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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「歓迎の歌」　　　

●新会員紹介　平尾　貴英　会員

●ビジターの紹介

　　　西田　泰晤様　（千里RC）

●在籍表彰

会員特別表彰

　在籍１５年　宇野泰正会員

　在籍　５年　西村　衛会員

会員年次表彰

　在籍２６年　村本順三会員

　在籍２１年　山本勝彦会員

　在籍１４年　田中康正会員

　在籍　９年　吉田法功会員

●お誕生日お祝い

　　松井良介・飯田寛光・富田　宏会員

●出席報告

●会務報告

　　　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

▼卓　　話　　「私を語る」

　　　友田　昭　会員　・　曽家　清弘　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

4/14　ＩＭ第４組ロータリーデー

4/18　日本熊森教会

4/25　「茶の湯・Why&Because」 表千家 南 美鈴様

　本日、RYLAのバッジをお配りしております。約

１ヶ月後に迫ってまいりましたが、皆様のご参加、

ご協力をよろしくお願いいたします。

　また国際奉仕では、松井委員長らがフィリピン

まで視察に行っていただきました。実りある事業

につながれば、と思います。

　本日は時間がございませんので、これで会長

の時間を終わらせていただきます。

第2764回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人

会　長　の　時　間



▼23日に四和会が開催され、今年度と次年

度の会長・副会長・幹事で参加しました。そ

の席で当クラブから訃報の共有を提案し、承

認いただきました。

▼八尾東RCの45周年記念事業として、5月

19日にウイングでカローリング大会を開催さ

れます。

▼八尾青年会議所・今辻　貴志　理事長

　4月に開催予定のオープン例会のご案内を

させていただきます。現在、20名弱の会員で

活動しておりますが、会員拡大に努力してい

るところです。

 4月19日に異業種交流会を２部構成で開催

します。OBの鉢呂先輩にご講演いただき、

懇親会も行います。ぜひ、ご参加ください。

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　RI会長メッセージでは、ローターアクト50周

年について述べられています。またローター

アクターからロータリアンになられた方の紹介

記事もございます。

　今月は水と衛生月間です。各クラブの国際

奉仕などの事業が掲載されています。

　「大阪万博実現にご協力を」との記事では、

ロータリーと万博は実は関わりが深いことが

紹介されています。

　RIの次年度会長の紹介もご一読ください。

次年度のテーマは「インスピレーションになろ

う」です。ロータリー賞の表彰要件も書かれて

います。

 講演記録は、食事と健康に関する話題です。

興味深い内容になっております。

▼国際奉仕委員会・松井　良介　委員長

　24～27日にフィリピン・セブ島を訪問してま

いりました。小谷・次年度委員長らと５名で、

学校へ行けないが優秀な子を支援している

日本人に会いました。

　お話を聞き感銘を受け、支援したいと考え

ています。

「病院黒字の基本戦略は病院の活性化」

▼佐々木　洋・名誉会員

　本日の卓話は当初、胆道がんのお話をと

思いましたが、内容が専門的で難しいため、

テーマを変更しました。

　このところ「公立病院で元気がいいのは八

尾だ」とよく言われます。そういったお話をし

たいと思います。

　私は成人病センターに長くおりまして肝臓

ばかり切っていたのですが、八尾市立病院

へ来て副院長、院長、そして今は総長をさせ

ていただいております。

　最初に来たときは「きれいな病院だ」と思っ

たのですが、中身が元気のないようにも感じ

ました。そこを改革しようと考えたわけです。

キャッチフレーズには「スピード、決断、実

行」を掲げました。

　「現状維持は停滞と同じ」などと偉そうなこと

を宣言して、高い医療レベルと経営の安定

化を車の両輪としてやってきたつもりです。

　医療の質を上げる努力を続けてきました。

「設備とヒトに金を惜しみません」として、積極

的に投資を行ってきました。

　また公立病院は市民の税金で成り立って

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

卓　　　話

ご 案 内



いる以上、大幅な赤字は許されません。１円

の税金も無駄にしない姿勢、努力が必要で

す。

　そして「根底には品格と良心を持っていな

ければならない」ということで「品格ある病院

運営を実践します」というのを方針に盛り込

みました。品格という言葉を用いるのは、公

立病院では珍しいと思います。

　地域医療として救急、周産期、小児の各科

を持つことと、がん診療の充実を医療の二本

柱にしました。おかげで地域医療支援病院と

がん拠点病院の指定を受けることができまし

た。がんに対する取り組みも進めてきたおか

げで、５大がんすべてに対応できる体制を整

えました。現在は手術、抗がん剤、放射線の

各治療を行えるようにしています。

　病院の経営、運営状況についてですが、

私が来た当初は年間20億円程度の赤字を

計上していたのですが、その後数年で数百

万円の黒字が出せるように改革しました。現

在もコンスタントに黒字を計上している状況

です。

　外来患者数は年間約20万人、入院は年間

12万人です。国の施策もあって入院の日数

は減ったのですが、稼働率（病室がどれだけ

うまっているか）は90％を超えて、ほぼ満室

状態です。

　外来診療単価は上がっており、高度な医

療を提供できている証だと思います。入院単

価も大幅に上昇しており、紹介率や逆紹介

率もだんだん上がってきています。

　手術については年間4,500件ぐらいに増え

てきており、特に全身麻酔の大きな手術が増

えています。がんの手術件数も年間1,100件

ぐらいに増えています。５大がんのいずれで

も増えています。

　放射線治療では、7億円の設備投資をして、

府内でも数少ない機械を投入しました。これ

も稼働を続けることで、3年ぐらいで元がとれ

る計算です。

　抗がん剤治療については、増床して治療を

受けられる環境を整備しました。入院だけで

なく、外来でも治療を行っています。

　救急は当初、若手の内科医が少なかった

のですが、若い医者を増やし、救急もできる

だけ受け入れるようにしてきました。「断らな

い救急」を実践しています。

　循環器も新しい先生のもとで、急激に伸び

ています。

　やはり医師の数が重要ですが、現在は研

修医も入れて120人弱まで増えています。

　シンポジウムなどで情報発信を行うほか、

河内音頭まつりにも連を出して参加していま

す。

　病院にもやはり、活性化が必要だと思いま

す。そしてそのためには、幹部自らが先頭に

立って汗を流すことが大切です。

　そして設備とヒトに金を惜しまない。最重要

なのは、人の質です。ダーウィンの言葉に

「唯一生き残ることができるのは、変化できる

者である」というのがありますが、これは病院

だけでなく企業にも言えるのではないでしょう

か。

▼菅野会長　佐々木先生、本日卓話よろしく

お願いします。

▼宇野副会長　佐々木先生、卓話よろしく。

▼長竹幹事　佐々木先生、卓話宜しくお願

い致します。

▼佐々木名誉会員　卓話がんばります。バッ

ジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼佐野会員　フィットネスジム４０００回達成。

元気元気ありがとう。佐々木先生卓話楽しみ

にしております。何時も有難うございます。

▼坂本会員　桜が満開。佐々木先生、卓話

よろしくお願いします。

▼池尻会員　佐々木先生、先日は御世話に

なりました。卓話よろしく。

▼中川（將）会員　佐々木先生、本日の卓話

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

3/7

3/14

3/28

会員数

57

57

57

出席

38

39

43

うち出席規定
適用免除者

9

12

8

メーク
アップ

4

出席率

76.00％

75.00％

89.58％

確定
出席率

84.00％

楽しみにしています。例会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員　セブ島視察、御苦労様で

した。濱岡様、松井様、小谷様、曽家様、児

林様、お疲れ様でした。長竹幹事殿、大量

のホタルイカおいしく頂きました。

▼笠井会員　良い事が有りました。写真有難

う。

▼吉本会員　山本（勝）会長エレクト、次年度

クラブ協議会では、お世話になりました。

▼濱岡会員　国際奉仕委員会の皆様、この

度はお世話になりました。

▼柏木会員　　佐々木総長、本日の卓話楽

しみにしています。菅野会長有難うございま

した。

▼津田会員　ニコニコ、御協力有難うござい

ました。

▼松井会員　3/24～27迄、セブ島までおつ

きあい頂き、濱岡さん、児林さん、小谷さん、

曽家さん、ありがとうございました。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼児林会員　松井さん、お世話になりました。

▼西村会員　とても小さな、良い事がありまし

た。

▼幡田会員　大阪城の桜は、今が見所です。

▼相馬会員　資格をひとつ、取りました。

▼山本（隆）・北野・曽家会員　写真有難う。

▼藤田会員　バッジ忘れ。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

理事会

春のＲＹＬＡセミナー

春の
ＲＹＬＡ
セミナー

地区研修・
協議会

IM第４組
ロータリーデー

母子の健康月間

月

月

青少年
奉仕月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

（休会）

月 火 水 木 金 土 日
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