
 

 

新年明けましておめでとうございます。 

『城山病院は患者さまのために存在します』の理念のも

と、今年も城山病院は高度医療を提供するとともに、か

かりやすい病院であることを目指します。そして、医療

を通じて地域の安全・安心に貢献します。 

昨年までの日本、あまり元気がありませんでした。し

かし、政権も代わり、今年は巳年、実を結ぶ年と言われ

ます。また、蛇は災害から人々を守り、幸運の使いなど

とも言われています。これまでの努力が実を結び、日本

全体が元気になることを期待したいと思います。 

城山病院は新病院への移転から７回目の正月を迎える

ことができました。そして、年を経るごとにたくさんの患者さんに受診していただけ

るようになりました。心より感謝を申し上げます。 

さて、今年の計画の一部をご紹介いたします。現在、心血管造影室をＩＣＵと直結

する形で２室に増設し、血管造影装置は２台ともに最新鋭機を設置する工事を行って

おり、間もなく運用を開始します。移転後はじめての大規模工事になりましたが、心

疾患患者さんの増加に対応したものです。今まで以上にレベルの高い治療を行う準備

が整いますので、ご期待いただきたいと思います。 

城山病院は医療の技術的評価に加えて、暖かさや品格を感じていただける病院であ

りたいと願っています。そのためにも常に一人一人の患者さんを大切にして診療にあ

たります。今年もよろしくお願いします。 

患者さまとのふれあい 
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病 院 長 よ り 新 年 の 御 挨 拶  

ご存知ですか？マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 

 皆さんは「マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師」という認定資格があるのをご存じですか？？ 

今回はマンモグラフィの認定資格についての紹介をさせていただきます。 

マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師とは、NPO 法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会

（以下 精中委）が行う講習・試験を受け、マンモグラフィ撮影に関して一定基準以上の知識・技術

があると認められた診療放射線技師に与えられます。 

 当院には３名認定技師が在籍しており、うち女性技師２名で撮影を行っています。 

 乳がんは年々増加傾向にあり、年間約３万５千人が発症し、約１万人が死亡しています。これを、

減少させるために有効ながん検診の推進が求められるようになってきました。現在では、マンモグラ

フィ検診の導入が進められていますが、検診の 「質」が維持されているかが、大きな問題です。今ま

での視触診に、ただ単にマンモグラフィを追加するだけでは有効な検診は期待できません。マンモグ

ラフィが効果を発揮するためには、高い撮影技術と高度な読影力が必要だからです。このため、質の

良い検診を行うためには、検診施設の医師、技師の検診事前の教育・研修が必要です。 

 又、当院はマンモグラフィ検診施設画像認定施設に認定されています。 

マンモグラフィ認定施設とは、マンモグラフィ（乳房X 線撮影）で乳がん検査〔検診〕を行う際に、受診者に対し安全

性、信頼性そして精度の高い検査を保証し、放射線のリスクを最小限にとどめ、高品質な画像を常に提供することができ

る施設のことです。 

その認定審査では「撮影線量」や「臨床画像評価」、また臨床画像評価では、マンモグラフィの画質やポジショニン

グ、フィルムの取扱いなど多岐にわたる項目で評価がおこなわれます。このマンモグラフィ検診施設画像認定を受けたこ

とにより、当院のマンモグラフィの質の高さが第三者から評価されたことになります。 

今後とも、より質の高いマンモグラフィ検査をご提供できますよう日々努力いたします。 

マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 児島 あゆみ 

病院長 福本 仁志 
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インフルエンザ 流行期到来 
 インフルエンザウイルス感染症の本格的な流行が始まろうとしています。 

 日本全国の集計によれば、昨年の１２月第２週に定点医療機関当たりのインフルエンザウイルス感染症者の報告数が全

国的な流行開始の指標である１．００を初めて上回りました。 

 大阪府においては、流行開始の指標である１．００を超えており、地域的な流行が始まっていると考えられます。 

インフルエンザ予防には、一人ひとりの「かからない、うつさない」という気持ちが大切です。  

 手洗いやうがい等のインフルエンザ予防対策をしっかり行いましょう。  

 インフルエンザ定点あたり患者数（１２月２４日～１月１３日） 

週 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市北部 大阪市西部 大阪市東部 大阪市南部 府内計 

2012/52週 0.69 0.96 0.69 0.71 0.58 0.86 0.68 0.63 2.47 0.57 0.54 0.78 

2013/01週 1.72 0.35 1.18 0.42 1.33 0.43 0.32 2.32 7.93 1.57 0.77 1.34 

2013/02週 4.75 3.04 5.49 4.48 5.63 4.14 5.91 5.84 9.07 3.32 3.31 4.88 

インフルエンザの症状 

風邪はのどの痛み、鼻水、咳（せき）などの症状を伴う呼吸器の急性炎症です。発熱、頭痛、食欲不振などが起こること

もあります。健康な人でも年に数回程度かかるといわれています。インフルエンザは普通の風邪よりも急激に発症し、症

状が重いのが特徴です。インフルエンザに感染すると、１〜５日の潜伏期間の後、３８℃以上の高熱や筋肉痛などの全身

症状が現れます。健康な人であれば、その症状が３〜７日間続いた後、治癒に向かいます。高齢者や乳幼児では肺炎や脳

炎などを合併することもあり、最悪の場合は死に至ることもあります。 

インフルエンザの予防 

 予防の基本は、手洗いとうがいです。感染は完全には防げませんが、感

染率はぐっと減ります。手洗いはせっけんを使って１５秒以上じっくりと

行うのが望ましいです。指と指の間や手首、親指のまわり、爪の間まで

しっかりと洗うように心がけましょう。うがいは、のどの粘膜に付着した

ウイルスの排除だけではなく、のどを潤し、乾燥を防ぐ効果もあります。

空気が乾燥する季節だけではなく、日常的にうがいを行うように習慣付け

ましょう。そのほか生活習慣を規則正しく行うことです。疲れや睡眠不足

で体力を落とした状態では、ウイルスに感染しやすくなります。十分な睡

眠とバランスの良い栄養をとりましょう。また、流行時は人込みを避け

る、室内湿度を４０‐６０％に保つなども効果的です。 

インフルエンザと風邪の違い 

 インフルエンザインフルエンザ 普通の風邪普通の風邪  

感染力感染力  強い 

短期間のうちに 

広範囲に流行 

弱い 

症状 重い 

高熱（３８ ～ ４０℃） 

倦怠感などの全身症状 

軽い 

鼻水、くしゃみ 

高熱を伴うものもある 

経過  経過急激な高熱で発症 緩慢に経過 

参照文献：大阪府感染症情報センターホームページ 

職業体験のお礼の手紙を頂きました 

職業体験学習に来られた富田林市立喜志中学校の学生さんよりお礼のお手紙が届きまし

たので、御紹介させて頂きます。 

 この前は、職業体験学習でお世話になりました。忙しいのに迷惑だったかと思います

が、教えて頂いてありがとうございました。臨床工学技士さんのところで聞かせていただ

いた話は本当に凄かったです。 

 １日目と２日目の両方でお世話になった看護師さんのところでは、病室をまわって歩く

練習についていったり、シーツを交換したりしてすごく楽しかったです。透析室では、透

析の事についてたくさん教えていただきました。救急外来では、ストレッチャーに寝かせてもらったり、包帯の巻き方を教

えていただいたりしました。 

 今回、体験させていただいて、どの仕事も病院に必要な大切な仕事だと分かりました。私も将来みなさんみたいに人の役

に立てる仕事をしたいと思いました。城山病院に行けて本当に良かったです。ありがとうございました。 

２年生 R.Nさん 

 先日はお世話になりました。 

 僕は将来、医者になりたいと思い、城山病院に来させていただきました。臨床工学技士の方々、看護師の方々には色々

と説明していただき、そして色々と体験させていただき、とても勉強になりました。カテーテル手術はとても印象に残っ

ています。脈拍数や血圧を計らせていただいたり、救急外来の機械を使わせていただき、とても楽しく勉強になりまし

た。この体験学習で一番心に残っているのは「患者を救うのは機械じゃない心だ」と一番若い臨床工学技士のお兄さんが

言って下さった言葉です。僕はこの言葉をずっと忘れません。いつかこんな素晴らしい人達がいる城山病院で働けたらい

いなと思いました。 
２年生 I.Kさん 



 

 

薬剤科実習生レポート 

内服調剤から始まり、注射の払い出し、ＴＰＮ、抗がん剤の混注を

させていただき、最後の３週間は病棟業務の見学、実際に患者さま

の元へ行って、服薬指導をさせていただきました。 
 

患者さまの注射の流れがとてもよくわかりました。普段の生活の中

では、内服の調剤にしか触れ合えません。病院内ではそれ以外に点滴治療も行えます。患者さま

のカルテを見て点滴・内服の両方の治療を見ることができ、とても勉強になりました。例えば、

心筋梗塞には最初どのような薬剤が投与され、退院の時にはどのような薬剤が投与されるのかの

流れが実務を通して学べて本当に良かったです。 
 

やはり最後の集大成である病棟での服薬指導の実習が印象的でした。患者さまが実習生の私達を

受け入れてくれ、説明をしっかり聞いて下さり、患者さま自身がどのような病気にかかったかな

ど教えてくれたりしました。辛いのは患者さまなのに、実習生である私にまで気を使って頂き、とても嬉しく思うと共に、

薬剤師になったら患者さまともっと一緒に治療をしていきたいという気持ちが高まりました。実習を終えてからもっと勉強

しようと思います！！ 
 

本当に実習先が城山病院でよかったと思いました。薬剤師の先輩方はとても優しく、とても親切に業務について指導して下

さいました。業務の中にもたくさんの楽しみがあり、とても充実した実習ができたと思います。本当にありがとうございま

した。 

先輩と一緒に一枚 

内服、注射剤の調剤やＴＰＮ・抗がん剤の調整を行いました。 

また、病棟業務として持参薬の検薬をさせていただいたり、実際に患者さまへの服薬指導も行い

ました。 
 

カルテから患者さまの情報を読み取ることの大切さがわかりました。 

実際に患者さまの病気や状態を理解したうえで調剤を行うことができるので、病院薬剤師はとてもやりがいのある仕事なの

だと感じました。 
 

今までに大学で勉強したことが臨床現場でも活かされていることがわかりました。 

薬の相互作用やＴＤＭについて、大学では暗記するだけでだったのですが、今回の実習でその意義がわかり、興味を持つこ

とができました。また、処方監査の重要性と難しさも感じ、薬剤師の先生方の知識量の多さに驚きました。 
 

最初は不安でいっぱいでしたが、薬剤師の方々が優しく指導して下さり、あっという間に２カ月半が過ぎました。大変なこ

ともありましたが、とても楽しくて充実した２カ月半でした。 

今回の実習で学ばせて頂いたことをこれから自分の将来に活かしていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

薬剤科実務実習に来られた大阪薬科大学の学生さんに、今回の

実習への感想をアンケート形式で答えていただきました。 

Ｍ．Ｎさん 

Ｍ．Ｏさん 

毎月、お食事にまつわる様々なお話をお届けします。今回のお話は栄養素の一つである「ビタミンＢ１」のお話です。 

ビタミンB1-どんな働き？- 

ビタミンB1-効率よくとるには- 

不足すると・・・ 

食欲不振、肩こり、頭痛、イライラ、疲れやすいなどの症状が現れます。 
 

とりすぎると・・・ 

水に溶けやすい水溶性のビタミンなので、必要以上にとっても、いらない 

分は体の外に排泄されます。 

栄養科のお話 ～ ビタミンB1 ～ 

糖質代謝に不可欠な水に溶けやすいビタミン。 

①糖質がエネルギーに変わるのを助ける。 

②脳や神経の機能を正常に保つ。 

ビタミンB1は豚肉、豆類、未精製の穀類（玄

米、全粒粉のパン、シリアルなど）に多く含

まれていますが、玉ねぎ、にんにく、にらな

どと一緒にとると効果的。 

これらに含まれるアリシンという物質がビタ

ミンB1の働きを高めてくれます。 

ビタミンビタミンB1B1を多く含む食品を多く含む食品  

赤身の豚肉、たらこ、玄米、そば、うなぎ、大豆など  

栄養科 

     

豚肉 玄米 そば うなぎ 大豆 
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＜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 

肛門外科 

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 

 

①診療科、研究分野 ②好きな食べ物 ③趣味 

④ポリシー、座右の銘など ⑤コメント 

小山耕平Ｄｒ 

①泌尿器科 

②テールスープ、ハンバーグ、 

 豚のしょうが焼き 

③子育て、ジムニーいじり 

④人間万事塞翁が馬 

⑤フットワークの軽い医師を 

 目指します。 

大村直己Ｄｒ 

①脳神経外科  

②肉・魚・野菜なんでも 

 食べます 

③野球・ランニング・読書 

④人事を尽くして天命を待つ 

⑤この度１２月から城山病院にやっ 

 てまいりました。 

 地元は吹田なのでこの辺りの地理は疎く、 

 色々教えて頂ければ幸いです。気軽にお声を 

 かけて下さい。 

中嶌敎夫Ｄｒ 

①脳血管内治療科 

②ソバ 

③映画鑑賞 

④至誠如神 

⑤今まで学んできた脳神経外科の 

 技術と知識をもとに、地域医療 

 に鋭意努力してまいりますので何卒 

 よろしくお願い申し上げます。 

新たに入職されました先生方の紹介を致します。 

 今年も高屋保育園より園児たちのユーモア溢れる

作品が届きました。来年も心のこもった絵が届くの

を楽しみにしています。 

 平成２４年１２月２５日（火）、毎年恒例とな

りましたクリスマスコンサートが、当院１Ｆエン

トランスホールにて開催されました。 

コーラスグループ「エコー羽曳が丘」の皆さまを

お招きし、「ジングルベル」などのクリスマスソ

ングや、「川の流れのように」などの馴染みある

曲を披露して頂きました。「きよしこのよる」で

は、紙吹雪の演出もあり、大盛況のコンサートと

なりました。 


