
 

 

病院理念 「城山病院は患者さまのために存在します」 

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

城山病院 広報誌 医療法人 春秋会 

 

 新入職オリエンテーションが行われました 看護部広報誌が変わります 

各科診療科、医師のご紹介  3D内視鏡が導入されました 

 平成28年4月1日（金）・4日（月）、当院にて新入職員オリエンテーションが実施されました。福本院長

からの祝辞、幹部挨拶から始まり、各部門紹介や社会人基礎力、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が2日間に渡り行われました。社会人基礎力ではコミュニケーション力と情報共有力を

培う為、各グループに分かれてのグループワーク。決められた時間内に情報共有をし、あちらこちらで活発

な意見が飛び交いフレッシュなグループワークとなりました。 

 本年度は医師7名、臨床研修医2名、看護師32名、准看護師3名、臨床工学技士4名、臨床検査技師1名、診

療放射線技師3名、薬剤師3名、理学療法士6名、作業療法士4名、医療事務5名の総員70名の方が入職となり

尊い命が救われました 

看護部主催イベントのお知らせ看護部主催イベントのお知らせ  ～看護の日イベント～～看護の日イベント～  

日時：平成28年5月11日（水） 9：00～12：30 

場所：城山病院 1階 エントランスホールにて 

参加無料です！ 

◆健康チェック（血圧測定・体脂肪測定） 

◆ハンドマッサージ ◆手指洗浄 ◆栄養相談 ◆薬剤相談 

        お気軽にお越しください 

 看護部のホームページ、またパンフレットの作成からはや2年6か月が過ぎます。新人看

護師で紹介させていただいた看護師さんも、この春からは4年目となりプリセプターを担

うまでに成長しました。おかげさまで、当院看護部ホームページを見て直接応募いただけ

る看護師数も増加しております。 

 今回のリニューアルでは、新人看護師紹介やリフレッシュ休暇を

利用して、ワークライフバランスを紹介させていただきます。 

5月中には完成予定となります。 



 

 

 9名の常勤医師、5名の非常勤医師に

よる層の厚い脳神経治療は南大阪で群

を抜く。昨年度の手術実績は306件に

および、学会で認められた経験豊富な

専門医による脳神経外科および神経内

視鏡手術だけでなく、日本でも少ない

指導医・認定医による高度な脳血管内

手術、全国に54台あるガンマナイフ治

療を行なっている。また顔面痙攣・三

叉神経痛については日本で最も手術経

験が多い近藤明悳医師が治療してい

る。 

（常勤医師 9名） 

脳・脊髄・神経センター 

整形外科 

「すべての心臓血管疾患の治療を目指

したい」という専門医集団。昨年度の

心臓血管外科手術は約250件、カテーテ

ル手術実績は773件になり、脳・脊髄・

神経センターと同様に、心臓血管外科

医と血管内科医によるチーム医療はま

さにハイブリット医療。最先端技術も

取り入れ、今まであきらめていた心臓

血管疾患の患者さんをすべて受け入れ

ている。 

心臓血管センター 

消化器センター 

脳血管内治療科 副センター長 

川上 理医師 
 

日本神経内視鏡学会技術認定医 

日本脳卒中学会専門医 

日本脊髄外科学会専門医 

センター長 

村尾 健一医師 
 

日本脳神経外科学会専門医、日本

脳卒中学会専門医、日本脳神経血

管内治療学会指導医、日本体育協

会公認スポーツドクター 

脳神経減圧術研究所所長（チーム顧問） 

近藤 明悳医師 
 

日本脳神経外科学会専門医 

日本脊髄外科学会認定医  

院長・センター長 

福本 仁志医師 
 

心臓血管外科専門医 

循環器専門医 

日本胸部外科学会指導医 

日本外科学会指導医（専門医） 

日本救急医学会指導医（専門医） 

消化器内科 

辰巳 賀泰医師 

整形外科 

中村 玄医師 
整形外科 

奥野 修大医師 

整形外科 

米井 数基医師 

副院長 

消化器センター センター長 

石橋 孝嗣医師 
 

日本外科学会指導医 

日本消化器内視鏡学会専門医 

日本消化器外科学会認定医 

消化器外科 主任部長 

川﨑 浩資医師 
 

日本外科学会指導医 

日本大腸肛門病学会指

導医 

消化器外科 部長 

新田 敏勝医師 
 

日本消化器外科学会

指導医、日本内視鏡

外科学会技術認定医  

乳腺専門医 

副院長 

熊野 穂積医師 
 

日本整形外科学会専門医 

日本リハビリテーション医

学会認定臨床医  

脳神経外科 副センター長 

島野 裕史医師 
 

日本脳神経外科学会専門医 

日本脳卒中学会専門医 

日本神経内視鏡学会技術認定医 

ガンマナイフ室長（部長） 

安田 宗一郎医師 
 

日本脳神経外科学会専門医 

臨床研修指導医  

脳神経外科 

片山 義英医師 

平成28年度 

新任医師 

心臓血管外科 主任部長 

土田 隆雄医師 
 

日本心臓血管外科専門医 

日本外科学会専門医 

日本脈管学会脈管専門医 

日本胸部外科学会認定医 

循環器科主任部長 

嶋田 芳久医師 
 

日本心血管インターベンション治療学

会指導医、日本血管外科学会認定血管

内治療医、アジア太平洋インターベン

ション学会認定医、米国心血管イン

ターベンション学会認定医 

上肢機能再建研究所 所長/顧問  

阿部 宗昭医師 
 

大阪医大名誉教授、整形外科専門医 

日本整形外科学会認定スポーツ医 

同認定リウマチ医、手の外科専門医 

 運動器、特に四肢の骨・関節・靭帯、腱や

末梢神経などの外傷や疾患を手術だけでなく

装具や足底板、運動療法や投薬などの保存療

法により治療する診療科。当院では骨折・外

傷患者さんに対する豊富な治療経験に加え

て、疾患としては手・肘の外科、足の外科、

膝関節外科手術を専門に行なっているのが特

徴である。さらに上肢機能再建術研究所を併

設しており、所長の阿部宗昭医師が週2日外

来・回診・手術を行なっている。  

副院長／消化器センター 副センター長 

消化器内科 部長 

東野 健医師 
 

日本消化器病学会指導医 

日本消化器内視鏡学会指導医 

日本内科学会認定医  

 平成28年度4月 新たに9名の医師が着任しました。脳・脊髄・神経センター1名、消化器センター1名、整形外科3

名、形成外科1名、麻酔科1名、臨床研修医が2名となります。紙面の都合で全ての診療科を掲載は出来ませんが、ご紹

介をさせて頂きます。 

平成28年度 

新任医師 

平成28年度 

新任医師 

平成28年度 

新任医師 
平成28年度 

新任医師 

（常勤医師 11名） 

（常勤医師 11名） 

（常勤医師 7名） 

 消化器疾患の手術だけでなく、内視

鏡下の処置（胃癌に対するEMR、胆管結

石に対する内視鏡下切石術、食道静脈

瘤に対するEVLなど）を行う。癌に対し

てもあらゆる治療を行ない、腹腔鏡下

大腸切除術や腹腔鏡下胆嚢摘出術など

の腹腔鏡下の手術も実施。また、南河

内で珍しい乳腺外来はマンモグラ

フィーによる検査も行ない、早期発見

に貢献している。 



 

 

形成外科 

眼科 

（常勤医師 1名） 

救命救急科 

放射線科 

 形成外科で扱う病気や怪我はいろいろあるが、一言で言え

ば、"体の表面とそれに近い部分の変化や色の変化を、主に手術

によって治療する科"。生まれつきの変形、怪我や癌による変

形、年齢による変化などを機能の回復を含めて形を正常に近い

状態に戻す手術や治療を行なっている。それによって、社会生

活の質を向上させる事を目的としている。  

 外来診療では一般眼科疾患全般(角膜疾患、結膜疾患、白内

障、緑内障、糖尿病網膜症など)を扱っており、月曜から金曜の

午前中に一般外来を、予約制の特殊外来では、月曜、水曜の午

後に視野検査、眼鏡処方。火曜、木曜、金曜の午後に蛍光造影

眼底検査、レーザー治療、手術前検査などを行なっている。ま

た手術は月曜と水曜の午後に行っている。 

麻酔科 

形成外科 部長 

髙橋 猛医師 
 

形成外科専門医  

泌尿器科 部長 

小山 耕平医師 
 

日本泌尿器科学会

専門医   

眼科 副部長  

中泉 敦子医師 
 

日本眼科学会専門

医 

眼科 

泉谷 瑶子医師 
 

 

救急救命科 部長  

伊藤 真吾医師 
 

日本救急医学会専門医 

日本整形外科学会専門医 

手術室室長 兼 麻酔科部長   
 

大中 仁彦医師 
 

麻酔科標榜医 

日本麻酔科学会指導医、専門医 

日本東洋医学会漢方専門医 

日本ペインクリニック学会専門医 

日本頭痛学会頭痛専門医 
麻酔科 

今城 幸裕医師 

麻酔科 部長 

高山 隆吉医師 
 

日本麻酔科学会指導医 

日本麻酔科学会専門医 

麻酔科標榜医 

部長 

髙坂 功医師 
 

日本放射線学会診断専門医 

PET核医学認定医 

副部長 

三田 裕記医師 
 

日本放射線学会診断専門医 

マンモグラフィー読影認定医 

平成28年度 

新任医師 

平成28年度 

新任医師 

（常勤医師 2名） 

（常勤医師 3名） 

（常勤医師 2名） 

（常勤医師 1名） 
泌尿器科 

（常勤医師 2名） 

（常勤医師 1名） 

リハビリテーション科 部長 

今西 正巳医師 
 

日本脳神経外科学会専門医、日本救急医

学会指導医、日本救急医学会専門医 

日本外科学会認定医 

 年間で約5,000件の救急車搬送を

受け入れている。これらの患者さん

には、ER担当医師が各科専門医と連

携をとって診療をおこなっており、

高度な先進医療を提供すると同時に

地域に対してはきめ細かい貢献を行

うことを目指している。 

（常勤医師 5名） 

一般内科 部長 

川田 修平医師 
 

日本血液学会専門医 

日本内科学会認定医 

一般内科 副部長 

竹原 康介医師 
 

日本内科学会総合内

科専門医 

日本循環器学会認定

循環器専門医 

血液浄化室 

室長 

吉川 元祥医師 
 

日本透析医学会専

門医、日本泌尿器

科学会指導医 

（常勤医師 1名） 

石上 健二郎研修医 
 

 

 4月より、城山病院の初期研修医とし

て勤務させて頂きます、

石上健二郎と申します。

精一杯やらせて頂きます

ので、よろしくお願いし

ます。 

臨床研修医 

形成外科 

中井 孝昌医師 

回復期リハビリテーション科 

血液浄化室 一般内科 

（研修医 3名） 

新任 

新任 柏井 彩研修医 

 

 患者様に寄り添って、

出来ることから一生懸命

頑張っていきたいと思い

ます。これからよろしく

お願いいたします。 



 

 

 

〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 

患者サポート部 地域医療連携室 

福祉医療相談員（ＭＳＷ） 
    Tel 072-958-1000（代表） 

    Fax 072-959-0800  

    担当：梅原、三浦 

 

＜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 外科・消化器外科 形成外科 眼科

神経内科 消化器内科 美容外科 皮膚科

心臓血管外科 乳腺外科 血液内科 放射線科

循環器内科 肛門外科 腎臓内科 救急科

内科 整形外科 泌尿器科

麻酔科 リハビリテーション科

3月に城山病院に最先端3D内視鏡が導入されました。そしてこの内視鏡を導入することにより、腹腔鏡手術がどう変わっていく

のでしょうか。 

病棟勤務病棟勤務  看護師看護師  

那谷那谷  明世さん明世さん    

平成28年3月11日（金）近鉄南大阪線古市駅発車後、電車内で心肺停止となった男性に、

当院看護師の那谷さんが道明寺駅までの10分間、一人で救命処置を続け、道明寺で救急

隊に引き渡しされました。 

 救助された男性は当院搬送後、緊急心臓カテーテルしたのち入院。ICUから病棟に移

り、現在は食事を摂取できるようにまで回復されています。 

那谷さんは昨年10月に開催された第9回春秋会城山病院二次救命処置コースに参加、その

際のインストラクターである当院の今西正巳医師からは「今回は胸骨圧迫が行われまし

たが、以前より“compression only”と言われているように、胸骨圧迫のみでも心肺蘇

生には有効であることが証明されました。」と一言。この度の那谷さんの勇敢な行動は

他のスタッフにも模範となるところであります。 
3月23日の朝礼で表彰式が行われました。  

●ますます増加する腹腔鏡手術 

 全手術件数における腹腔鏡手術件数が飛躍的に増加しており、昨年度は実に3例中2例が腹腔鏡内視鏡下での手術でした。患者さん

側から「それなら腹腔鏡手術ですよね」とおっしゃる方も多く、この手術が実に「当たり前」で、身近なものになっていると感じて

います。これほどニーズが高まっているにもかかわらず、新機器が導入されるまでは、当院に内視鏡は1台しかなく、思うように手術

を行うことができませんでしたが、ようやく手術待ちの状態を解消できるようになりました。  
 

●適応疾患も大幅に増加 

 1990年に胆嚢の手術から始まった腹腔鏡手術は、今日まで飛躍的に技術が進歩し、今までは虫垂炎や大腸がん、胃がんなどの悪性

腫瘍の摘出、鼠径ヘルニア、胆石など保険適用される疾患も広範囲になっています。当院でも保険適用疾患すべての手術を行ってお

り、救急搬送された患者さんに対しても手術を行っています。 

腹腔鏡手術のニーズが高まった理由は、患者さんの体への侵襲が開腹手術と比較して低く、早期退院が可能で、高齢者の方にも適し

ているためです。手術自体はお腹に小さな穴を数カ所開けて、そこから筒状の内視鏡を入れて中の様子をモニターに映し出して手術

をするため、時間は開腹手術よりも約1.2倍かかり、高度な技術が必要です。そのため、学会は「腹腔鏡下手術等における指導認定

医」やガイドラインを定め、手術が行える病院は限られています。腹腔鏡手術中に腹腔内の所見や手術時間などから、このまま続け

ると危険だと判断した場合は、すぐに開腹手術に切り替えて手術をすることもあります。 
 

●3D内視鏡について 

 さて、3D内視鏡は何が素晴らしいかというと、映し出す画像の繊細さです。画素数が高く、ハイビジョン画像を専用の眼鏡をかけ

て見る事で3Dに浮かび上がり、執刀医は手術をさらに安全に行うことができます。 

しかし先述したように、腹腔鏡手術は高い技術が必要で、医師は日々研鑽しなければなりません。3D内

視鏡で手術がしやすくなったと言えますが、内臓を引っ張る鉗子にかけるテンションなど繊細なテク

ニックがさらに必要になってきます。当院では技術認定医が2人在籍し、研修にも力を入れています。こ

れからも最先端医療で「手術をする」ことよりも、「疾患を治す」ことを目標に、さらなる安全第一を

掲げて診察してまいります。 

消化器センター 消化器外科 部長 新田敏勝医師 3D内視鏡イメージ 


