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吹田市民病院

市民病院および周辺地域のまめ知識情報をお届けします。

病院巡歩
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市民病院の1階正面玄関とビエラ岸辺健都の間に「風の塔」
があります。これは外から風を取り入れる給気口がついており、
ここから入った空気が免震層と井水コイルを通ることで地中熱
と井水熱を利用し、空調機に係るコスト削減とあわせて、CO₂
を低減しています。また、夜はライトアップされて、病院エントラ
ンスを演出しています。

看護フェアを開催しました
5月7日（火）〜9日（木）の3日間、当院で看護
フェアを開催しました。患者さまやご家族の方へ向
けて一次救命処置や骨密度測定など実際に体験し
ていただくコーナーを設けました。また、認知症予
防セミナーや、簡単にできるリハビリ体操を実施し
ました。移転後、はじめての開催でしたが、たくさ
んの方にご参加いただけました。

相談コーナーでは
「血管いきいき度検査」
が人気でした。

小児外科 と小児病棟 のご紹介

患 者・家 族 向けイベント の お 知らせ
市民病院・市立博物館コラボイベント

「アートにふれて心を癒す〜展示解説生中継〜」
日時：7月7日（日）午後2時〜午後3時
場所：当院1階 講堂
吹田市立博物館で企画展「西村公朝 作仏の心」が
開催されます。企画展へ直接足を運びにくい方へも本
展を楽しんでいただきたいという想いから、立命館大
学情報理工学部の協力のもと、市民病院 講堂にて展
示解説をします。当日は、博物館にロボットを設置
し、ロボットカメラの映像を通して学芸員が解説をし
ます。入院患者さま・ご家族さまが対象です。

昨今、医師をはじめとする医療スタッフの長時間
勤務が 社会問題となっている中、医療安 全・患者
サービスを確保するために患者さま、ご家族さまへ
の症状説明は、原則として以下の時間帯とさせて頂
きます。ご迷惑をお掛け致しますが、皆様のご理解
ご協力をお願い申し上げます。

対象時間

認知症予防のセミナーや
リズム体操を行いました。

平日

８：50〜１７：20

職 員 一丸となりチ ーム医
療を実践し、安心・安全で質
の高い医 療を常にお届けで
きるよう尽力して参りますの
で、皆 様 のご 理 解ご 協 力を
重ねてお願い申し上げます。

本年より小児外科の常勤医が赴任しました。また、緊急入院や夜間の入院が多い小児科病棟
は、できるだけ不安を軽減し、笑顔で過ごせるような工夫がされています。今回は小児外科と小児
病棟について紹介します。

小児外科 とは

おしえて小児外科

Q&A

市立吹田市民病院 広報委員会

田中 夏美 医長
火曜日・木曜日<午後>

※予約制

小児外科はどのような疾患を観るの？
虫垂炎（盲腸）や、お腹の中の臓器が脚の付け根に盛り上がっ
てくる鼠経ヘルニア、赤ちゃんの肛門のまわりが赤く腫れあがる
肛門周囲膿瘍などがあります。その他の疾患についてはホーム
ページに掲載しています。

小児外科はどうすれば受診できますか？
一度かかりつけ医（診療所・クリニック）を受診した後、紹介状をご用意の上、受診してください。紹介
状をお持ちの方は、かかりつけ医より当院の診察予約（スーパー病診）をお取りすることをお勧めします。

小さな傷で早期回復

虫垂炎（盲腸）手術

平素より市立吹田市民病院だよりをご愛読いただきありがとうございます。ご意見がございましたら市立吹田市民病院までご連絡ください。
● 編集・発行

担当医
外来日

小児外科は新生児から思春期(15歳ごろ)までを主な対象とした外科治療を行います。
子どもは体が小さく組織も脆弱なため、成人手術よりも繊細な手術器具や技術を要します。こどもはこれ
から心も身体も成長発達していきます。手術によって残る傷痕でその成長と発達に影響が出ないように、で
きるだけ手術の傷が小さくなるような手術方法を取り入れています。

病院長

この冊子は 2000 部作成。一部当たり 33 円です。

〒564-8567 吹田市岸部新町5番7号
T E L（06）6387−3311
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いざというとき、頼りになる病院に

用
入れて利
風を取り

患者・家族への医師からの
説明する時間について
一次救命措置は
２F受付前だけでなく、
病棟でも開催しました。
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手術はお臍の孔だけで行います。

虫垂炎は右下腹部の痛みが特徴的ですが、こどもは症状が分かりにくく、
また腸の壁が薄いので破れやすいという問題があります。破れてしまうと、
お腹の中に膿がたまるので治療に時間がかかり長期間の入院が必要になるこ
ともあります。
当院では虫垂炎に対して、おへそに1か所だけ
穴をあけて手術をします。お臍から5㎜の細長い
カメラと器具を挿入し、虫垂を引っ張り出して切
除します。術後の傷はお臍の中に隠れて目立たな
くなります。傷が小さいため術後の痛みが少な
く、回復が早い利点もあります。

術直後

術後3か月

(裏面に続く)
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小児病棟 とは

小児病棟の
アメニティ

５階東病棟は小児科と耳鼻科、眼科、小児外科
の混合病棟です。小児科病床は19床あり、32名の
スタッフが働いています。小学校と中学校の院内
学級を併設しています。
また、プレイルームやテラ
スがあり、自由に遊べます。
（主治医の許可要）
小児病棟はかわいいデザイ
ンで、各部屋にはそれぞれ動
物が描かれています。七夕や
クリスマスの行事イベントも
行っています。

共有スペースには電子レンジ・オーブントースター・お茶、お水（温・冷）があり
自由に使用できます。病室にはテレビと冷蔵庫が各ベッドに設置され、プリペイドカー
ドタイプになっています。
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新 任 医 師 の 紹 介
氏

おしえて小児病棟

テラスの様子

院内学級の様子

氏

名

田中 夏美

小児外科（医長）

名

二宮 浩世

内分泌・代謝内科（医長）

コメント
4月より赴任しました。糖尿
病をはじめとした生活習慣病が
専門です。よろしくお願いしま
す。
名

秋田 佳名子

耳鼻咽喉科（医員）

コメント
4月より赴任させて頂くこと
になりました。お役に立てるよ
うに頑張っていきますのでよろ
しくお願いいたします。

Q&A

母子同室ですか？
小児病棟入院に際して、ご家族の付添いをお願いし
ています。15歳以下の方の面会はデイルームでお願
いします。
また、病棟内のシャワー、アメニティ(調度品)はご家族もご使用いただけます。

氏

吹田ロータリークラブさま・吹田市医師会さまよりご寄付をいただきました
新病院への移転に際して、吹田ロータリークラ
ブさまより当院、患者支援センターへ調度品のご
寄付をいただきました。これは当クラブの60周
年事業として行われたものです。また、吹田市医
師会さまより金一封をご寄付いただきました。
それぞれ、当院の徳田理事長より感謝状が贈呈さ
れました。
吹田市医師会さまからの受領式

名

冨士 晴華

整形外科（医員）

コメント
4月より赴任いたしました。
運動器疾患でお困りのことがあ
れば、ご相談下さい。よろしく
お願いいたします。
氏

吹田ロータリークラブさまからの受領式

放射線治療科（部長）

コメント
小児外科では生まれたての赤ちゃん
から学童期までを主な対象として手術を
行います。患児の負担が少なく整容性の
高い腹腔鏡手術を積極的に行います。

氏

病室の様子

山田 優二

コメント
4月に赴任しました。放射線
治療を通して、地域のがん診療
に貢献したいと思います。よろ
しくお願い致します。

氏

プレイルームの様子

名

名

出口 美帆子

小児科（医員）

コメント
患者さまとそのご家族に寄り
添って、診療を行っていきたい
と思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

氏

名

鉄本 訓史

呼吸器内科（部長）

コメント
4月に赴任しました。皆さま
の地域医療にお役に立てるよう
がんばりますので、よろしくお
願い致します。
氏

名

樋上 雄一

呼吸器内科（医長）

コメント
4月より赴任しました。呼吸
器疾患診療において、皆さまの
お役に立てるよう頑張ります。

氏

名

藪本 大紀

脳神経内科（医員）

コメント
4月より赴任しました。神経
内科医として地域の皆さまのお
役に立てるよう頑張らせて頂き
ます。
氏

名

角田 尚子

呼吸器内科（医員）

コメント
4月より赴任しました。皆さ
まに寄りそった医療ができるよ
うに努力していきたいです。よ
ろしくお願いします。
氏

名

林

芳矩

外 科（医員）

コメント
4月より赴任いたしました。
少しでもお力になれるよう頑張
りますので、よろしくお願いい
たします。

