市立池田病院だより
基本理念
創意に富み 思いやりのある 信頼される病院をめざして
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総長就任の挨拶

総長
今井 康陽

平成30年4月、新しい年度のスタートです。私は本年4月から総長に就任することになりまし
た。病院長に柴田邦隆副院長が就任し、私と柴田新病院長、二人三脚で池田市民の方々、近隣市
町民の方々の健康を守っていきたいと思っています。特に、これまで以上に救急総合診療部を中
心に24時間体制で救急患者様の診療を行っていきます。そして、専門性の高い高度な医療にも積
極的に取り組んでいます。循環器内科では心筋梗塞や狭心症に対する冠動脈ステント治療、心房
細動などの不整脈に対するカテーテルアブレーション治療、下肢閉塞性動脈硬化症に対するステ
ント治療などを行っています。また、大阪府がん診療拠点病院として、腹腔鏡（胃がん、大腸

がん、腎がん、前立腺がん、膵臓がん、卵巣がんなど）や胸腔鏡（肺がん）を中心とした手術、内視
鏡治療（食道、胃、大腸）、化学療法、放射線治療、緩和ケアと幅広く高度ながん専門診療を行って
います。前立腺がんの放射線治療では手術に匹敵する治療効果が得られます。整形外科、眼科、耳鼻
いんこう科、形成外科、歯科・歯科口腔外科も専門医が大変多くの手術を行っています。例えば、眼
科では多焦点眼内レンズを用いた白内障手術などの高度先進医療も行っていますし、耳鼻いんこう科
ではナビゲーションシステムという新しい技術を駆使して安全で高度な手術を行っています。形成外
科では下肢静脈瘤に対するラジオ波を用いた血管内焼灼術も行っています。
今後も、「創意に富み、思いやりのある、信頼される病院をめざして」を基本理念として、職員一丸
となって、救急医療、高度急性期医療を行っていきたいと思っております。

病院長就任の挨拶
平成30年4月1日に病院長に就任いたしました。
私は大阪大学第二外科に入局し、外科医として研修・研究活動をした後、卒業10年目の平成
2年から市立池田病院に外科医員として着任し、早いもので28年の月日が経ちました。その間
に外科主任部長、医務局長、理事、副院長を歴任してまいりました。振り返ると、患者様を第一
に病気を治すことを優先し、そして職員の安全を守ることに心がけてきたように思います。病院
病院長
長になり、ますます責任が重大になりますが、市立池田病院の理念である、創意に富み思いやり
柴田 邦隆
のある信頼される病院をめざして、 ①地域社会にこたえる病院事業、 ②患者様本位の医療の実
践、 ③広域的な医療連携・保健連携の推進、④安全で質の高い医療の提供、 ⑤すべての職種が
互いに信頼し協働したチーム医療の推進、⑥働きがいのある病院づくりと人材の育成、⑦安定した経営基盤の確
立、以上7つの基本方針の実現に向けて精一杯頑張る所存です。
市立池田病院の2枚看板である救急診療とがん診療については、今後もますます力を入れていく所存です。経
営については、幸いここ数年は入院患者、手術症例数とも増加し、健全化のめどが立ってきていますが、石田事
業管理者や今井総長とともに取り組んでいくつもりです。また臨床研修病院として若手研修医、指導医の人材育
成についても積極的に行っていきたいと考えています。よろしくお願いします。

患者さまの権利
・ 個人として常にその人格を尊重される権利があります。 ・ 自分が受ける医療に参加して自ら決定する権利があります。
・ 良質な医療を平等に受ける権利があります。

・ 自分が受けている医療について知る権利があります。

・ 十分な説明を受ける権利があります。

・ 診療上の個人情報やプライバシーが守られる権利があります。

救急総合診療部の紹介
市立池田病院の救急総合診療部は24時間365日、救急受診の患者様の受け入れができるように病院
を挙げて取り組んでおります。各専門科とも協力して地域の急性期基幹病院としてみなさまに信頼さ
れる救急医療を提供できるように努力していきたいと考えております。

●救急患者の受け入れ体制
◇平日の通常勤務時間内の体制
救急専属医師2名と数名の研修医
救急専属看護師4～5名
◇夜間当直および休日の体制

スタッフの写真

内科系医師1名、外科系医師1名
研修医１名
救急専属看護師3～4名

●こんな症状は一刻も早い救急受診を
病気が重症なのか？軽症ですんでいるのか？の判断は非常に難しいものです。みなさんも
救急受診をしていいの？と迷うことも多いと思います。だけどこんな症状（レッドフラッグ
サイン＝危険信号）があれば一刻も早く救急受診をお願いします。

レッドフラッグサインの例
喉が痛くて飲み込めない、声が出ない
今まで経験したことがないほどの強い頭痛
急に胸や背中が痛くなって冷や汗が出た
急に言葉が出なくなった、手足が動かなくなった
顔色が悪くゼーゼーと呼吸している
急に意識がおかしくなった

●考えてみるきっかけに
近年、病気や認知症などで自分で自分のことが判断できなく
なった場合にそなえて前もって本人の価値観や希望をみなで
共有しておこうという考え方（アドバンスケアプランニング）
の重要性が認識されています。縁起でもない、という気持ち
はもっともです。ただ救急受診が自分や御家族の健康問題を
考えるきっかけになることがあります。救急総合診療科受診

の際には気がかりなことは何でもスタッフにご相談ください。

冊子は下記で配布しています。
市内の病院や診療所、歯科医院、
薬局、市役所、地域包括支援セン
ターなど

救急隊からのお願い
救急車を呼ぶときは「１ １ ９ 番」‼
１１９番通報では、指令員の案内にしたがって、あわてずにはっきりと答えてください。

救急車が来るまでに用意しておくと便利なもの。

救急車が来たらこんなことを
伝えてください。

●保険証や診察券
●お金
●靴
●普段飲んでいる薬
（おくすり手帳）

●事故の状況や体調が悪くなってか
らの救急隊が到着するまでの様子や
その変化
●おこなった応急手当の内容
●具合の悪い方の情報

乳幼児の場合はさらに

●持病、かかりつけの
病院などは、日頃から
メモにまとめておくと
いざというときに便利
です。

持病、かかりつけの病院、
普段飲んでいる薬、医師の指示など

●母子健康手帳
●紙おむつ
●哺乳瓶
●タオル

出典：消防庁

病気やけがで困ったときは救急相談窓口をご活用ください
救急安心センターおおさか
●病院に行ったほうがいい？
●応急手当の方法は？
●近くの救急病院はどこ？
●救急車を呼んだ方がいい？

小児救急電話相談

＃７１１９
または

０６-６５８２-７１１９
（ ２４時間・年中無休 ）

＃８０００
または

子どもが急病になったけど、
どうしたらいいんだろう？

０６-６７６５-３６５０
（ ２０時～翌朝８時 ）

救急出場が増えています！救急車の適正利用にご協力ください。

命

平成２９年中の池田市内における救急出場回数が過去最高となりました。
池田市内では救急車３台で運用しており、救急車は限られた資源です。
救える命を救うために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

新任医師紹介
氏名

氏名

氏名

氏名

伊藤 康志

井上 佳菜

林 拓自

氣賀澤 斉史

診療科

診療科

診療科

診療科

泌尿器科

消化器内科

放射線科

関西労災から赴任して参りま
した。よろしくお願いします。

内分泌・
代謝内科
糖尿病などの生活習慣病と内
分泌疾患が専門です。よろし
くお願いします。

こちらの病院での勤務は初め
てですが、よろしくお願いし
ます。

主に胆膵疾患を専門としていま
す。よろしくお願いいたします。

氏名

氏名

氏名

氏名

芦原 敬允

上原 拓也

池嶋 遼

井手本 明子

診療科

診療科

診療科

診療科

産婦人科

神経内科

消化器外科

循環器内科

お産からがん治療まで幅広
く診療させて頂きます。よ
ろしくお願いします。

安心できる医療の提供に努め
ます。よろしくお願い致しま
す。

まだまだ若輩者ですが精一杯
がんばります。よろしくお願
いいたします。

丁寧な医療を提供できるよう心
がけています。よろしくお願い
します。

氏名

氏名

氏名

氏名

東 典子

弓場 覚

橋田 宗祐

武田 勇毅

診療科

診療科

診療科

診療科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

麻酔科

丁寧な診療を心がけ、がんば
りたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。

患者さんが安心できる医療を
心がけていきますのでよろし
くお願いします。

安心感、満足感を与えられる医
療を心がけます。

神戸から来ました。
みなさんが安心して手術を受け
られるよう尽力いたします。ペ
インは未経験ですが、早く身に
つくようがんばります。

氏名

氏名

氏名

氏名

北山 一樹

星山 政輝

青山 礼華

館 彩加

診療科

診療科

診療科

診療科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

耳鼻いんこ
う科

はじめまして。耳鼻いんこう科で 粉骨砕身の覚悟で頑張ります。
4月より働かせて頂くことになり
ました北山一樹と申します。少し
でもお力になれるよう尽力致しま
すのでよろしくお願い致します。
氏名

氏名

北國 大樹

山本 和也

診療科

診療科

消化器外科

形成外科

はじめまして。未熟者ですが、
皮膚科医として皆様に貢献で
きるよう頑張りたいと思いま
す。

泌尿器科の女医はめずらしい
ですが、皆様のお役に立てる
ように頑張りますのでよろし
くお願いします。

4月から当院にて勤務すること
形成外科医として一から頑張
になりました北國（ほっこく）
ります。よろしくお願い致し
と申します。1日でも早く皆さ
ます。
んの力になれるよう努力します。
よろしくお願いします。

お問合わせ
ご意見箱を院内に設置しておりますので、ご意見・ご
感想などお寄せくださることをお待ちしております。

〒563-8510
大阪府池田市城南３丁目１番１８号
Tel 072-751-2881(代表） Fax 072-754-6374
URL http://www.hosp.ikeda.osaka.jp
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