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インフルエンザの定点当たりの患者数は減

少傾向であり、今シーズンのピークを過ぎま

したが、未だ警報発令中ですので、引き続

き感染防止にご留意下さい。  

（※警報は定点当たりの患者数が10以下に

なるまで継続します。）  

今月のトピックス 

四天王寺大学と当院との間で 

調印式が行われました 

 平成24年3月9日（金）、四天王寺大学と城山病院の２施設間で、地域

連携交流事業に関する協定書の調印式が執り行われました。調印式

には、四天王寺大学から大学長、教育学部長、教育学部教授、エクス

テンションセンター長、当院から病院長、看護部長、事務長、実習指導

統括看護師長が参加しました。 

 学問の場である大学と医療の場である病院が、学生への教育活動を

通じて協定を結ぶのは、この地域においてはじめての取り組みになり

ます。当院ではこれまで大学の教育学部保健教育コースの学生実習を

受け入れてきましたが、今後は学生の主体的な活動である病院ボラン

ティアを受け入れていく予定です。学生による病院ボランティアの活動

内容としては、たとえば、入院患者さんの病棟までのご案内や荷物運

び、送迎バスでの昇降介助、外来検査の道案内などを考えています。 

 これらの活動を通じて、学生たちが病める患者さんの気持ちを理解し、

思いやりの心・相手の立場に立つ姿勢というものを養えるといいなと期

待しています。学生たちのそのような成長を支える場を提供できるよう、

より教育的な環境を整えていきたいと思います。                         
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「定点当たりの患者数」とは ：定点医療機関

からの総患者報告数を定点医療機関数

(298)で割った数。１週間に１つの定点医療

機関からどのくらいの報告があったかを表

す数値で、感染症の流行状況が把握できる。

なお、「１０」が注意報、「３０」が警報の基準

値である。  

第 6 週 第 7 週 第 8 週 第 9 週 第 10 週

2/6～2/12 2/13～2/19 2/20～2/26 2/27～3/4 3/5～3/11

患 者 報 告 数 9807 7657 6003 5297 5115

定点当たりの

患者数
33.02 25.78 20.21 17.78 17.22

報　告　期　間

週 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 府内計

6 26.77 37.69 41.2 22.61 49.96 34.75 34.97 33.02

7 21.91 33.92 32.84 21.52 32.96 27.96 26 25.78

8 14.34 25.62 26.42 18.32 26.17 23.18 20.85 20.21

9 11.39 16.08 23.44 18.55 27.17 17.71 16.27 17.78

10 13.22 14.23 21.91 16.68 30.79 19.36 16.33 17.22

文責:実習指導統括看護師長 貴志 裕子 



１月２６日（木）午後３時から「夜間当直時間帯に4階病棟より出火」という想定で病

院長、看護部長、事務長等全所属の職員による消防訓練を実施しました。 

当日は、強風と氷点下に近い温度での総合訓練（消火・通報・避難）で、スタートが

遅れるなどのアクシデントがありましたが、訓練に参加した職員は実践さながらのき

びきびした動作が目立ちました。その後、駐車場で柏羽藤消防本部署員の指導に

よる水消火器を使った消火訓練並びに防災センターにおいて防災設備の説明を受

けるなど、これまでに培ったチームワークを発揮し、職員全員で患者様の安全を確

保するという強い防災意識を高めることが出来る訓練でした。 

文責：渉外部 部長 棈松 健三 

消防訓練を実施 

平成２４年１月２１日（土）、２２日（日）の２日間、日本病院薬剤師会 近畿学術大会が南港のＡＴＣホール（アジ

ア太平洋トレードセンター）で開催されました。城山病院薬剤科として、３演題発表しました。 
 

１．バンコマイシン投与患者における血清アルブミン濃度による臨床効果の検討 

    川端 志芳、西本 侑市、三浦 麻里、山田 衣里奈、中尾 ひとみ 
 

２．ｅＧＦＲ式を用いたバンコマイシン血中濃度の予測精度に関する検討 

    西本 侑市、川端 志芳、三浦 麻里、山田 衣里奈、中尾 ひとみ 
 

３．ＶＣＭ初回投与設計における血清クレアチニン値の補正に関する検討 

    山田 衣里奈、川端 志芳、西本 侑市、三浦 麻里、中尾 ひとみ 
 

 昨年の春頃、薬局長より‘やってみましょう’と提案されたのがことの始まりでした。６月頃、ようやく重い腰を

上げ、研究テーマの選考、データの整理、解析、結果の判定を行い、アップアップしながら８月末の登録締め切

りに間に合わせました（早くから分かっていながらギリギリにならないと出来ないのが私たちのいいところ？）。

ポスター作成時も、印刷締め切りの当日まで修正している始末です。開催前日にポスターが出来上がり、いざ、

学術大会へ。 

 当日は、インテックス大阪でモーターショーがあり、南港はたくさんの人でにぎわっていました（コンパニオン見

たさに一瞬いなくなった人がいるようですが・・・）。 

 会場は、様々な病院から、ＴＤＭ、感染制御、ＮＳＴ、抗がん剤、災害医療、服薬指導や簡易懸濁法など、チー

ム医療から日常業務まで、多岐にわたる内容について発表されていました。新しい取り組みや、症例報告、薬

の副作用や相互作用など内容はとても充実していました。また、優秀なポスター演題や口頭演題には賞があり

ましたが、私たちは残念ながらいただけませんでした。 

 他の病院の発表を見たり聞いたりするのは、とても良い勉強になり 

また刺激にもなり、今後の業務の発展に大きく寄与するものでした。 

薬剤科として、このような発表を今後も継続していきます。 

                                                                                        

日本病院薬剤師会近畿学術大会に参加 

文責：薬剤科  主任  川端 志

３学会合同呼吸療法認定士に合格 
 臨床工学技士４年目の山添一德です。臨床工学技士とは血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器等の

生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う職種で、当院では今現在９名が在籍しています。臨床工学技

士には各分野にて透析技術認定士、３学会合同呼吸療法認定士、体外循環認定士などの認定士制度があり

ます。当院では臨床工学技士をはじめ看護師、理学療法士の数名がこの呼吸認定士を取得しています。呼吸

認定士は１９９６年に日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔科学会の３学会が合同で認定を開始し

た日本独自の資格で、昨年で第１６回目の認定試験が行われました。受験資格は、看護師、臨床工学技士、

理学療法士が２年、准看護師が３年の実務経験がある事が条件となっています。また第１５回目からは、認定

委員会が認める学会、講習会への参加実績が受験資格に加わりました。私事ですが、先日３学会合同呼吸療

法認定士に合格しましたので御報告させてもらいます。 

 呼吸認定士を取得しようと思ったきっかけは昨年より当院でもＲＳＴ（呼吸ケアチーム）が立ち上がりつつある

事です。ＲＳＴの活動が『人工呼吸器の早期離脱に大きな成果をもたらす』とも言われ、自分もＲＳＴの立ち上げ

に貢献したいと思ったからです。ＲＳＴの活動に呼吸認定士の資格は必須ではないのですが、認定士を取得す

る事で自信に繋がり、よりよい活動ができると思ったからです。 

 今後の目標は先程述べましたようにＲＳＴの立ち上げに貢献していきたいと思います。また今年より呼吸専門

士制度ができたのでその資格を取得する事です。 文責：臨床工学技士 山添 一徳 



  薬剤科での実務学習を終えて…

・今回、どのような実習をされましたか？ 
 薬剤部内では、内服調剤、注射調剤、清潔調剤室での抗がん剤やTPNの調整を行いました。 
 また、薬剤部外では、病棟での薬の管理、服薬指導の実践も行いました。 

 
・城山病院で実習してみてどうでしたか？ 
 学ぶことが多く、毎日が大変早く感じられました。 
 薬剤師の先生方の新設で的確な指導の下、臨床現場における薬剤の使い方 
 や処方に対する考え方を目の当たりにし、大学で学んだことを実践に応用する難しさを 
 感じました。 

 
・今回の実習で感じたこと、また実習中のエピソードなどがあれば教えていただけませんか。 
 臨床の現場というものは、座学で学んだことが多種多様に変化しており 
 私では判断が難しいことばかりでした。 
 それを当然のように判断し解決する病院薬剤師に凄みを感じると共に 
 憧れのようなものを感じました。 

 
・城山病院２ヶ月半、実習された感想をどうぞ！！ 

 瞬く間も無いくらい！と言っても過言ではないほど短く感じられた２か月半でした。 

 私の覚束ない様子を見て、ご指導して下さった薬剤師の先生方も呆れることばかり 

 だったかもしれませんが、最後まで熱心にご教授して下さり、ありがとうございました。 

 実習での経験を人生の糧とし、これからの活動に役立てたいです。 
 

薬剤科実務実習レポート 

・今回、どのような実習をされましたか？ 
 内服・注射の調剤の他にTPNや抗癌剤調整、服薬指導も行わさせていただきました。 
 TDMや納品作業も含め、実際の業務の実習をしました。 
 また、法関連や医薬品の管理や安全対策などを講義で学びました。 
 
・城山病院で実習してみてどうでしたか？ 
 何度も監査を行っている丁寧さに驚きました。 
 抗菌薬でのTDMの実施や病棟での業務など、病院薬剤師のやりがい等 
 良い点をたくさん知ることが出来ました。 
 薬局よりも調剤を丁寧に行うことが出来ることや、外来の処方箋発行では瞬時に判断する知識が 
 求められると知ったのは大きかったです。 
 
・今回の実習で感じたこと、また実習中のエピソードなどがあれば教えていただけませんか。 
 大学で勉強している薬理学や薬物動態学などの知識がベースになければ、相互作用を考える上で困ること 
 病態についても理解していなければ服薬指導で困ると実感しました。実際に服薬指導に行くときにカルテ 
 を見させてもらっていたのですが分からないことが必ずあり、毎回時間をかけて調べていました。 
 
・城山病院で２ヶ月半、実習された感想をどうぞ！！ 
 ２か月半、本当に貴重な体験をさせて頂きました。ありがとうございました。 
 何度も自分の勉強不足を痛感し悔しい思いもしましたが、そのたびに薬剤師 
 の先生方に優しく丁寧にご指導いただきました。尊敬できる薬剤師の先生方 
 と接することが出来たこの実習で、自分の将来について深く考えるきっかけ 
 にもなりました。 
 

大阪薬科大学 左古 翔子 

大阪大谷大学 水林 誠 

 １月１１日～３月２６日の２ヶ月半にわたり、大阪薬科大学・大阪大谷大学 薬

学部の学生２名が当院薬剤科へ病院実務実習に来られました。 

 
 今回、実習に来られていた学生さんに２ヶ月半にわたり経験されたことをアン
ケート形式で質問に答えていただきました。 



 
 

医療法人春秋会 城山病院  
〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 

     Tel 072-958-1000（代表）    

Fax 072-958-8814 

http://www.shiroyama-hsp.or.jp/ 

E-mail：info@shiroyama-hsp.or.jp 

 

＜関連病院・施設＞ 

医療法人春秋会 介護老人保健施設 きし 

 
脳神経外科 
脳血管内治療科 
神経内科 
循環器内科 
心臓血管外科 
一般内科 
消化器外科 

消化器内科 
乳腺外科 

整形外科 
放射線科 

 
救急救命科 
腎臓内科(人工透析) 
血液内科 

泌尿器科 
形成外科 美容外科 

皮膚科 
検診科 

眼科 
耳鼻咽喉科 

麻酔科(ペインクリニック) 
リハビリテーション科 

平成２４年３月３日 

☆ひな祭り献立☆ 

・筍のちらし寿司 

・里芋の揚げ田楽 

・菜の花とイカの幸子和え 

・豆腐とワカメのすまし汁 

・雛あられ 

 
 

ｴﾈﾙｷﾞｰ：646kcal 

蛋白質：24g 

脂質：14g 

糖分：102g 

 

平成２４年２月３日 

☆節分献立☆ 
・寿司(巻き、いなり) 

・イワシの竜田揚げ 

・粕汁 

・節分豆 

 

 

 

ｴﾈﾙｷﾞｰ：744ｋｃａｌ 

たんぱく質：32ｇ 

脂質：24ｇ  

献血のご協力ありがとうございます！！ 

平成２４年３月８日（水）、城山病院の正面玄関前に献血車が 

来ました。 

今回の４００ｍL献血の受付目標６０名に対して３８名が受付し 

そのうち２８名の方が献血を行いました。 

お忙しい中献血にご協力頂き、誠にありがとうございました。 

今回献血されなかった方も、献血車を見かけた際には 

ぜひ献血にご協力お願いいたします。 

次回は１１月頃に行われる予定です。 
 

次回も 

ご協力宜しくお願い申し上げます。  
 

入院時の唯一の楽しみともいえる食事…栄養科では入院中に少しでも行事の気分

を味わっていただこうと、栄養価を考えながら日々の食事を提供しています。また、

どのようにして献立を考えているかなどの一言も載せています。 

☆献立一言メモ☆ ～ひな祭りにかかわる色の意味～ 

 ３月３日は「桃の節句」といわれ、厄を人形に移して祓った「流し雛」の風習がありました。 

これらが発展し、雛人形を飾る「雛祭り」となったようです。 

そして雛祭りに供えられる菱餅や雛あられには、白・青（緑）・桃の色が付いています。 

これはそれぞれ、雪の大地（白）・木々の芽吹き（青）・生命（桃）をあらわしており、この３色のお菓子を食するこ

とで、自然のエネルギーを授かり、健やかに成長できるという意味が込められています。 

当院の献立にも、春の食材や３色のお菓子を付けて「桃の節句」らしさを出してみました。 

 

三倉 文子Ｄｒ（２月１日入職） 
 

①形成外科。頭蓋冠の発生。 
②インドカレー、刀削麺etc。 
 アジアの食べ物が好きです。 
③海外旅行。 
④谷 亮子。 
⑤放浪癖があります。ご注意ください。 
⑥何かわからないことがあれば何でも 
  聞いてください。 

  微力ながら精一杯頑張りますので 
  よろしくお願いいたします。 

①診療科、研究分野②好きな食べ物③趣味 

④応援するスポーツチーム・選手など⑤ポリシー、

座右の銘など⑥その他 

新Ｄｒ.紹介 


