
 

 

 平成２５年４月１日（月）・２日（火）の２日間、新入職オリエ

ンテーションが行われました。本年度の城山病院新入職員数は６５

名で、内訳としては医師８名、看護師１８名、准看護師１名、看護

補助５名、臨床工学技士５名、診療放射線技師１名、薬剤師１名、

理学療法士１０名、作業療法士２名、言語聴覚士３名、医療福祉相

談員１名、医療事務員５名、事務員５名です。 

幹部紹介や各部門紹介、社会人基礎力、電子カルテの操作説明、防

災訓練、医療安全について等の説明を２日間かけて行いました。  

また、大阪府立・呼吸器アレルギー医療センターの感染管理認定看

護師である橋本美鈴先生をお招きし、感染対策についての講習を行いました。  
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患者さまとのふれあい 

しろやましろやま  

 平成２５年５月１２日（日）に、電気設備の法定点検が行われました。必要な医療機器を除き、全

館停電となり、ご入院中の患者様ならびにお見舞いに来られましたご家族の方々、救急受診をご希望

の患者様には、ご不便・ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。 

皆様のご協力もあり、大きな問題もなく無事に点検を終えることができました。 

電気設備の法定点検停電が行われました 

点検中は停電の為 

エレベーターは使用不能です。 

各自、階段での移動でした。 

復旧後の 

設備点検を行って

います。 

照明がつかない場所もあるため 

各階にランタンを持ったスタッフ

を配置しました。 

各病室のナースコールの

チェックを行っています。 



 

 

・今回、どのような実習をされましたか？ 

薬局内では主に内服や注射剤の調剤、清潔調剤室ではＴＰＮや抗がん剤の調整を行いました。 

また実技だけでなく、毒薬の管理、医薬品情報、安全対策等たくさんのことを勉強させていただきました。 

病棟にあがってからは定期薬の管理、持参薬の管理等の病棟業務や服薬指導も行いました。 
 

・城山病院で実習してみてどうでしたか？ 

大学では学べないことをたくさん教えて頂きました。 

その中でも一番印象に残っているのは、カルテを読み取り、理解することの大切さで

す。 

カルテから検査値や患者さんの状態を知ることができ、それを調剤や服薬指導に活か

されていました。カルテを読み取るのは簡単ではなく、かなりの知識がないとできま

せん。 

城山病院の先生方は、本当に知識が多く、何を聞いても分かりやすく教えていただきました。 

そのたびに自分の勉強不足と知識のなさを実感し、病院薬剤師は日々の業務が大切だということもよく分かり

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？ 

病院薬剤師に対する印象がすごく変わりました。 

実習するまでは将来どの道に進むか悩んでいましたが、この実習で将来は先生方のような病院薬剤師になりた

いと思うようになりました。 

また、先生方と色々な話をさせて頂いたり、他部署を見学させて頂いたのがすごく楽しかったし、とてもいい

経験になりました。 

職種関係なく、一人一人が患者さんのことを考えられているのがすごく伝わってきて、こんな素敵な病院で働

けたらいいなと思いました。 
 

・城山病院で実習された感想をどうぞ！ 

２カ月半は長いだろうなと思っていましたが、始まってみると本当にあっという間で毎日すごく充実していま

した。 

それも先生方がとても優しく、アットホームな雰囲気で接してくれたおかげだと思います。 

迷惑をかけてしまったことも多々あったと思いますが、最後まで温かくご指導していただき、本当にありがと

うございました。実習先が城山病院で本当によかったです。 

薬局実習生研修レポート 

・今回、どのような実習をされましたか？ 

内服調剤、注射の払い出し、ＴＰＮ・抗がん剤の調整を行いました。 

また、病棟へ上がってからは、病棟業務や実際に患者さまのもとへ行って服薬指導をさせて頂きました。 
 

・城山病院で実習してみてどうでしたか？ 

調剤薬局とは異なり、仕事量が多く大変であると感じました。 

しかし、患者さまの情報をカルテから入手して、処方監査や服薬指導を行うことができ、やりがいと魅力を感

じることが出来ました。 

そして、大学の講義等では体験できない貴重な体験をたくさんさせて頂くことができ、日々勉強の毎日でし

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？ 

薬剤師の先生方は知識が豊富で、知識不足な私にとって、学ぶことがたくさんありま

した。 

また、薬の知識だけでなく、患者さまや医療スタッフとの関わりについても学ばさせ

ていただくことができました。 
 

・城山病院で実習された感想をどうぞ！ 

最初は不安と緊張でいっぱいでしたが、薬剤師の先生方が優しく、丁寧に指導してくださったので、とても充

実した実習をさせていただくことが出来ました。今回の実習で学んだことをこれから先、活かしていきたいと

思います。本当に様々なことを教えていただき、ありがとうございました。 

２名の学生さんが病院薬剤師の２ヶ月半の実務実習が終了しましたので感想をアンケート形式で 

お答え頂きました。 

Ｓ．Ｎさん 

Ｙ．Ｋさん 



 

 

栄養のお話 ～乳酸菌～ 

  主な乳酸菌の種類とその働き主な乳酸菌の種類とその働き  

乳酸菌を多く含む食品乳酸菌を多く含む食品  

乳酸菌とは、オリゴ糖などの糖を発酵させて乳酸という物質を作る微生物のことで、人の腸の中に

も存在しています。 

主に、①腸内にいる悪い菌を減らす 

   ②便秘の改善 

   ③免疫力を向上させる   などの働きがあります。 

さらに最近では独自の働きを持つ乳酸菌の研究が進み、 

それらを利用した食品が広く販売されています。 

ヨーグルト、チーズ、味噌、納豆、ぬか漬け、

キムチ、独自の乳酸菌入り製品など 

    

ヨーグルト チーズ 味噌 納豆 

 平成２５年５月１２日（木）１７時３０分より、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）日本感染管理支援

協会理事長である土井英史先生をお招きし、感染対策講習会を開催しました。 

『感染対策の“落とし穴”～それぞれの現場でこんなところを注意してください～』という演題でご

講演頂きました。海外での様々な感染対策やユニークな手の衛生の啓蒙活動、手順遵守の重要性、当

院でも行われている感染管理ベストプラクティスのご紹介、現場での感染対策の落とし穴等、医師や

看護師以外の職員にとっても分かりやすい内容のご講演でした。 

感染対策講習会が開催 

【LG21乳酸菌】 ・・・ ピロリ菌が増えるのを抑える、胃粘膜を正常にする 

【KW乳酸菌】 ・・・ 免疫力を高める、アレルギーの症状を抑える 

【ケフィア】 ・・・ 胃腸の調子を整える 

【ビフィズス菌】 ・・・ 腸内環境を健康にする、便秘の予防、免疫力を高める 



 

 

 

医療法人春秋会 城山病院 
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Tel  072-958-1000（代表） 
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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 

伊東 風童
い と う  か ざ と

先生 
①循環器、 

心エコー、心不全 

②お酒全般、卵ご

はん 

③スポーツ観戦 

④病気を診るので

なく患者さんを診るということ

を心がけています。 

⑤みなさんが笑顔になれるよう

にがんばっていきます。 

４月に新たに入職された先生方をご紹介します。 

河上 剛
かわかみ たけし

先生 
①整形外科、 

肩関節、スポーツ 

②焼き肉 

③サッカー 

④継続は力なり 

⑤地域医療に貢献出来る様、頑

張っていきます。 

三宅 隆雄
み や け  た か お

先生 
①整形外科 

②おすし 

③スポーツ 

④愚直 

⑤４月から整形外

科に赴任しました

三宅です。よろしくお願いいたし

ます。 

小西 優輝
こ に し  ゆ う き

先生 
①麻酔科 

②スイーツ全般 

③カメラ、写真 

④「カワイイ」は

作れる。 

⑤高槻の大阪医科

大学から転勤してきました。よ

ろしくお願いします。 

盛岡 潤
もりおか じゅん

先生 
①脳血管内治療科 

②チーズ 

③スキー、テニス、映画

鑑賞 

④一期一会、初志貫徹 

⑤最良の医療を提供すべく日々精進し

て参ります。何卒よろしくお願い申し

上げます。 

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 

藤井 研介
ふ じ い  け ん す け

先生 
①消化器外科 

②何でも 

③サッカー 

④１日１日を大切

に 

⑤城山病院と地域

に馴染み、頑張りたいと思いま

す。 

 

大山 雄一
おおやま ゆういち

先生 

①血液内科 

②もつ煮、焼き肉 

③週１回の筋ト

レ、ダイエットを

すること。 

④調和 

⑤みなさまにご迷惑をお掛けする

ことが多いと思いますが、よろし

くお願いいたします。 

安藤 紗恵
あ ん ど う  さ え

先生 
①形成外科 

②おすし 

③旅行 

④一期一会 

⑤丁寧に診察して

いきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 


