域域域医医医療療療連連連携携携室室室だだだよよよりりり   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

診 療 科 紹 介 
血 液 内 科

部長 
服部 英喜 

写真 

血液内科は平成８年１１月に診療を開始しました。当初は

服部 1 名だけだったのですがとても対応しきれず、平成１６

年４月からは桑山が就任、現在も２名体制で診療をしており

ます。 
八尾地区あるいは近隣地区（平野区、柏原市）における血

液疾患の中核施設として、また日本血液学会認定施設とし

て、主に白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫をはじめとす

る造血器腫瘍、貧血一般、再生不良性貧血、血小板減少症等

を診療対象疾患としています。中でも力をいれているのが造

血器腫瘍分野での診療です。            
急性白血病における多剤併用化学療法、難治性あるいは再発悪性リンパ腫における自己末

梢血幹細胞移植などでは白血球が０になるか、もしくはそれに近い状態となるため無菌室治

療が必要となります。現在２床の簡易型無菌室をフル稼働させているのですが、それでも受

け入れが困難な時があり、ご迷惑をおかけしていることもあるかと存じます。 
その他の悪性リンパ腫、多発性骨髄腫に対しても寛解の望める症例であれば、積極的に化

学療法を施行し、高齢者・合併症併発例であれば長期延命のためＱＯＬ療法を図るなど、個々

の患者の病態・年齢・背景に応じた治療を選択するように心がけております。 
造血器腫瘍以外の部門ももちろん手を抜いているわけではありません。再生不良性貧血で

は、抗ヒトＴリンパ球血清またはシクロスポリンなどによる免疫抑制療法により、多くの方

で造血機能の回復がえられています。特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫性溶血性貧血な

どでも、ステロイド療法を中心に良好な効果がえられています。また難治症例に関しては、

当院消化器外科とも連携し、脾臓摘出も行っています。 
血液内科分野は、目覚しく治療法が発展する分野のひとつであり、新薬が次々と生み出さ

れ目を離す余裕がありません。しかしそれに乗り遅れることなく、常に八尾市民の皆様に全

国水準の治療を提供できるように心がけたいと存じております。 

簡易式クリーンベッド 

医長 
桑山 真輝 



 

診療科目：小児科 
専門分野：新生児 
趣  味：映画鑑賞 
ひとこと：奈良県以外で働

くのは初めてです。どうぞ

よろしくお願いします。 

新しく着任しました医師の紹介 

（職位毎 五十音順） ４月より新任医師が着任しました 

杉原
すぎはら

 英治
え い じ

 医長 

診療科目：放射線科 
専門分野：腹部・骨盤領域の診断 

      ＩＶＲ 

趣  味：デジカメ・テニス（初

心者）・子供と遊ぶ 
ひとこと：患者様に安心して頂

ける治療を心掛けて頑張りま

す。よろしくお願いいたします。

北
きた

 圭介
けいすけ

 副医長 

診療科目：整形外科 
専門分野：膝・スポーツ障害

趣  味：スポーツ全般 
ひとこと：はじめまして４

月より八尾市立病院整形外

科で勤務しております。至

らない所も多く御座います

が何卒よろしくお願いいた

篠田
し の だ

 幸紀
ゆきのり

 副医長 

診療科目：循環器科 
専門分野：循環器一般 
趣  味：子供と遊ぶこと 
ひとこと：患者様が安心し

て医療を受けて頂けるよう

な診療を心がけていきま

す。今後ともよろしくお願

いします。 

橋村
はしむら

 俊哉
と し や

 副医長 松岡
まつおか

 裕大
ゆうだい

 副医長 

診療科目：歯科口腔外科 
専門分野：口腔外科 
趣  味：スキー 
ひとこと：はじめまして松

岡です。患者様に満足して

いただけるようがんばりま

すので、宜しくお願いいた

します。 

内田
う ち だ

 優美子
ゆ み こ

 ＮＩＣＵ

診療科目：麻酔科 
専門分野：循環呼吸管理 
趣  味：ジョギング 

サイクリング 

ひとこと：完全な鎮痛はもち

ろんさらなる完全な麻酔を

心がけてがんばっていきた

いと思いますのでよろしく
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 １７年度 １８年度 １９年度 
地域医療連携・予約診療とも推進に賛成 47.7％ 51.9％ 51.5％ 
地域医療連携推進は賛成・予約診療推進は反対 26.2％ 25.4％ 29.8％ 
地域医療連携推進は反対・予約診療推進は賛成 6.3％ 4.7％ 3.8％ 
地域医療連携・予約診療とも推進に反対 2.5％ 1.3％ 1.1％ 
わからない 17.3％ 16.7％ 13.7％ 

『地域医療連携室推進・予約診療推進の方針について』とい

う項目で質問しました。結果としては、５０％を超える賛同

をいただきました。詳細は以下の通りです。 

患者アンケート実施結果 

昨年の１２月３日～１２月７日にかけて、実施いたしました『アンケート』についてご報告します。 

☆地域医療連携について 

貴重なご意見ありがとうございました。今後の地域医療連携室の運営の参考とさせていただきます。

新しく着任しました医師の紹介 

４月より新任医師が着任しました （職位・五十音順） 

松本
まつもと

 伸治
し ん じ

 医員 

診療科目：外科 
専門分野：外科 
趣  味：現在、模索中 
ひとこと：母校の生ぬるい

初期研修から脱出し、八尾

市立病院に来ました。シス

テムに慣れたり大変です

が、精一杯頑張ります。 

柳 本
やなぎもと

 嘉時
よしとき

 医員 

診療科目：小児科 
専門分野：小児科 
趣  味：ピアノ・自転車 
ひとこと：八尾の子ども達

の健やかな成長をお手伝い

できるよう、頑張りたいと

思います。よろしくお願い

します。 



 

※特売サービス券有（当院にて出産の方のみ） 

営業時間：９：００～１７：００ 
定 休 日：土曜・日曜・祝日・年末年始 

 

主な取扱商品 

まままちちちなななかかかススステテテーーーシシショョョンンンシシショョョ

場所：１階 まちなかステーション 

「親切・丁寧な対応」を 
心掛けて、患者様のお役に

立てるようスタッフ一同、

頑張っていますので、これ

からもよろしくお願いいた

します。 

院 内 案 内 ① 

おむつ(成人・乳幼児用) Ｔ字帯・胸帯・

腹帯等の術後商品 介護用シーツ 
寝巻き・マスク・包帯・サポーター  
リハビリシューズ・杖（要注文） 
医療用弾性ストッキング（要診察）  
介護用下着 尿とりパット 

エンゼルバスケット※ 

図書コーナー 

対 象 者：入院患者様（ご家族もＯＫです） 
利用日時：毎週火曜日１５時～１６時 
     （但し祝日はお休みです） 
利用方法：用紙に名前・病室番号を記入するだけです。

貸し出しについては上記日時に限られます

が、返却は１階の館内案内でも(９時～１７

時)可能です。 
※ 詳しくは、別紙パンフレットをご覧下さい。 

（各階病棟のデイルーム等に設置しています）   

ご協力のお願い 

図書コーナーの本は、寄付による運用と

なっています。お手元に読まなくなった

「本」がありましたら、ご寄付をお願い

致します。 
 
寄贈の受付は… 
１階館内案内 
⇒平日 ９時～１７時 

図書係 

※ 閲覧はどなたでも可能です。(平日９時～１７時) 

貸し出しについて



 地域医療連携室 

医療ソーシャルワーカーからのお知らせ 

（ 約 束 ） 
相談内容や個人情報については秘密厳守いたします。 

（相談時間）  
月曜日～金曜日 （９：００～１６：３０）  

（お問い合わせ場所) 

２階「⑥地域医療連携室」 
医療ソーシャルワーカーに 
お気軽にお声掛けください。 
※ 費用は無料です 

退院後の生活が

心配・・・ 

こんな相談は誰に

すればいいの？ 

在宅や介護の事が

わからない 

社会福祉制度につ

いてききたい・・・

入院中や自宅での生活の中で何か困った事は

ありませんか？ 

病気に伴っておこる様々な不安や悩みについて、

各専門のスタッフが相談をお受けします。 

安心した生活をおくるために・・・

医療ソーシャルワーカー 
 北村 尚洋 ☆ 西 麻弥 


