
　明けましておめでとうございます。

　新しい年を迎えて職員一同気持ちを新たにし、本年も地域医療に貢献するため誠心誠意頑

張ってまいります。

　昨年4月には診療報酬の改定がありました。ＤＰＣ病院として高い機能評価係数の獲得の

ため努力してきました。急性期看護補助体制の構築のため、看護部門は精力的に働きました。

またメディカルクラークを外来に配置する医師事務補助体制の充実も進んでいます。そのた

め外来診察室にはメディカルクラークがついて医師の事務作業を補助しています。ご了解の

ほどお願いします。

　9月からは卒後臨床研修評価機構の審査を受け、認定病院となりました。初期研修医のた

めの研修教育がすぐれている施設であることが認められたものです。これからもより充実し

た教育研修を図り、患者さんに信頼される医師として成長することを目指します。

　今春も各診療科に多くの有能なスタッフを迎えることが出来そうです。

　済生会千里病院は地域の中核病院として、また救急医療の中枢として皆様の期待に応える

ため、これからも研鑽してまいります。

　今年もよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　院長　　林　   亨

第8号
（平成２３年１月号）

■大阪府AED・BLS講習会

　【開催場所】済生会千里病院東館３階講堂

平成23年1月12日(水）、2月16日(水)、3月9日(水) 9:00 ～ 13:00開催※予定

■肝臓病消化器病教室

平成23年2月、4月、6月、8月、10月、12月開催※予定

　２月のテーマは、「便潜血と大腸ポリープ」（予定）です。

　 日程、講師等が決まり次第、ホームページ、院内掲示板等でお知らせします。

■第43回登録医会総会並びに学術講演会

平成23年3月17日(土)開催※予定

■糖尿病教室

平成23年1月17日(月)開催※予定

平成23年2月 7日(月)開催※予定

平成23年3月 7日(月)開催※予定

※1月のみ第3月曜日13時～

※開催スケジュールは変更になる場合が
　  あります。予めご了承ください。



　　　　

■糖尿病教室

　坐骨神経やこれを構成する腰仙椎神経が圧迫されたり炎症が波及したりすると下肢の後面に痛みやしびれ感などを生
じ、症状名として坐骨神経痛と呼んでいます。腰痛を伴うことが多いですがまったくないこともあります、また下肢の筋
力低下など神経症状を伴うことがあります。
　坐骨神経痛を引き起こす疾患は 20 ～ 50 歳代では腰椎椎間板ヘルニアが多く、それ以上の年齢では腰部脊柱管狭窄症、
変形性腰椎症、脊椎骨折後の変形などが増えてきます。時には脊椎や脊髄の腫瘍、化膿性脊椎炎や脊椎カリエスといった
感染性疾患が原因のこともあります。まれな例では骨盤内の腫瘍の拡大や坐骨神経自身の腫瘍や炎症が坐骨神経痛を起こ
すこともあります。
坐骨神経痛の治療は原因疾患の治療を行うことになります。椎間板ヘルニア、狭窄症などで原因が確定できる場合は一般
に治療に反応しやすく、腫瘍性疾患や感染症では治療が困難なこともあります。MRI 検査を行えば診断がつくことが多い
ので、坐骨神経痛のために日常生活や就業に支障があるときには、整形外科を受診し治療方針を相談されることをお勧め
します。椎間板ヘルニアでは積極的に治療を行うことで早期に社会復帰できることがわかっています。腰部脊柱管狭窄症
でも状態に応じた治療法の選択が可能ですので正確な診断を行うことがまず重要となってきます。タイミング良く治療を
行うことで痛みが軽減するだけでなく神経障害を回避できることも多く経験するところです。
　坐骨神経痛のほとんどは原因疾患の治療により改善します。整形外科専門医の診察を受けられることをお勧めします。

主任整形外科部長兼病歴管理室室長

庄司 恭之 (しょうじ  やすゆき）

【プロフィール】
●専門分野：脊椎外科

●主な経歴：大阪市立大学卒業（1983 年卒）

　　　　　　府立身体障害者センター附属病院

　　　　　　淀川キリスト教病院　　　　　 

　　　　　　医誠会城東中央病院 

●所属学会・日本整形外科学会専門医

　　　　　　日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医 

　　　　　　日本整形外科学会認定リウマチ医

項     目 単位 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

新 入 院 患 者 数 人 776 734 756 727 681 751 706 733 817 776 767 727 

退 院 患 者 数 人 796 693 808 679 686 738 726 707 832 782 766 729 

在 院 患 者 数（24 時現在） 人 8,786 9,111 9,059 9,212 8,577 9,296 8,964 9,298 9,033 9,439 8,917 8,643 

１日平均在院患者数（※1） 人 309.1 326.8 318.3 319.1 330.8 323.7 323.0 322.7 328.8 329.7 312.4 312.4 

平  均  在  院  数（※2） 日 11.2 12.8 11.6 13.1 12.5 12.5 12.5 12.9 11.0 12.1 11.6 11.9 

　当院では、さまざまな卒後経年別研修を計
画的に実施しています。とくに卒後1年目研
修では“専門職業人としての必要な知識・技
術・態度の習得”“自己の看護に対する考え
を明確化”“社会人としての基本的な接遇を
実践することができる”を目標に、年間８回
の終日研修を実施しています。
　研修内容は多岐に渡りますが、教育委員が
毎回の研修を評価し、新人看護師たちの様子
をみながら次回の計画を修正するなどしています。今年度は初
の野外研修を行いました。リフレッシュやチームワークを目的
に、病院北隣の千里南公園で行った大縄跳び大会には教育委員
も参加し、みんなで爽やかな汗(^_^;)を一杯かきました！
　また、別の回では、救急対応のロール・プレーイングを実施

しました。様々な急変の場面を想
像することで、急変に対する不安
の軽減や自分が何をすればよいの
か理解できるような内容です。こ
れからも新人看護師たちの成長を
支援していきたいと思います。

・日時：平成22年9月11日（土）

・場所：千里ライフサイエンスセンター

　　　  ５階ライフホール

　第１部

　演題　「肺癌の化学療法」

　　　　　　～最近の話題～

　　講師　済生会千里病院　

　　　　　呼吸器内科部長　船越　俊幹

　第２部

　演題　「冠動脈疾患の制圧を目指した

　　　　  脂質異常異常症治療のトピックス」

　　講師　大阪大学医学部附属病院　

　　　　　循環器内科　病院教授　山下　静也

●平成 22 年  7 月 5 日 　「糖尿病と皮膚病」
　　　　　　　　　　　 「シックデイについて」
●平成 22 年  8 月 2 日　「フットケアについて」
●平成 22 年  9 月 6 日　「糖尿病の薬物治療について～
                             　   新薬について～」
　　　　　　　　　　   「低血糖について」
●平成 22 年 10 月 4 日　「糖尿病の治療」
　　　　　　　　　　   「尿検査について」
●平成 22 年 11 月 1 日　「糖尿病の運動療法」
　　　　　　　　　　　 「シックデイについて」
●平成 22 年 12 月 6 日　「年末年始も食事療法～おせち料理の
　　　　　　　　　　　  カロリー知ってますか？～」

●第50回　平成22年8月23日（月）

　　　　　　「採血データのよみ方について」

●第51回　平成22年10月22日（金）

　　　　　　「メタボリックシンドロームと肝臓病について」

●第52回　平成22年12月13日（月）

　　　　　　「お酒と肝臓について」

　２ヶ月に１回のペースで開催し、毎回当院の医師・看護師・

薬剤師・管理栄養士など専門スタッフがサポートし、肝臓病や

消化器病の説明や療養指導などを行っています。

■肝臓病消化器病教室

■母親教室
３階デイルームで月２回（第１木・第３土）開催し、助産師が
妊娠後半期のマイナートラブルや分娩経過・入院方法について
解りやすくお話しております。ご家族様の参加もお待ちしてお
ります。ご予約・お問い合わせは産婦人科外来まで。

■ＤＭＡＴ活動報告

■看護部卒後１年目研修

■平成22年度 登録医会秋季研修会並びに学術講演会

－
－

H21年 H22年

主任整形外科部長兼
病歴管理室室長
　　    より

■医師の紹介   坐骨神経痛に以下の症状があるときは

   ぜひ受診されるようお勧めします。

1. 殿部～大腿の痛みが 2 週間以上持続し日

　 常生活や就業に支障があるとき

2. なにもないところでつまずく。足の感覚

　 がない、足指にうまく力が入らない。

3. 歩行中しびれ感や痛みが強くなり休憩す

　 ると改善する。

4.  5 ～ 10 分くらい立っていると殿部～大腿

　 の痛みやしびれが強くなってくる。

5.  排便、排尿の感覚がなくなった。

　当院は、社会福祉士等の資格を持ったソーシャルワーカーが６名勤務し、

病気に伴っておこるさまざまな課題について、相談をお受けしております。

　例えば、①病気になったけれど医療費が払えない。

　　　　　②介護が必要になったけれど、介護保険はどうしたら使えるの？

　　　　　③体が不自由になったけれど、助けてくれる制度はある？

　　　　　④退院後は自宅に帰って往診を受けたいけれど、調整してくれるの？

　　　　　⑤退院といわれたけど、自宅ではむずかしいと思うから困っている。

　　　　　⑥転院したいので、転院先を紹介してほしい。

　　　　　⑦その他、どこに相談すればいいのか分からないこと。

　          などの相談に応じております。

　特に当院は、社会福祉法人立の病院として、「無料又は低額な料金で診療を行う事業」の実施施設です。医療費については、

当院の規定により、事情に応じて減額や免除することができます。あきらめないで、どうぞ、ご相談下さい。

　ご相談は、福祉相談室まで。月～金の午前９時～午後４時、土曜は９時～１２時。秘密は厳守し、相談料は保険請求できる

もの以外は無料です。

無料低額診療事業をご存知ですか？

坐骨神経痛について

無料低額診療事業をご存知ですか？ 

 

 当院は、社会福祉士等の資格を持ったソーシャルワーカーが６名勤務

し、病気に伴っておこるさまざまな課題について、相談をお受けしてお

ります。例えば、医療費や生活費のこと、介護保険や福祉サービス、在

宅医療のこと、自宅への退院が難しいなどのご相談に乗っております。 

 特に当院は、社会福祉法人立の病院として、社会福祉法第２条第３項

に基づく「無料又は低額な料金で診療を行う事業」の実施施設です。医

療費については、当院の規定により、事情に応じて減額や全額免除する

ことができます。あきらめないで、どうぞ、ご相談下さい。 

 ご相談は、福祉相談室まで。月～金の午前９時～午後４時、土曜は９

時～１２時。秘密は厳守し、相談料は保険請求できるもの以外は無料で

す。 

           

 

 

 

 

産科・婦人科 

歯科 
口腔外科 

＊1～退院患者数 + 在院患者数（24 時現在）を暦日数で割ったもの　＊2～在院患者数（24 時現在）を（新入院患者数 + 退院患者数）／2 で割ったもの

■日本ＤＭＡＴ・大阪ＤＭＡＴ活動報告　　　

　 (Ｈ22.11月現在、 日本ＤＭＡＴ ４チーム・大阪ＤＭＡＴ ４チーム)

＝院外活動＝

●平成２２年７月２８日、２９日　日本ＤＭＡＴ近畿地方会訓練

　兵庫県災害医療センターにて

●平成２２年９月１日　広域医療搬送実働訓練

　静岡県航空自衛隊浜松基地にて

●平成２２年９月９日　大阪国際空港緊急計画連絡協議会医 

　療部会主催第１回勉強会　大阪空港事務所にて

●平成２２年１０月２８日　大阪国際空港緊急計画連絡協議会

　医療部会主催第２回勉強会　大阪空港事務所にて

●平成２２年１０月１２日　平成２２年度京都府・京都市国民

　保護共同訓練　国立京都国際会館にて

●平成２２年１０月１６日　神奈川県川崎市立川崎病院

　NBC訓練　

●平成２２年１０月２５・２６日　統括DMAT研修

　東京都立川市国立災害医療センターにて

●平成２２年１１月４日　大阪国際空港航空機事故総合訓練

　大阪国際空港　第７エプロンにて

●平成２２年１１月１０日　豊能地区３市２町合同防災訓練

　箕面市スカイアリーナにて

●平成２２年１１月１１日～１５日　第１８回APEC首脳会議災害

　医療対応の為DMAT １チーム出動

＝院内活動＝
●平成２２年１１月５日
　パキスタン大洪水被害
   医療支援活 動報告会
　東館３F講堂にて

救急看護認定看護師の指導の下、

救急対応ロール・プレーイング

大縄跳び、

跳んで跳んでリフレッシュ


