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ＢＬＳ講習開催ＢＬＳ講習開催  

 平成２５年５月１５日（水）、今年度の新入職

職員対象に、ＢＬＳ講習が行われました。 

ＢＬＳとはＢａｓｉｃ Ｌｉｆｅ Ｓｕｐｐｏｒｔ

（一次救命処置）の略称であり、急変した人に対

して、その場に居合わせた人が行う応急処置のこ

とです。  

ＢＬＳインストラクター指導の下、急変時の対応

と人工呼吸・胸骨圧迫の重要性を学びました。 

 また、臨床工学技士 安田技士長よりＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取り

扱いについての講義やＤＶＤ鑑賞、実践練習にて一次救命処置の知識と技術

を深めました。 

また、受講生を代表して５名の方にレポートを書いて頂きましたので紹介さ

せて頂きます。 

 今回初めて、新人看護師としてＢＬＳ研修を受講しました。ＢＬＳは一通り、学校で学んだつもりでいまし

たが、実際、一連の流れで行ったことはありませんでした。今回の研修では多職種でグループとなり、一つ一

つの技術を繰り返しながら全員が実施しました。最初はうまくできなかったのですが、繰り返し練習をしなが

らグループメンバーでアドバイスを出し合い、理解を深めながら行うことができました。 

 これから先、今回学んだ技術を活かし、患者様を救うため、看護師として率先して動くことができるように

なりたいです。 

ＢＬＳ研修ＢＬＳ研修  受講生レポート①受講生レポート①  

患者さまとのふれあい 

しろやましろやま  47 

 ＢＬＳ研修は、数回参加したことがありますが、参加させて頂く度に身の引き締まる思いでいっぱいです。

応援要請・絶え間ない胸骨圧迫・ＡＥＤ処置に至る迄、頭では理解していても、実際その場で行動に移せるか

と考えると、躊躇している自分が思い浮かびます。 

 このような研修を何度も受けていくことで、病院内外問わず、一次救命が必要な人に出会ったとき、医療従

事者として正しい知識を持ってＢＬＳが実践出来るようにこれからも勉強していきたいです。 

 今回、ＢＬＳ講習を受講し、ＢＬＳについての知識、また実際に出くわした場合の対処方法を実施すること

ができ、とても為になりました。また、私たちＣＥが毎日点検を行っているＡＥＤが、ＢＬＳにとって重要な

機器である事を再認識する事が出来ました。医療従事者として、またＣＥとして、もし日常においてこの様な

現場に出くわした時は、今回の経験を活かし、率先した行動と明確な指示を出し、対応しようと思います。 

７Ｆ病棟 看護師 辻 麻里さん 

９Ｆ病棟 看護師 土居 真紀さん  

ＭＥセンター 岡田 智行さん  
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 １つ１つ丁寧に進めていただけたので、とても理解しやすかったです。説明だけでなく体を動かすことが多

かったので覚えやすかったですし、「わかる」と「できる」は違うと実感しました。 

 研修や他職種の方の関わりを通して、病院勤務である以上、心肺蘇生法やＡＥＤの使用法等は知るべきだと

思いました。緊急時に率先して動けるようになろうと改めて感じることができた研修でした。 

 私は今まで何度か、このような講習を受けてきましたが、心肺蘇生法の練習ばかりでＡＥＤの使用は初めて

でした。使用方法について学ぶ事ができたので良かったです。そしてＡＥＤがどれだけ有効であるかという事

も学びました。 

これからも講習などがあれば参加し、実際の場できちんと使えるようもっと学んでいきたいです。 

ＢＬＳ研修ＢＬＳ研修  受講生レポート②受講生レポート②  

感染管理ベストプラクティス研究会に参加しました感染管理ベストプラクティス研究会に参加しました  
 平成２５年４月１３日（土）に、感染管理ベストプラクティス研究会「第８回

セミナー」が大阪国際交流センターで開催され、昨年度取り組んだ「薬剤混合に

関するベストプラクティス作成」について感染管理委員会を代表しポスター発表

を行ってきました。 

 午前中は講義があり、午後から各分野に分かれての発表でした。私たちの会場

は５０人程度の小規模な会場でしたが、大勢の人の前で話すことに慣れていない

私は、ものすごく緊張していました。無事に発表も終わり、作成したポスターの

前で、質問等の受け答えも行いました。努力の甲斐もあり、奨励賞も頂くことが

できました。 

 感染管理委員会では、今年度もベストプラクティスの作成に取り組んでいきます。感染を防止・拡大しないよ

う、みなさんもご協力よろしくお願いします。 ５Ｆ病棟 看護師 辻本 歩 

感染管理ベストプラクティスとは・・・ 

 

「実践現場」における感染対策の最善策を図式

化することで、だれもが同じ手順でできるよう

にし、医療の質の改善を目指そうという考え方

です。 

 平成２５年７月３日（水）、１Ｆエントランスホールにて、毎年恒例の「七夕・夏のフェスタ」が開催されま

した。七夕・夏のフェスタのイベントは、今回で４回目になります。 

今年はフラダンスのボランティア団体の「フラマハロ」様にご協力をいただき、８曲のフラダンスを披露して頂

きました。玄関ホールの七夕飾りの笹も皆様のご協力の甲斐もあり、見事な飾りつけになり素敵な笹になりまし

た。また最後の曲では、頭上からたくさんの流れ星が流れるサプライズもありました。皆さん流れ星に願いをか

けることができたでしょうか？ 

 城山病院看護部は、今後も地域の皆様・患者様に喜んでいただけるようなイベントを企画しています。 

次回の看護部イベントは９月頃を予定しています。ご期待下さい！           

七夕・夏のフェスタが開催されました七夕・夏のフェスタが開催されました  
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医事部 宮迫 翔子さん 

総務・ソリューション部 辻下 彩さん 



 毎月第一水曜日に発行、毎日新聞・読売新聞・産経新聞・毎日新聞に折り込みされる「ふれあい新聞」。第

３面に城山病院の特集記事を載せております。 

多くのご支援を頂き、今月で４５回目の掲載となりました。毎月、各科の先生方による分かりやすい病気のお

話等が掲載されています。ご興味のある方は一度読んでみてはいかがでしょうか？ 

インタビューを受

ける脳・脊髄・神

経センター 主任

部長 島野先生と

ふれあい新聞記者

の笹倉様 

ふれあい新聞ふれあい新聞  ご存知ですか？ご存知ですか？  

職員旅行：日帰り 淡路島職員旅行：日帰り 淡路島  

 平成２５年６月２日（日）・６月１６日（日）、医療法人春秋会 日帰り職員旅行として、淡路に行ってまい

りました。 

南淡路市にある、うずしお温泉 観光旅館 うめ丸にて「鯛の玉ねぎフォンデュ」を頂きました。鯛の玉ねぎフォ

ンデュとは、玉ねぎをすりおろした出汁に鯛とレタスを軽く湯通しし、一緒に食べるヘルシーなお鍋です。その

他にも、鯛やサザエを土鍋で蒸した宝楽焼き、鯛のあら煮、鯛釜飯等、食べきれないほどの鯛づくしのお昼ご飯

となりました。また食後には、美人の湯と言われている「うずしお温泉」に入られた方もいらっしゃいました。

特に１６日は天気が良く、旅館・露天風呂から見える景色は絶景でした。 

皆さんもご家族・お友達を連れて淡路島旅行はいかがでしょうか。 

  先月号は、島野先生から「脳ドックについて」のお話でした。 

  来月号は、脳・脊髄・神経センターの中嶌先生のインタビューになります。ご期待下さい！ 

栄養のお話①栄養のお話①  ～食中毒のお話～～食中毒のお話～  

これから夏にかけて気温と湿度が高くなり、食中毒が発生しやすくなります。「自分は大丈夫」と油

断していませんか？実は菌やウイルスが食品についても色や味、においは変化しないことが多いので

す。食中毒にならないためにしっかり予防しましょう。 

１．付けない 手を洗う 

調理をはじめる前や、生肉・生魚・卵などをさわった後は、石鹸できれいに手を洗いましょう。 

包丁やまな板などの調理器具も、同じようにきれいに洗ってから使いましょう。 

２．増やさない 温度管理 

食中毒菌は、夏の気候が大好きです。 

冷蔵保存が必要な食材や、作ったあとすぐに食べない料理は、室温で放置せずに 

早めに冷蔵庫に入れるようにしましょう。 

３．やっつける 加熱する 

ほとんどの菌やウイルスは熱に弱いので、加熱できる食べものは中心まで 

しっかり火を通しましょう。 

調理器具を熱湯や塩素系の漂白剤（キッチンハイターなど）で消毒することも効果的！ 
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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 

森山 侑子
も り やま  ゆ う こ

 先生 

①眼科 

②中華 

③映画鑑賞、ゴルフ 

④一期一会 

⑤みなさんと一緒に頑張っていきた

いと思いますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

岩室 康司
いわむろ  やすし

 先生 

①脳血管内治療科 

②筍 

③家事一般 

④気は心 

⑤皆様が笑顔で病院を後にできるよ

う力を尽くしてまいります。よろし

くお願い申し上げます。 

面 会 時 間  ：  午後４時まで（それ以降は付添許可証が必要です） 

施 錠 時 間  ：  午後５時（全館） 

出   入   口 ：   施錠後は１階時間外出入口のみとなります。 

   職員の方も必ず１階時間外出入口を利用してください。 

８月１日（ＰＬ花火大会）の面会及び施錠時間の変更について８月１日（ＰＬ花火大会）の面会及び施錠時間の変更について 

 ８月１日（木）はＰＬの花火大会が例年のとおり行われる予定です。当院においても保安上のため、例年と

同様に面会時間及び施錠時間の変更をしますのでよろしくお願いいたします。 

 なお、出入につきましては全館施錠しますので、必ず下記出入口を使用して下さい。また、病棟において家

族等の付き添いが必要な場合は、各階詰所に事前に届出をしていただくことにより“付添許可証”を交付いた

します。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

栄養のお話②栄養のお話②  たんぱく質のお話 

どんな働き？どんな働き？  

①重要なエネルギー源。 

②骨、筋肉、皮膚、毛髪、内蔵などの 

 身体を作る材料となる。 

③全身へ栄養素を運搬する 

とり方のコツとり方のコツ  

たんぱく質は肉・魚などの動物性食品や大豆・大豆製品などにたくさん含まれています。どれかひとつの食品

をたくさん摂るよりは、いろいろな食材を組み合わせてバランス良く食べることが大切です。 

ビタミンビタミンB1B1を多く含む食品を多く含む食品  

肉・魚・魚介類・卵・乳製品・大豆・大豆製品（豆腐・納豆・豆乳）など 

不足すると・・・・体力や免疫力の低下、貧血や筋力の低下などが起こります。 

とりすぎると・・・腎臓に負担がかかったり、肥満の原因となります。 

     

肉 魚 卵 乳製品 大豆製品 

毎月、お食事にまつわる様々なお話をお届けします。 

今回のお話はたんぱく質のお話です。 
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