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今号のトピックス

いつもニコニコ♫大好きだよ♡
元気に大きくなーれ！

（平成29年7月17日生まれ）
磯田 蒼生くん
いそだ　 あおい

征ちゃん♡これからもたくさん笑って
元気に大きくなってね！

（平成29年2月8日生まれ）
山尾 征大朗くん
やまお   せいたろう

元気いっぱい遊んで大きくなってね。
たくさんの笑顔をありがと♡

（平成28年8月29日生まれ）
宍戸 仁之丞くん
ししど　  じんのすけ

お子さまのお名前（ふりがな）　　　ご出産日
メッセージ（30字以内、パパ、ママ、お兄ちゃん、お姉ちゃん、
おじいちゃん、おばあちゃん、どなたからでもOK!)
ご住所・お名前をご記入の上、下記までお送りください。

お母さんお父さんの愛情をたっぷりうけて、元気にすくすく育つエンゼルたち。
見ているだけであったかい気持ちになりますね。ぜひ皆さんの可愛いお子さまたちもご応募ください。

メールアドレスからも「Hamada Angels」の応募ができるようになりました。

1. 2.
3.

4.

応募方法について

応募方法 （お子さまの写真と、別紙に）スマホや携帯電話で撮影されたお子さまの写真を、プリント
されなくてもダイレクトにご応募いただけます。
（応募は下記のアドレスから）

タイトルに「エンゼル募集」と入力していただき、右記の項目
と一緒に「お子さまの写真」を添付して送信してください。
※郵送でのご応募もお待ちいたしております!! ※なお、ご送付いただいたお写真はご返却できませんので、ご了承ください。

一.
一.
一.

安全な医療を通じて地域の人に奉仕します
思いやりの心と快適なアメニティーを提供します
母と子の命を守り、女性の生涯を通じ、その健康と福祉に貢献します

一.
一.
一.
一.

私たちは、安全で満足のいくお産を目指します
私たちは、高次医療機関と連携し、良質な医療を実践します
私たちは、患者様中心の医療を提供します
私たちは、自己を磨きかけがえのない人財となります

■基本方針■理念

周産期を中心とした地域貢献型の産婦人科専門病院です。私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しています。

求人に関するお問合せ等はコチラ
担当者までお電話にてお願いいたします。 担当  ：  事務長 西岡

スタッフ募集のお知らせ

（財）日本医療機能評価機構認定病院

〒547-0024 大阪市平野区瓜破1-6-9　浜田病院「エンゼルタイムス」編集部
TEL.06-6708-7200（代）　FAX.06-6708-7203 http://www.hamada.or.jpURL

連絡先 〒547-0024大阪市平野区瓜破1-6-9
浜田病院 エンゼルタイムス編集部 宛 info@hamada.or.jp

募集職種 看護師〈常勤〉助産師〈常勤〉小児科医師

短時間正社員制度も
ご利用いただけます。

院内見学も随時
受付けております。

浜田病院の
理念・基本方針

ハマダエンゼルズ

Hamada Angels

にこにこ笑顔が一番似合う、
智奈美は家族みんなの宝物だよー！

（平成29年6月7日生まれ）
三井 智奈美ちゃん
みつい　    ちなみ

おしゃべりでたくさん笑ってくれる
元気で可愛いまゆちゃん♡
いつも癒しをありがとう！

（平成29年7月18日生まれ）
北口 真優香ちゃん
きたぐち　   まゆか
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絵本の中のカエルさん
みたいに「ぴょ～ん」
絵本の中のカエルさん
みたいに「ぴょ～ん」

一緒に来られたママもパパたちの
姿を楽しく見られていました。
一緒に来られたママもパパたちの
姿を楽しく見られていました。

今日はとっても
高いぞ～！！
今日はとっても
高いぞ～！！

子どもと一緒に
参加できてよかったです。

歌が好きなので、楽しかったです。
スキンシップの

やり方を教えてもらい、
とてもよかったです。

一緒に遊べる遊びで、
いろいろ教えてもらえて良かったです。
家でも実践しようと思います。

はずかしかった。

開催日時などは、ホームページまたは
お電話でご確認ください。
※対象は生後３ヵ月から1歳半のお子さまとパパとなります。

今後も定期的に開催予定です。

パパと
一緒に手遊び歌や、

きゅうりちゃん体操、ラー
メン体操、絵本の読み聞かせ
などを行いました。子どもさん
たちは、いつもより大きな手に
触れられて、にっこり笑顔
になっていました。

スキンシップ体操担当 
髙瀬好恵インストラクター

（月別出産数）

ご出産後のママと赤ちゃんの教室「スキンシップ体操」は平成１１年より親子のふれあいを目的に

行っておりますが、昨年９月に初めて「パパとお子さま」を対象にしたイベントを院内のラマーズ

ホールで開催しました。大変好評だったため、今年は１月と２月の祝日にも開催しました。(以降

も順次開催予定です。)

分娩数 ２０１７年に浜田病院で誕生された赤ちゃんは１０８５人でした。
前年の１０１６人に比べ、６９人増となりました。

分娩様式

経膣分娩が９５５例、
帝王切開が１３０例
でした。経膣分娩の
中で器械分娩（吸引
分娩）は６０例でした。

出産回数 初産婦さん(今回が初めてのご出産)が５１３名（47.3%）、
経産婦さん(２人目以上のご出産)が５７２名（52.7%）でした。

新生児の転送

２０１７年に転院  になったお子さまは１５名でした。
※ご出産後、お子さまに専門的な集中治療が必要と判断した場合、その
　治療が可能な病院へお願いすることになります。これが転院です。

出生時体重

２０１７年の当院での
出生時体重の平均は
「３０７１ｇ」でした。

男女別では男の子が575人、女の子が510人でした。
２０１６年は男子が２６名多かったのですが、２０１７年は男子が６５名も多くなりました。

1月

全 体

転院先

転 院
理 由

男の子

女の子

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月11月

113 74 102 68 86 94 84 104 74 100 9690

51 36 52 42 40 51 40 58 38 62 4659

62 38 50 26 46 43 44 46 36 38 5031

パパのお声より

参加された

経膣分娩

88%

帝王切開

12% (※)

北野病院 12名
大阪市立大学医学部附属病院 2名
大阪急性期・総合医療センター 1名

呼吸障害 7名
感染症 3名
筋緊張低下 2名
新生児仮死 1名
早産児・低出生体重児 1名
脳障害疑い 1名

前年は初産婦さんが４７．１％でした
ので、ほぼ同じとなりました。

２０１6年の平均は
3064gで、ほぼ同じでした。

初産婦さん....513名
２人目さん .....403名
3人目さん......133名
4人目さん........30名
5人目さん以上 .. 6名

今後も、患者さまに安全

な医療を提供し、ご家族

が安心していただける

ようなサポート体制を取

れるように、努めていき

たいと思っております。

ま と め

47.3%
37.1%

12.2%

2.7%
0.5%

はじめましてはじめまして



大阪府の
がん検診 受診

率

（府政だより 平成30年３月１日 掲載記事より抜粋）

ご存じでしたか？　
平成２８年国民生活基礎調査の結果より、大阪府民のがん検診受診
率が、日本全国で大変低いことが大阪府発行の「府政だより」に掲載
されていました。
早期の発見では、適切な治療を行うことで、高い確率で治すことがで
きると言われていますので、大切なご家族や周りの人たちのためにも、
定期的に検査をされてはいかがでしょうか？

情報提供

何歳から受ければいいの？検診は1回受けたら十分？検診の内容は？

●

●

住民票のある市町村で受診することができます。
働いている人は職場で定期健康診断と併せてがん検診が行われることもありますので、職場にご確認ください。

検診では精密検査を行ってもがんがない場合や、がんがあるのに見つけられない場合もあります。

対象年齢

胃がん

大腸がん

肺がん

乳がん

子宮頸がん

受診間隔 検診内容（問診は必ず実施されます）

50歳以上

40歳以上

40歳以上

40歳以上

20歳以上

2年に1回

毎年

毎年

2年に1回

2年に1回

胃部エックス線検査または胃内視鏡検査
（胃部エックス線検査は40歳以上・年1回としている市町村もあります）

便潜血検査

胸部エックス線検査

マンモグラフィ検査

視診・子宮頸部の細胞診および内診けい

どこで受けられるの？
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info 外来診察担当表変更のお知らせ

市町村の問い合わせ先など、
詳しくは府ホームページをご覧ください。大阪府 がん検診 検索

４月２日(月)より外来の診察担当医が変更となりました。
土曜日の午後診(産科)が始まりました。医師は担当交代制となります。

月

佐藤

吉田

奥田

小西

奥田

佐藤/小西
（交代制）

奥田

小西

高澤

吉田

高澤

吉田

奥田

佐藤

奥田

高澤佐藤

奥田

小西

高澤

吉田

奥田

小西

高澤

高澤

佐藤

奥田

小西

林

小西

奥田

佐藤

担当交代制

火 水 木 金 土

婦人科

婦人科

婦人科

産科

産科

午前診
9:00～
11:30

午後診
14:00～
15:30
夜診

17:00～19:30

お電話または
インターネット

(パソコン・スマホ・携帯)で
事前に予約をお取り
いただきますよう、
お願いいたします。

PART204
info 地域で働く人々 ご紹介

当院と同じ地域で働く人 を々通して、意外と知らなかった地元のことをご紹介させていただけたらという思いから、
「地域で働く人」をご紹介する企画をスタートいたしました。第２回目は、当院の主な印刷物関係を依頼させて
いただいております㈲林印刷所の林伸明社長にお話を伺いに行ってきました。

ー現在のお仕事の内容をお聞かせください。

プレイングマネージャーですね。社長業と共に自らお客さまのところに伺い、商談や納品も

行っています。印刷物は印刷するだけではなく、企画やデザイン、加工や製本など出来上がる

までにいくつもの工程があります。弊社では、印刷を終えたものを、地元の加工業者さまに

依頼し、商品に仕上げて頂いています。私も印刷のことを勉強するうちに、活版印刷の魅力に

惹かれ、芸術大学や専門学校などの講義をはじめ、ワークショップなどで「活版印刷の良さ」

を伝えています。台湾からもオファーを頂き、講演してきました。

ーお仕事をされていて嬉しかったことは？

私が社長に就任した頃は、時代の流れもあり業績が下降気味でした。私が未熟だったせいで、

その時期に会社を離れた方もいますが、新しく入ってくれたスタッフが育ってきて、事業の中

心で頑張ってくれている姿を見ると嬉しくなります。祖父の代から働いてくれているスタッフ

が台湾の講演会の際に通訳で来てくれたり、変わらずそばで支え続けてくれているスタッフ

にも感謝しています。

ー仕事で心がけていらっしゃることは何ですか？

取引先の方とは、「人対人」の対応をさせて頂くようにしています。依頼先の特徴や担当者の

好みを把握して、「+αの対応」ができるよう心がけています。毎日がケーススタディですね。

ー最近のご趣味は？

料理ですね。特に「だし巻」は、ダシにこだわりがあり、自信があります。近くに父親の畑がある

ので、採れたての野菜を使って料理したり、休みの日は、子どもが好きなピザも作ったりします。

ーアピールされることなどありましたら、お知らせください。

活版印刷の魅力や楽しさを知って頂くために、ノート作りなどができるワークショップを行って

います。弊社直営のショップ（京都伏見）ではノート作り体験や活版印刷を用いて作られた雑貨

を購入頂けます。また4月に淀屋橋odonaにオープンした㈱竹尾さまが運営される「淀屋橋見本帖」

内に「CAPPAN STUDIO」として出店しています。私が生まれる前から稼働している、古い印刷

機で印刷実演を行っていますので、是非「ものづくり」の瞬間に触れてみてください。

社内に入らせていただくと、印刷機のインクの匂いがして、約５０年こちらで作業されてこ
られた歴史を感じました。社内はとってもアットホームな雰囲気で、昼食も社長も一緒に
テーブルを囲んで召し上がっておられるとのことでした。林社長は、社員の方はもちろん、
地元の印刷業者さんや取引先、そして何よりご家族を大切にされているイクメンでした。
新事業(CAPPAN STUDIO)も立ち上げられて、「日本の古きよきもの」として、国内外で
注目されています。
当院でも取引させていただいており、いつも真摯で丁寧な方という印象でしたが、今回
の取材を通して、それ以上に、これからの印刷業界に新しい感性で風を吹かす情熱をお
持ちの方で、その熱い想いやチャレンジ精神を応援したくなる気持ちになりました。

（有）林印刷所
〒547-0041
大阪市平野区平野北2-14-2

取材を終えて…

有限会社 林印刷所　　
創業：昭和３５年６月
法人化：昭和５２年
現社長は祖父・叔父・父に継ぐ
４代目。２０１２年に社長に就任。
３７才。３児のパパ。
現在の従業員数　１０人

代表取締役社長

林　伸明さん
はやし 　のぶあき

CAPPAN STUDIO   http://cappan.co.jp/

平野駅
林印刷所

杭全
神社

大阪市立
平野小学校

25 159

当院の
妊婦さん用の
テキストも

林印刷所さんが
作ってくださって
います。

胃がん・・・・・・最下位（47位）
大腸がん・・・・・・・・・・・・・・・45位
肺がん・・・・・・最下位（47位）
乳がん・・・・・・・・・・・・・・・・・・44位
子宮頸がん・・・・・・・・・・・・40位

３人に１人しか
受けていないそうです(-_-;)

大阪府民のがん検診受診率
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クリニックもお二人の院長もとってもさわやかです。

うえだ・奥村クリニック
大学のサッカー部の先輩・後輩のお二人が、それぞれ専門医として知識や技術を
身につけられて、患者さまをトータル的に治療できるクリニックを開院されました。

経歴
　平成16年 近畿大学医学部 卒業
 近畿大学医学部堺病院
　平成18年 りんくう総合医療センター
 市立泉佐野病院血液内科
　平成１9年 近畿大学医学部堺病院血液内科
専門
　一般内科・血液内科
役職・資格
　日本内科学会 内科専門医
　日本血液学会 血液専門医
　産業医

経歴
　平成19年 近畿大学医学部 卒業
 近畿大学病院医学部附属病院
　平成21年 近畿大学医学部堺病院 消化器内科
　平成26年 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院
専門
　内視鏡内科・胃腸内科
役職・資格
　日本消化器内視鏡学会 専門医
　日本消化管学会 胃腸科指導医 胃腸科専門医
　日本消化器病学会 専門医
　日本内科学会 認定内科医

おくむら  なおき

奥村 直己先生

平野区の住宅街の道路沿いに西海岸風の
白を基調にした女性物のショップがオープン
したのかと思いきや・・・なんと今回訪問させ

ていただくクリニックでした。

診察科目 一般内科・胃腸内科・内視鏡内科・血液内科
診療時間

住所 大阪市平野区喜連東2丁目11－21
電話番号 06-6703-1315　　HP　ue-ok-clinic.com

アクセス 大阪メトロ谷町線「喜連瓜破」駅より徒歩約11分
 大阪メトロ谷町線「出戸」駅より徒歩約12分
 大阪市営バス73号「喜連東三丁目」より徒歩約3分

訪問編
第15回

地域連携の先生ご紹介
当院は地域の他科の先生方や、同じ産婦人科の医療機関との連携に取り組んでおります。
今回は、昨年１１月に大阪市平野区に開院された一般・胃腸・内視鏡・血液内科の
「うえだ・奥村クリニック」の上田先生と奥村先生を訪問させていただきました。

朝は8時40分から、午後は16時から受付
休診日は火曜・日曜・祝日　△…土曜日13:30～15：00まで診察

休診日は火曜・日曜・祝日

診療時間 月 火 水 木 金 土

9:00～12:00
16:30～19:30

日・祝

内視鏡検査 月 火 水 木 金 土 日・祝

9:00～12:00
14:00～16:00

今回、訪問させていただいての印象は一言で「さわやか」。クリニックもお二人の先生もとってもフレッシュな感じで楽しく
インタビューさせていただきました。専門分野が違う院長お二人の先生ですが、大学時代のサッカー部の先輩・後輩ですので、
お互いに協力されてチーム医療をされていて、患者さまにとっては、とても心強くて安心できるクリニックだと思いました。
昨年１１月に開院されて約半年ですが、何でも気軽にお話できる先生たちですので、新しく「かかりつけ医」を探されている
方には、ぜひおすすめしたいと思いました。

２人どちらかの家に近いところで開院できたらと思って場所を探していました。
駅近郊はクリニックが多いので、あえて少し離れた住宅街に開院することにしました。

お互いの専門分野を活かしつつ、本当にしたいことをする(２人の医師それぞれの観点から診察が行える
ホームドクターになる)ために２人で開院しました。

年齢を問わず、近隣の方(平野区)が来られています。特に、当院は開院して数カ月なので、今は他院が休診されている
水曜や木曜に、初めて来られる方が多いですね。内視鏡検査（胃カメラや大腸カメラ）は、健診を兼ねて来られています。

 上田院長 どんなささいなことでも、親切、丁寧な診察、納得していただける説明ができるように心がけています。
 奥村院長 診察は親切・丁寧にをモットーに、内視鏡検査は、患者さまの恐怖心を取り除くよう丁寧に、
 かつしっかり診断するように心がけています。

 上田院長 サッカー。サッカー観戦(セレッソ大阪)
 奥村院長 サッカー。最近は食べ歩き(予約の取れないお店に挑戦中です。)

 上田院長 地域のかかりつけ医として、ささいなことでも心配なことがありましたら、受診してお尋ねください。
 妊婦さんや授乳中の方、お子さまにも安心して受診していただけるように心がけています。
 診察も２名体制のため、お待たせすることは少ないです。
 奥村院長 胃腸内科では「便秘外来」も行っています。
 薬にできるだけ頼らず、効果的な食事や運動療法の指導を行っています。

Q. こちらの場所に開院された理由をお聞かせください。

Q. お二人で開業されたのはどうしてですか？

Q. 患者さまは、どのような方が来られているのですか？

Q. 診察などで特に心がけておられることをお聞かせください。

Q. 最近のご趣味は何ですか？

Q. 患者さまに向けて一言お願いします。

ロゴマークは某有名サッカー
チームのデザインをヒントに
考案されたそうです。

クリニック内は白を基調に
スッキリとしたインテリアで

大変クリーンで心地よい空間でした。
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ライフ
喜連瓜破店

イエローハット
平野店

AOKI
喜連瓜破駅前店

喜連北小学校

スーパー玉出
喜連店

喜連瓜破駅

うえだ・奥村
クリニック
うえだ・奥村
クリニック

309

大阪メトロ谷町線
179

うえだ　こうじ

上田 宏次先生

私の診察室の壁紙は、
気分が落ち着く
グリーンにしました。

私の診察室の壁紙は、
大好きな「ACミラン」の
チームカラーにしました。


