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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。 

八尾市立病院 基本理念 
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一．親切・思いやり・やさしさをもって看護します。 

一．安全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。 

２階外来フロア 市民ギャラリーストリート 
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畑中 藤井 北尾 村岡  小崎  高田 

明けまして、おめでとうございます。皆様方におかれま

しては、ご家族ともどもご健勝にてよき新年を迎えられた

こととお慶び申し上げます。 

さて、昨年は地震・大雨などの自然災害や異常気象に難

渋し、先の見えない不安と閉塞感の漂う年でした。今年は

辰年で、竜の如く世の中が一段と飛躍する年となりますよ

うに期待しています。 

八尾市立病院は新築移転して９年目になり、この間、地

区の中核病院として、高度医療・救急医療・周産期医療・

小児医療をはじめとする地域の医療ニーズに応えるべく、

医療機能の整備・拡充に取り組んでまいりました。 

地域医療連携室は市民の皆様と病院をつなぐ架け橋としてご評価を頂いていましたが、一昨年より登録医制

度の構築、紹介率・逆紹介率の確保、開放型病床の整備で、入院の場合にも退院の後も、一貫した治療を一層

スムーズに行えるよう地域医療支援病院を目指して準備を行ってきました。今年はこれらを実現する重要な年

となっています。今後も患者様のため、地域のために、公立病院として最良の医療を目指していきます。 

皆様にとって本年も良い年でありますように、ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

渡邊  樋口   松嶋  

高瀬 俊夫  副院長 兼 室長 

事務職から 畑中 博文より 地域医療連携室 理念 

患者さんに満足・安心していただき、地域の先生方

に信頼される病院を目指します。 

地域医療連携室 基本方針 

一． 病病連携、病診連携を積極的にはかり、紹

介してもらいやすい病院づくりの総合窓口とし

ての機能充実を図ります。 

 

一.  住みなれた地域で保健・医療・福祉サービ

スが受けられるよう、地域ケアネットワークの一

端を担います。 

 

一. 地域の医療従事者との交流促進により、地

域の医療水準の向上に務めます。 

新年明けましておめでとうございます。 

医事部門の合言葉は『医療機関との連携をス

ムーズに、患者さんにストレスのない窓口を

目指して』です。 

医事スタッフ一同、快適な窓口と感じていた

だけるよう、患者サービスに努めさせて頂き

ます。 
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新年明けましておめでとうございます。 

昨年は未曽有の大震災がありましたが、復興

再生に向けて団結する日本の力を感じまし

た。 

本年も復興支援に協力しながら、日々の仕事

に精進していきますので、宜しくお願い致し

ます。 

看護師から 佐藤 美代子 師長より 北村 尚洋 医療ソーシャルワーカーより 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は心痛む大災害があり「絆」がテーマと

なる１年でした。 

私たち地域医療連携室のスタッフ１人１人

も皆様、地域の医療機関・関係機関の方々と

「絆」を深め、安心と安全な医療の提供に努

めてまいります。 

白石      佐藤      廣岡  

八尾市立病院にきて7年目になる看護師の吉野知子です。 

2011年 7月に乳がん看護認定看護師を取得しました。乳がん看護認定看護師っ

て？と思われる方もたくさんいらっしゃると思うので、乳がん看護認定看護師に

ついて少しお話したいと思います。 

日本では、乳がんが増加傾向にあります。だいたい16人に1人が乳がんにな

ると言われています。そのような中で、乳がんの予防や治療など乳がん患者さ

んや家族が必要とする専門的な支援を行っています。普段は、外科病棟で勤務

していますが、11月より毎週火曜日に外来で患者さんの支援をさせて頂きま

す。乳がんと診断されてどうしたらいいの？子供にがんのことどうやって伝え

たらいいの？など困ったことがあればご相談ください。 

休みの日は、パン作りをしています。パン作りは奥が深く気温や湿度にも左

右されますし、自分の心が慌てていたり焦っているとキレイなパンは焼けませ

ん。しかし、無心で軟らかい生地をこねている時やパンが焼ける香りはとても

癒されます。また年に1回は海外旅行に出かけ、世界中の海を潜っています。

海の中から見る太陽は、最高です。（体験したことのない方は是非おすすめで

す。） 

適度に充電しつつ、少しでも皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思

います。 
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◇と き   １月 １９日（木） 毎月第３木曜日 

◇時 間  １２：００～１２：４５  

再放送 １９：００～１９：４５ 

◇番組名  『情報プラザやお』の 

『健康バンザイ』のコーナー 

◇出 演  八尾市立病院 麻酔科 

            医 長   橋村 敏哉    

 FM ちゃお ７９．２MHｚ  今月の出演者 

◇と き   １月 １９日（木）   

◇時 間  １３：００～１５：００ 

◇ところ  八尾市立病院 ４階 大会議室 

◇テーマ  糖尿病とは 

      糖尿病の自己管理 

      薬物療法とは 

      食事療法とは 

 糖 尿 病 教 室 の ご 案 内  

◇と き    １月 １１日（水）前期教室 

１月 １８日（水）後期教室 

１月 ２５日（水）ラマーズ教室 

◇時 間  １３：３０～ 

◇ところ  八尾市立病院 ４階 大会議室 

 母 親 教 室 の ご 案 内   

発行者  八尾市立病院 地域医療連携室    

平成 ２４年 １月 1 日発行     

刊行物番号  H２３－２    

住所  八尾市龍華町１－３－１   

電話  ０７２－９２２－０８８１（代表） 

 II  nn  ff  oo  rr  mm  aa  tt  ii  oo  nn  

日  時：平成 ２４年 １月 １４日（土 曜 日） 午後２時～午後４時 

タイトル：頭・脳の病気について ～脳卒中を中心に～ 

第１７回 八尾市立病院公開講座 ご案内 

お申し込み お問い合わせ 

事前のご予約にてお願いしております。八尾市立病院内 八尾医療 PFI ０７２－９２２－０８８１（代表）

までお問い合わせ下さい（※会場の都合上、お申し込みは先着１００名様とさせて頂きます）。 

演  者：脳 循 環 内 科   大江 洋介   

脳 神 経 外 科   都築 貴 

場  所：八 尾 市 立 病 院     ４ 階 大 会 議 室 

入 場 無 料 




