
 

    

        

「MAMMOMAT Inspiration」は、従来の検査装置より低線量撮影

（低被ばく）が可能で、個々の乳房に応じて圧迫圧力をコントロー

ルしながら圧迫時の痛みを最小限に抑えて高画質撮影を行うこと

が可能です。 

当院では今後、診療以外にも、乳がん検診や市民健診にも活用

していく予定です。 

当院当院当院当院はこのはこのはこのはこの度度度度、、、、最新式最新式最新式最新式のデジタルのデジタルのデジタルのデジタル式乳房用式乳房用式乳房用式乳房用XXXX線線線線撮影撮影撮影撮影装置装置装置装置（（（（マンモグラフィマンモグラフィマンモグラフィマンモグラフィ））））

をををを導入致導入致導入致導入致しましたしましたしましたしました。。。。    

2015.5 
spring 

我々は、  

1. 最良の設備、環境を整え、安全で質の高い医療を提供します。 

2. 愛情と尊敬をもって接し、何が最良かを一緒に考え、温かい医療を実践します。 

3. 地域の医療、介護を行う方々と連携し、地域の皆様の健康と生活を守ります。 

4. 医療を通じて自己研鑽し、健全な病院運営を行い、社会貢献を果たします。 

職員職員職員職員行動指針行動指針行動指針行動指針    大阪大阪大阪大阪暁明館暁明館暁明館暁明館病院病院病院病院    基本基本基本基本理念理念理念理念    

大阪暁明館病院は、キリスト教精神に基づく 

全人的医療を通して、地域住民が心の絆を 

実感できる病院を目指します。 

低低低低被被被被ばくのばくのばくのばくの最新装置最新装置最新装置最新装置    

マンモグラフィは、乳房の触診でしこりや皮膚のひきつ

れが見つかった時に、がんかどうかを調べるために行う

検査です。従来の乳がん検診では、乳房の視触診が行わ

れていましたが、これだけでは不十分であることがわか

り、厚生労働省の指導によって最近はマンモグラフィが普

及してきました。 

当院が導入したのはシーメンス社製の「MAMMOMAT 

Inspiration」。検査では、上半身裸になってマンモグラフィ

の前に立ち、右の乳房を全体が写るように前に引っ張り、

撮影装置の検査台にのせます。乳房の厚みが4～5cmにな

るように乳房を圧迫します。撮影時間は1秒もかからず、

圧迫は数秒間だけです。次に、左の乳房も同じように撮影

します。 



 

 

 

 

 

 

 

  
「療養病棟を担当します。病院職

員と協力し、良質な慢性期医療を

受けられる環境を整え、長期にわ

たり療養を必要とされる患者さん

が安心して療養できるように努め

ていきたいと思います」 

■出身大学 

島根医科大学 

（昭和63年卒） 

■専門 

一般内科 

■出身大学 

兵庫医科大学（平成16年卒） 

■専門 

排尿障害、泌尿器科一般 

■資格 

 医学博士 

 日本泌尿器科学会専門医・指導医 

 日本がん治療認定医 

■出身大学 

名古屋市立大学医学部 

（平成18年卒） 

■専門 

循環器内科 

■資格 

日本内科学会認定内科医 

日本循環器学会専門医 

「心疾患を幅広く研修し、心不全

患者さんを中心に診療して参り

ました。患者さま・ご家族に最善

の診療を心掛けております。一生

の病気であることが多い心疾患

と上手に付き合っていけるよう

お手伝い致します。ぜひお気軽に

ご相談下さい。どうぞよろしくお

願い致します」 

「泌尿器科医になって今年で11年

目になります。モットーは、患者さ

んの為に自分のできることを可能

な限り、一生懸命に、患者さんの立

場に立って行うことです。地域の

皆さんのためにがんばります。ど

うぞよろしくお願いします」 

■出身大学 

京都府立医科大学（平成15年卒） 

■専門 

糖尿病、腎臓、透析 

■資格 

日本内科学会認定内科医 

日本糖尿病学会糖尿病専門医 

日本透析医学会専門医 

日本医師会認定産業医 

「糖尿病、腎臓、透析を専門にして

います。糖尿病を中心とした生活

習慣病を予防することで、慢性腎

不全や、透析医療への進展を阻止

することができます。これらの分

野を総合的に診療させて頂き、地

域医療に貢献できればと思ってお

ります。よろしくお願い致します」 

内分泌内科 医員 

瀨瀨瀨瀨    幸恵幸恵幸恵幸恵 

さ か も と       ま り 

内科 医長 

茂木茂木茂木茂木    隆隆隆隆    

泌尿器科 医長 

山田山田山田山田        篤篤篤篤    
や ま だ        あつし 

し げ き      たかし 

ひ ろ せ   さ ち え  

循環器内科 医員 

坂本坂本坂本坂本    真里真里真里真里    



 

 

 

 

 

 

  

診療時間 月 火 水 木 金 土 

9時30分～1２時30分 ● ● ● ● ● ● 

16時00分～19時00分 ● ● ／ ● ● ★ 

※水曜午後、日曜・祝日休診 ★土曜午後 15：00～17：00 

「多くの手術に取り組んできた経験を

生かし、通院で治る病気と治らない

病気を見極め、患者さんのライフス

タイルに応じた治療を提供できるよ

う、努めています」 

〒553-0006 大阪市福島区吉野5丁目14－12 
電話０６-６４６４-３３８７   http://www.ent-hasegawa.com 

長谷川長谷川長谷川長谷川クリニッククリニッククリニッククリニック    

耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科 

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科・アレルギー科 

院長 長谷川陽一 

●耳・めまいの病気 

耳あか、中耳炎、 

突発性難聴、 

メニエール病など 

●鼻の病気 

アレルギー性鼻炎 

（花粉症）、急性鼻炎（鼻風邪）、 

急性副鼻腔炎、血管運動性鼻炎など 

●のどの病気 

のどの痛み、声枯れ、咳など 

日日日日    程程程程    担担担担    当当当当    テーマテーマテーマテーマ    

5月20日（水） 
臨床工学科科長 

杦本 保 
睡眠時無呼吸症候群と生活習慣病 

6月17日（水） 
管理栄養士 

村松 由紀子 
その食事、ひと工夫でバランスＵＰ 

～生活習慣病を予防しよう～ 

7月15日（水） 
理学療法士 
酒井 瑞希 

ロコモティブシンドロームって何？ 
～転びにくい体づくり～ 

9月16日（水） 
副院長 

牧野 晋也 
生活習慣病とガンについて 

10月14日（水） 
眼科部長 
石田 理 

生活習慣病と眼の病気 

11月18日（水） 
薬剤師 

茅本 芳子 
ここが変わった～高血圧治療ガイドライン～ 

平成28年 
1月20日（水） 

内分泌内科 
廣瀨 幸恵 

糖尿病診療 update 

2月17日（水） 
臨床検査技師 
上木 元次 

血管年齢もわかる ABI 検査 

■時間：午後2時～3時（9・10月は午後3時～4時） ■場所：当院11階会議室 

 

平成 27 年度 生活習慣病教室年間スケジュール 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

大阪暁明館だより 

平成27年5月20日発行 

社会福祉法人 大阪暁明館 

大阪暁明館病院 

〒554-0012 大阪市此花区西九条 5-4-8 

  電話（０６）６４６２－０２６１（代表) 

FAX（０６）６４６２－０３６２ 

http://www.gyoumeikan.or.jp 

平成平成平成平成27272727年度入職式年度入職式年度入職式年度入職式    

平尾名誉院長平尾名誉院長平尾名誉院長平尾名誉院長がががが    

泌尿器学会泌尿器学会泌尿器学会泌尿器学会功労賞功労賞功労賞功労賞をををを受賞受賞受賞受賞 
当院の平尾佳彦名誉院長が、平成27年4月18日

に第103回日本泌尿器科学会総会で「第24回日本

泌尿器医学功労賞」を受賞されました。同賞は日

本泌尿器科学会の会員約 

８千人から、泌尿器科医 

学の発展に貢献した医師 

を毎年１人顕彰するもの 

で、永年の泌尿器癌診療 

と低侵襲治療 

の発展･普及へ 

の功績が評価 

されました。 

介護保険は、3年ごとに制度の見直しが行われ

ることになっています。平成27年度はその改正の

年となり、いくつかの点で変更となりましたので

お知らせいたします。 

●主な変更点 

 ①低所得者の保険料が軽減されました。 

 ②特別養護老人ホームでの新たな入居者に対

する入居条件を、原則「要介護3」以上に限定

されることになりました。 

●平成27年8月からの変更点 

 ①一定以上の所得
※
がある人の自己負担額が 

1割から2割に引き上げられます。 

  ※ 年金収入の場合：単身で年280万円以上 

           夫婦で年346万円以上 

 ②介護保険自己負担限度額が引き上げられます。 

 

以上、詳しくは1階医療福祉相談室スタッフまで

お問い合わせ下さい。 

無料健康相談無料健康相談無料健康相談無料健康相談をををを    

実施実施実施実施しまししまししまししましたたたた！！！！    

 

介護保険介護保険介護保険介護保険がががが変変変変わりましたわりましたわりましたわりました    

 4月5日（日）、春日出商店街主催の「さくらフ

ェスティバル」が開催され、当院もブースを設

置、無料健康相談を実施しました。あいにくの

雨模様のため、場所を此花公園から商店街に移

しての開催でしたが、看護師や管理栄養士が血

圧測定や栄養相談、介護相談などを行い、たく

さんの方々に足を運んで頂きました。 

 また5月6日（振休）には「高見ワイわいフェス

タ」に参加し、同じく無料健康相談を行い、100

人以上の方々にご利用いただきました。 
社会福祉法人大阪暁明館の平成27年度入職

式を4月1日（水）に行いました。今年は、医

師や看護師、コメディカル、事務など約70名

が入職。大阪暁明館病院職員として新たな一

歩を踏み出しました。どうぞよろしくお願い

致します。 


