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患者さまとのふれあい患者さまとのふれあい  

 週刊ダイヤモンドの『頼れる病院』に今年も登場

しています。今年は、都道府県ランキングだけでな

く、全国民間病院ランキングでも上位にランクされ

ました。 

 城山病院の医療内容は病院ランキング以上だと患者

様から言って頂けるように、これからも一層の努力

をして参ります。 

週刊ダイヤモンド 週刊ダイヤモンド 週刊ダイヤモンド 2013/10/26 2013/10/26 2013/10/26 特大号特大号特大号   

「頼れる病院ランキング」にランクイン「頼れる病院ランキング」にランクイン「頼れる病院ランキング」にランクイン!!!!!!   

全国民間病院ランキング 44位 

都道府県別ランキング  26位 

週刊ダイヤモンド 2013/10/26 特大号 「頼れる病院ランキング」より抜粋 

①診療科目数（3点満点） 
 20科目以上 3点 
 10科目以上 2点 
 10科目未満 1点 

②医師数（15点満点） 
 医師数（常勤）/一般病床数 
 0.4以上 15点 
 0.3以上 12点 
 0.2以上  9点 
 0.1以上  6点 
 0.1未満  3点 

③専門医数（10点満点） 
 専門医数（常勤）/一般病床数 
 0.4以上 10点 
 0.2以上  8点 
 0.1以上  5点 
 0.1未満  3点 

④看護師配置(10点満点) 
  7対1 10点 
 10対1  8点 
 13対1  5点 
 15対1  3点 
 特別  1点 

⑤医療スタッフ（5点満点） 
 医療スタッフ100床当たりの 
  数値が下記以上であれば1点 
 

 薬剤師(3.1人以上) 
 理学療法士(4.3人以上) 
 作業療法士(2.2人以上) 
 言語聴覚士(0.9人以上) 
 診療放射線技師(3人以上) 
 臨床工学技士(1.2人以上) 
 管理栄養士(1.3人以上) 

 医療ソーシャルワーカー(1.2人) 

⑥施設・設備（10点満点） 
集中治療室(ICU) 
新生児集中治療室(NICU) 
冠動脈専用集中治療室(CCU) 
無菌治療室の保有する数 
 4  5点 
 3  4点 
 2  3点 
 1  2点 
 なし 0点 

⑦紹介率(4点満点) 
 80%以上 4点 
 60％以上 3点 
 40%以上 2点 
 40%未満 1点 

⑧年間救急車受け入れ件数(7点満点) 
 2000件以上 7点 
 1000件以上 4点 

 1000件未満 1点 

⑨先進医療(1点満点) 
 一つ以上実施 1点 
 実施していない 0点 

⑩病床利用率(10点満点) 
 一般病床の病床利用率 
 90％以上 10点 
 80％以上  8点 
 70％以上  5点 
 70％未満  3点 

⑪平均在院日数(10点満点) 
 15日未満 10点 
 20日未満  8点 
 25日未満  5点 
 25日以上  3点 

⑬経常収支率(15点満点) 
 100％以上 15点 
  90％以上 12点 
  80％以上  9点 
  70％以上  6点 
  70％未満  3点 

⑫人件費率(5点満点) 
 50％未満 5点 
 60％未満 4点 
 70％未満 3点 
 70％以上 2点 
 70％未満 1点 

  ランキングの見方ランキングの見方ランキングの見方   
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無事故・無違反チャレンジコンテストで「最優秀賞」を無事故・無違反チャレンジコンテストで「最優秀賞」を無事故・無違反チャレンジコンテストで「最優秀賞」を受賞受賞受賞   

 無事故・無違反チャレンジコンテスト「自家用自動車部門」で、医療法人春秋会 城

山病院が「最優秀賞」を受賞しました。初参加の平成２１年から４回チャレンジし３

回目の受賞となります。これは、交通事故防止に取り組む羽曳野・藤井寺市内の企業

３６社７４チーム１，１９７名が参加した結果です。近畿日本鉄道や自動車教習所、

貨物運送会社等の輸送部門が多数参加する中、医療法人の城山病院が表彰を受けまし

た。 

 また、２，９６８社１１７，６７８名が参加した大阪府下大会には「城山病院チー

ム」が見事「無事故・無違反賞」に輝きました。 

 模範運転を徹底することにより、病院職員の交通安全意識の高揚と地

域における交通事故防止に寄与するため、渉外部及び施設管理部が通常

業務を通じて参加し、二つの賞を受賞しました。今後もチャレンジを続

け模範運転に心掛け、職員自身や家族の為、強いては病院の為、職員一

人ひとりの安全運転意識高揚と交通事故や交通違反の発生減少に取り組

みたいと決意を新たにしています。 

渉外部（安全運転管理者） 棈松 健三 

秋のしらべコンサート・第３回公開講座秋のしらべコンサート・第３回公開講座秋のしらべコンサート・第３回公開講座   開催開催開催   

 平成２５年９月２５日（水）、当院１Ｆエントランスホールにて毎年恒例の看護部イベント「秋のしらべコンサー

ト」、去年より定期開催している「第３回公開講座」が行われました。 

今回のゲストは音楽ボランティア「ＳＷＩＮＧ」の皆さんと 八尾児童合唱団ＯＧ のグループ「八尾音ＹＡＯＮ」の皆さ

んで合唱を中心としたコンサートになりました。「ＳＷＩＮＧ」の皆さんは平均年齢７３歳 のご高齢にもかかわらず、若

さ・元気のある演奏をして頂き、患者様のみならず、私たち職員にも元気をわけて頂きました。また「八尾音ＹＡＯＮ」

の皆さんによる童謡の合唱はとても綺麗な歌声で多くの方が聞き入っておられたり、一緒に口ずさんでいる光景が印象的

でした。 

 コンサート後には、当院の脳・脊髄・神経センター 脳神経外科主任部長 島野先生による公開講座「知っておこう！！

脳卒中」と題して、脳卒中の早期発見のための検査方法や予防方法についてのご講演がありました。質疑応答の時間には

多くのご質問をいただき、盛況の中終了しました。 

ＳＷＩＮＧの皆さん 八尾音YAONの皆さん 

公開講座の様子 

平成２５年 第１回医療安全講習が開催平成２５年 第１回医療安全講習が開催平成２５年 第１回医療安全講習が開催   

  平成２５年１０月１１日（金）１階 エントランスホールにて、テルモ株式会社 

藤富 徹先生をお招きし、平成２５年 第１回 医療安全講習が開催されました。 

「工場の実例に学ぶ５Ｓ活動の医療への応用」という内容でご講演頂き、５Ｓの各活動

の意味の再確認から、企業の実例から学ぶ５Ｓ活動、実際に５Ｓを進める方法などを分

かりやすく説明して頂きました。 

～期待される効果～ 
 ・ヒューマンエラーの防止 ・患者様の事故防止 

 ・ものを探すムダの削除(業務の効率化) 

 ・スペースの有効活用 ・患者様の満足度向上 

 ・備品在庫の適正化（ムダ在庫の減少） 

～ ５Ｓとは ～ 
整理(Seiri)  ：必要なものと不必要なものを区分する。「赤札作戦」 

整頓(Seiton)  ：物の置き方を標準化することで「探す」行為をなくし、業務効率を図る。「定置管理」 

清掃(Seisou) ：ゴミ・汚れ・異物を無くし、綺麗にする。定期的に行い、故障の予防を図る。「清掃は点検なり」 

清潔(Seiketsu) ：上記３Ｓを徹底し、綺麗に保つ。誰にでも分かるようにする。「見える化」 

 躾 (Sitsuke) ：上記４Ｓが守れる環境、習慣作り。まずは「挨拶」から。 
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当院にてＩＣＬＳ講習が開催当院にてＩＣＬＳ講習が開催当院にてＩＣＬＳ講習が開催   

ＩＣＬＳとは・・・ 

「Immediate Cardiac Life Support」の頭文字を取った略語ですが医療従事者のための蘇生 

トレーニングコースのことで、「突然の心停止に対する最初の１０分間の対応と適切なチーム蘇生」を習

得することを目標にしています。 当院では７年前から１年に１回開催し、今回も院内外を問わず、研修医をはじめ臨床工学師や薬剤

師、医療事務などの医療従事者が参加しています。 

 平成２５年１０月１４日(月)、城山病院にて大阪医科大学救急科の西本泰久先生を講師と

してお招きし、第７回春秋会城山病院二次救命処置コースが開催されました。当院スタッフ

はもとより、外部からも多くの受講者やインストラクターとして参加し、実技中心の講習を

行いました。 

栄養科 管理栄養士実務実習レポート①栄養科 管理栄養士実務実習レポート①栄養科 管理栄養士実務実習レポート①   

①今回どのような実習をされましたか？ 

 厨房では、下処理・盛りつけ・配膳をさせて頂きました。病棟では、嗜好調査・献

立の展開・模擬栄養指導の体験とＮＳＴ（栄養サポートチーム）・言語療法・透析室

の見学をさせて頂きました。管理栄養士の先生方には、栄養科業務・給食管理・栄養

管理計画表・カロリー計算・入院栄養指導の準備・嗜好調査についての講義をして頂

き、とても優しく教えて頂きました。 
 

②実習してみての感想、印象に残るエピソード、勉強になったこと等ありましたら教

えてください。 

 厨房では、見た目がきれいに見える盛りつけのやり方やとろみをつけることで誤嚥防止をしていること、配膳では絶対に

間違いのないようにダブルチェックしていることなど、体験しなければわからないことを学ぶことができました。また、実

際に患者様が召し上がっておられる栄養強化のゼリーやドリンクの試食をさせて頂き、どんな味がするのか体感することが

できました。 

そして、この食事はどんな症状の患者様に使われているのか、どんな効果があるのか、とても優しく教えて下さりました。

病棟では、自分で考えた食品構成表をもとに献立を作成し、展開していくという実習をさせて頂きました。献立を展開して

いくのは初めての体験で、どう展開すればいいのか分かりやすく親切に教えて頂き、できるだけ同じような食材を使ってい

き、作って頂く厨房の方への負担を減らすように工夫しなければならないことを学びました。 

 また、模擬栄養指導をする機会を与えて下さり、患者様の食生活を聞き取ることや患者様の様子に合わせた指導を切り出

していく難しさを学びました。先生方が行っておられる栄養指導を見学させて頂き、自然と会話の中で指導しておられて、

自分達の栄養指導の未熟さを痛感し、もっと上達したいと思いました。 

２週間という短い期間でしたが、とても充実した実習となりました。お世話になった先生方、ありがとうございました。 

①今回どのような実習をされましたか？ 

 厨房業務では、盛りつけ、配膳、調理補助をさせていただきました。 

病棟では、栄養科業務、給食管理、衛生業務などの講義だったり、言語療法士さんの業務、ＮＳＴ（栄養サポートチー

ム）、入院・外来の栄養指導の見学などをさせていただいたり、模擬栄養指導、嗜好調査の聞き取り・用紙の作成などをさ

せていただきました。 
 

②実習してみての感想、印象に残るエピソード、勉強になったこと等ありましたら教えてください。 

 ２週間という長いようで短い間に学校の授業では学ぶことのできない患者様からの聞き取りだったり、栄養指導中の患者

様の生の声を聞くことができたり、厨房業務での患者様の盛りつけ方だったり、配膳するのも大事な仕事だったりと貴重な

体験をさせていただくことができました。 

 その中でも、模擬栄養指導をさせていただいて、１回目は、具体的な内容を聞き出すことができずに、食生活はどんなも

のを食べていますか？などとあまり内容のない栄養指導になってしまいました。 

２回目は、聞きたいことや話をまとめることができていたので、実習を通して色々なことを学ぶことができました。ここで

学ばせていただいたことを将来に役立てるようにしたいです。 

２週間という短い間でしたが、大変お世話になりました。頑張って立派な管理栄養士になります。 

ありがとうございました。 Ｋ．Ｎさん 

Ａ．Ｓさん 
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〒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 

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 
＜関連施設＞ 

医療法人春秋会 介護老人保健施設 きし 

 平成２５年９月２６日（木）、ボウルアロー松原店にて、毎年恒例の「第３回 

医療法人春秋会 ボウリング大会決勝戦」が開催されました。竹原常務による始

球式では、大勢のギャラリーが見守る中見事ストライクを決め、大盛り上がりで

の開催となりました。 

 予選参加７１チームから上位１５チームが決勝戦に進出となり、強者達の白熱

したゲームとなりました。各レーンでは、ストライクを取る度に歓声や拍手・ハ

イタッチする姿が見られました。接戦の中優勝に輝いたのは、放射線科

「1200pt」チームでした！おめでとうございます。 

ボウリング大会決勝戦が行われましたボウリング大会決勝戦が行われました  

チーム優勝の1200pt 医療法人春秋会 職員互助会 

①今回どのような実習をされましたか？ 

 病院では、入院・外来の栄養指導の見学、透析室、言語療法、ＮＳＴ（栄養サポートチーム）などの見学、模擬栄養指

導、嗜好調査の聞き取り、献立のカロリー計算・展開などをさせていただきました。講義では、給食業務、衛生管理、計

画書、献立展開、栄養指導など、聞かせていただき、厨房では、盛りつけ、下処理、洗い場、配膳などさせていただきま

した。 
 

②実習してみての感想、印象に残るエピソード、勉強になったこと等ありましたら教えてください。 

 はじめに、２週間先生方には大変お世話になりました。ありがとうございます。先

生方のとても優しく、時に厳しいご指導のおかげで、私たちはとても貴重な充実した

実習をさせていただきました。 

 実習前と実習後では、私の管理栄養士のイメージ、病院のイメージが変わりまし

た。病院の管理栄養士というのは、患者様の病気を治すために食事内容を考え、指導

をして、治療が優先になると考えていたので、あまり患者様のご要望にも応えられな

い、指導も食事の指導をするだけと思っていました。 

しかし、城山病院の管理栄養士の先生方はそうではありませんでした。みなさん本当

に患者様の事を考えておられて、献立も、なるべく希望にそえられるように考えてお

られました。 

聞き取りをすることで、食べにくい食事がでてないか、食事は取れているか、何が食べたいかを聞き、 

出来る範囲で希望にそったものをお出しする。患者様に食事を楽しんでもらおう、美味しく食べてもらおう 

という気持ちがいっぱいでした。栄養指導では、患者様の希望にあった、その人にあった指導をする。 

患者様の言葉や様子から情報を聞き出すことを学びました。それはとても難しかったです。 

 患者様の気持ちを受け止めてあげることはとても大切で、指導の見学をさせてい

ただいた時、患者様はとても先生方を信頼し、頼りにされていました。「先生とお

話すると安心する」「来てくれてありがとう」と言ってくださっていた事が私はと

てもうれしく、管理栄養士は、管理するだけではなく、患者様とたくさん話をする

ことができ、元気に安心させてあげることもできる、食事で元気にすることもでき

る、とてもすばらしい仕事なんだなと思いました。 

 私は、管理栄養士になって、こちらの先生方のように、患者様に頼りにされる、

元気にしてあげられる管理栄養士になりたいと思います。 
Ｍ．Ｔさん 
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