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オンライン赤ちゃん面会
システムを開始！ 総合周産期母子医療センター

オンライン面会の
様子を動画で
紹介しています

クラウド
ファンディング
を活用

動画 1
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写真1

ＱＲコードから本院ホーム
ページをご覧いただけます

https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp
禁転載 （この紙面は再生紙を使っています）

新 型 コロ ナウイ ル ス
感 染 症 対 策 につ い て

そのため、家族の絆を少し

でも深めていただけるよう、

場所変更
至 患者用駐車場（立体）
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（立体）
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【旧】駐輪場・
バイク置き場

バイク
置き場

場所変更

ホスピタルパーク

令和 ７年運用開始予定の「統

合診療棟」の建設工事が始まっ

ています。工事期間中は、騒音

や工事車両の通行等、ご不便と

ご迷惑をおかけいたしますが、

また、駐輪場及びバイク置き

ご理解ご協力をお願いします。

場を移転しました。以前とは異

なり、自転車とバイクを停める

場所が分かれていますのでご利

用の際はお間違いないようご注

意ください。

公共交通機関にて来院可能な

方は、混雑緩和のため、モノレー

ル・バス等をご利用いただきま

すよう、よろしくお願いします。

●季節野菜の天ぷら ●モロヘイヤのお浸し
●松風焼 ●清し汁 ●御飯 ●デザート

モノレール
阪大病院前駅

入退院
玄関

病棟

駐車場

正面玄関

～初夏 の 和風御膳 ～

府道茨木・摂津線

もたちの笑顔やご家族の喜ぶ

駐輪場・バイク置き場の場所変更
駐輪場

姿を増やしたいと考えていま

の機器が配備され、看護師へ

もうひとつ重視したのは継

す。今後もシステムの成果や

の説明会や、ご両親による操

続性です。ご両親はもちろん

展開を、ＳＮＳなどを通じて

ご家族との会話に勝るものは

当システムでは、赤ちゃん

ＮＩＣＵの看護師にとっても

発信してまいりますので、長

ありません。このプロジェク

を間違えないようＩＤで管理

使いやすいシステムにするこ

く関心を持ち続けていただき

トを成功させることで、子ど

し、ご両親などに事前登録し

とで、一過性でなく、今後も長

子どもたちの笑顔と家族
の喜ぶ姿を増やしたい

ていただきます。そして赤ち

く続けられるシステムにした

新型コロナウイルス感染症は、
無症状感染者からも伝播のリスク
があることがわかっております。
本院では、有症状者への対策に注
力するだけではなく、無症状感染
者が存在していても、感染が拡大
しないような対策を強化すること
が重要と考えております。
新型コロナウイルス感染症は、
しぶき
沫を吸い込む
感染者の咳などの飛
ひまつ
ことによる飛沫感染、手に付着し
たウイルスが、目・鼻・口の粘膜
を介して感染する接触感染によっ
て感染します。
本院では、不織布マスクを適切
に装着することによって、飛沫の
拡散リスクを十分に低減させるこ
とができるため、
飛沫防止ガードは、
声の聞こえづらさの問題もあり、
設置しておりません。
また、
病院玄
関における手指衛生を徹底するこ
とは、
ウイルスの持ち込みリスクを
低減させることができると考えて
おります。
病院に来訪される患者さん、ご
家族の方、職員が日ごろから基本
的な感染対策を実施しておくこと
が、新型コロナウイルス感染症に
関わらずすべての感染伝播防止に
重要と考えております。ご協力の
ほど、よろしくお願い致します。
手洗い6つのポイントと本院の
手指衛生への取組を動画でご覧く
ださい。 動画 2

外来･中央
診療棟
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右 NICU・GCU の赤ちゃん用
写真●
のシステム
（Osaka-N system）
タブレットからカメラとバーコー
ド リ ー ダ ー が 出 て い ま す。写 真
左 成人用のシステム
●
（Osaka-A
system）
タブレットだけのシンプ
ルな作りです。手に持たなくてい
いように支柱に固定しました。

看護部長おすすめ御膳

6月29日の看護部長おすすめ御膳は、岩崎
朋之看護部長からの提案「ひと味違う野菜の
天ぷら」
、
「旬の食材」
、
「初夏を感じる和のデ
ザート」をもとにメニューを考案しました。
旬の新ごぼうやみょうがは天ぷらに、モロヘ
イヤはお浸しにして、デザートには冷たいわ
らび餅を提供しました。色とりどりの紫陽花
を台紙にして、見ても食べても季節を感じて
いただけるよう工夫しました。初夏を感じる
涼しげなメニューに看護部長直筆のカードを
添えた和風御膳は、患者さんより大変ご好評
いただきました。これからも病院食を楽しん
でいただけるよう取り組んでまいります。
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No.

入院中の赤ちゃんと自宅で会える

作性の確認などを経て、ＮＩ

ウィズコロナ時代の
本院独自システムを構築

ＣＦの第一目標は「生まれ

いつでも、どこからでも赤ち

ＣＵにて運用がスタートして

本院の新生児集中治療室
（以 下NICU）
・新 生 児 回 復 室

おり、現在、重症の小児病棟

ゃんの様子を見ていただける

表情をライブで見ながら声も

を調達することができました。 インすることで、赤ちゃんの

への展開を進めています。

（GCU）
には、さまざまな病気の赤ちゃんが多く入院してい

聞くことができます。また、

本院のＮＩＣＵや重症小児

オンライン面会システムの構

システムの開発にあたり重

看護師が撮影した赤ちゃんの

病棟では、乳幼児をサポート

築をめざし、ＣＦを活用するプ

視したのは、まずはセキュリ

画像を、システム内のフォル

積極的に進めてきました。

ます。しかしコロナ禍による面会制限により、生まれてきた

ティ面でした。院内には患者

ダからダウンロードし、パソ

するさまざまな工夫を行って

2

ロジェクトを立ち上げました 。

てきた赤ちゃんの映像と声を

さんに関する膨大な個人情報

いますが、患者さんにとって、

赤ちゃんに 週間ものあいだ一度も会えないお父さんや、ご

届けるシステムの構築」で、

があり、既存のＷｅｂサービ

コンなどに保存していただく

家族がおられました。そこで、本院総合周産期母子医療セン

第二目標は、小児病棟に入院

スを使用すると、外部からの

ことも可能です。

ターや小児医療センターなどが中心となり、ご家族が自宅か

中の子どもを対象とした「長

不正アクセスなどによる情報

らパソコンなどを使ってオンラインで赤ちゃんに会える面会

期入院中の小児患者と家族を

漏洩の可能性があり、高度な

19

3

システムを発案し、クラウドファンディング
（以下CF）
を実

つなげるシステムへの発展」。

安全性を備えた本院独自のシ

7

施。第一目標額の 倍を超える寄附をいただいたことで、操

しかし本院には、感染症に

第三目標は「成人の新型コロ

ステムを模索しました。

作性に優れ安全性も高いシステムが完成し、 月 日より、

対して抵抗力の弱い患者さん

ナウイルス感染症患者への応

NICUでの本格運用がスタートしています。

が多く入院されていることか

用」でした。

生まれたばかりの赤ちゃん

すことで愛着(信頼感など)が

ら、特に新型コロナウイルス

は、ご両親などと一緒に過ご

形成され、家族の一員になっ

感染症の院内感染を防ぐ必要

日（月）。Ｓ

ていきます。そのためＮＩＣ

月

Ｕや小児病棟では、面会を治

日（月）から

ゃんの様子を見たい時間をオ

く つ な

感染制御部長に着任しました忽那と申します。
6月までは東京の国立国際医療研究センター病院
で感染症の診療と感染対策に当たっていました。新
型コロナウイルス感染症の流行によって病院の感
染対策もこれまで以上に質の向上が求められる時
代になりました。
本院の患者、
そして府民の皆さま
を感染から守ることも私たち阪大病院感染制御部
の使命です。皆さまに安心して本院で医療を受け
ていただけるように、最善を尽くしてまいります。
（令和３年7月1日就任）

ンライン予約し、パスワード

さ と し

ますようお願いします。

く つ な

忽那 賢志

14

いと考えました。５月末に全て

●感染制御部長

30

入力と二段階認証を経てログ

このたび、心臓血管外科長を拝命しました。当
科の特徴は、心臓弁膜症、冠動脈疾患、重症心不
全、先天性心疾患、そして末梢動脈疾患等全ての
循環器疾患に対する外科治療が可能なことであり、
これまで、再生医療、低侵襲外科治療等の高度先
進医療を提供してまいりました。さらに、循環器
内科の医師とハートチームを形成し、患者さんの
病気を内科、外科両面から検証することにより、患
者さんにとってベストな高度先進医療を提供して
います。これからも循環器内科の医師と共同で難
治性疾患の治療にあたるとともに、高度先進医療
を提供していこうと考えております。
（令和３年7月1日就任）

報を発信する努力を続けた結

繁

11

期間は、２０２０年９月

ちゃんに、ご家族が面会でき

ＮＳなどで大勢の人たちに情

時間面会や、祖父

ご両親の

ない状況が長く続きました。

宮川

しげる

果、予想以上の反響があり、

みやがわ

１１７０人の支援者から総額

●心臓血管外科長

３２、１３８、０００円の資金

新 診 療 科 長 等 ご あ い さ つ

療の一環とする考え方があり、 があり、生まれたばかりの赤

母、兄弟・姉妹による面会を

24

▶

呼吸器内科

細やかなケアで
回復へ導く努力

思われる治療をしています。

い中、総合的な観点で最善と

に決定的な治療法が存在しな

新型コロナウイルス感染症

ど、患者さんの病態に合わせ

そ の 働 き を 抑 え る 治 療 法）な

効な薬の有無を調べる検査）に

（がん組織の遺伝子を採取し有

ど、さまざまな選択肢を組み

細胞に特有の分子を標的とし、 用いた併用療法や維持療法な

基づく「分子標的治療」
（がん

合わせた集学的治療にも精力

チェックポイント阻害剤」を

かしてがんを治療する「免疫

患者さんの持つ免疫力を活

分に配慮しています。

ＱＯＬ(生活の質)などにも十

対応で、退院後の人生計画や

ー」ともいえる丁寧な治療と

対する、「阪大病院クオリティ

症を含む全ての呼吸器疾患に

は、新型コロナウイルス感染

こともありますし、専門診療

のまま総合診療科が診療する

ともあります。診断後は、そ

検査は行わずに診断に至るこ

トゲン、ＣＴ、ＭＲＩなどの

については、血液検査やレン

す。特に経過の長い患者さん

当科を受診されるのは、ま

身が希望して紹介状を書いて

られる場合や、患者さんご自

の問題について紹介されて来

人の初診の患者さ

の午前中に行っています。１
カ月に約

ん、約１５０人の再診患者さ

医療は全般的に高度に発達

んが訪れます。

し、医師の専門化、細分化が

進んでいます。一方で、総合

ような症例の多くは、血液や

てもらっても解決していない

なったりするのか、また和ら

時にその症状が出たり、強く

うな症状があり、どのような

行います。いつから、どのよ

ちろん大事ですが、「体だけを

題を的確に判断することはも

的に行っています。身体的問

られ、当科外来で実習を日常

医の教育に適していると考え

ので、医学生や初期臨床研修

小児医療センター

「たんぽぽっこの会」

ことになります。

中でも当科における大きな特
的に取り組んでいます。

の病気だったケース、発熱の

と目が見えづらい原因が免疫

染だったケース、全身の痛み

熱していた原因が加湿器の汚

ったケース、毎週１日だけ発

発熱と腰痛の原因が感染症だ

例として、１カ月以上続いた

科に紹介することもあります。

た個別化医療も実施していま
常に重視し心がけているの

徴は、重症者一人ひとりを細

社会的背景まで考慮

■

の一つを突き止めることに成 だ病気の診断が付いていなか

もらって訪れる場合などがあ

外来診療は、月曜から金曜

原因が汗が出ないことだった

っしゃいますが、症状が始ま

る患者さんです。症状が出て

ってから長期間経っている患

ケースなどがあります。

総合診療部が担当する総合

者さんが多いのが特徴です。

から間もない患者さんもいら

研究・開発をめざす横断的共 診療科は、診療する病気、症

地域の病院や医院から未解決

総合診療部

診断付かぬ症状を解決

やかに治療していることです。 す。
例えば、人工呼吸器を装着し
た患者さんをうつ伏せにする
ことで肺の換気効率を上げ、
人工呼吸器からの離脱を早め
るなど、多くの人手が必要と
なる療法も積極的に実施し、
重症者の回復に努めています。
また、新型コロナウイルス
感染症の正確な診断や重症化

同研究「コロナ制圧タスクフ 状が特に決まっているわけで

予測、有効な治療・予防法の

ォース」に参画しており、重 はありません。

ったり、診断が付いても問題

レントゲンなどといった検査

ぐのか。身体診察も必要と考

診て患者を診ない」医師にな

阪大病院医学研究奨学金についてのお問い合わせ

症化の要因ともなる候補分子

が解決せずに症状で悩んでい

一方、肺がんは日本人のが

での『目に見える』異常が無

えたポイントについては念入

https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/contribution/

功しました。

診療部は広く浅く総合的に診

ん死因の一位で、当科におけ

いことが多いです。しかしそ

りに行います。これらの情報

療することを重視しています

ナウイルス重症者を受け入れ、
る治療入院の３分の２を占め

のようなケースでは、『目に見

今まで複数の医療機関で診

ります。

ほかの複数の診療科と連携し
ています。外科療法・化学療

えない』情報にしばしば診断

の診療をしています。また、

て治療にあたっています。重

法・放射線療法に加えて、本

最新の肺がん治
療も精力的に

症者が急増した今年のゴール

院はがんゲノム医療中核拠点

大阪府の要請により新型コロ

床がほぼ満床

デンウィーク中は、集中治療
部(ＩＣＵ)の

呼吸器内科は、新型コロナ

ウイルス感染症のような呼吸

ます。

ってはならないと指導してい
みながら、身体診察を行いま

新型コロナウイルス
感染症対策について

の糸口があります。そのため、 から問題のある箇所を絞り込

e-mail ibyou-sien-soukatu@office.osaka-u.ac.jp

総合周産期母子医療
センター

AI医療センター
自動運転車いす

大阪大学医学部附属病院教育研究支援課総括係

動画 3

動画 2

30

ぽっこの会」HPには、相談窓口とし
て専用の連絡先を設置し、イベント
等についてもご案内していく予定で
す。本院公式HPの「各種相談窓口」
よりアクセスしていただけます。

動画1

問診は、時間をかけて丁寧に

10

多職種チームによるグリーフケア

オンコロジーセンターがん相談支援室では、
2017年より
蘆原恵子先生
（明治東洋医学院専門学校 鍼灸師）
によるがん
患者さん向けのツボ講座を開催し、東洋医学に基づいて体
調を整えるためのツボを紹介しています。昨年の緊急事態
宣言中は休会にしましたが、今年3月にオンラインで開催を
再開し、５月25日は「不眠・安眠に効くツボ」をテーマに自
宅で簡単に実践できる方法を紹介しました。ご参加の方か
らは
「気軽に参加できた」
「サロン参加の選択肢が広がって嬉
しい」と大変好評でした。次回は７月27日に「夏バテに効く
ツボ」をテーマにオンラインで開催予定です。詳細はがん相
談支援室にお問合せいただくか、院内掲示板でご確認くだ
さい。

病院に認定されていることか

自動運転車いすと土岐祐一郎病院長︵右︶
︑
西田幸二 AI 医療センター長

本院内での移動のために使っていただける自動運転車い
すサービスの実証研究を外来・中央診療棟１階で開始しま
した。来院の際はぜひご協力ください。また、安全には十分
配慮して行いますが、自動走行中の車いすにはご注意いた
だきますようお願いします。

詳しくはこちら

QRコードから関連動画をご覧
いただけるようになりました

50

がん患者向けツボ講座を
オンラインで継続しています

ら、「がん遺伝子パネル検査」

自動運転車いすの実証研究を開始

％を診療していた

4月12日に特定行為研修2期生の開講式を行いました。
3
名の看護師が1年かけて、医師から人工呼吸療法、感染に対
する薬剤投与、栄養と水分管理などの特定行為を学びます。
修了後は、患者さんの安心と安全を高める役割が期待され
ています。

となりました。大阪府下の重

看護師特定行為研修の第2期開講式

症者の約

VRゴーグルでの360度映像の体験と、ニフレルからの
Zoomライブ（タブレットに配信）が行われ、子どもたちは
普段では見られないような映像に見入り、まるで水族館に
いるかのようなオンライン遠足を楽しみました。

器不全や、肺がん、難治性あ

ニフレルVR体験を実施しました

るいは希少肺疾患の患者さん

小児医療センターで

このたび、小児医療センターでは、
本院で治療を受け亡くなられたお子
さまのご家族のご相談やご希望に応
じて、退院後も多職種チーム（医師・
看護師・心理士・医療ソーシャルワー
カー・チャイルドライフスペシャリ
スト）によるサポートを継続できる
よう、NICU、ICU、高度救命救急セン
ター、緩和ケアセンターと連携して
「たんぽぽっこの会」を立ち上げまし
た。亡くなられたお子さまとご家族
の「つながり」を中心とした様々なグ
リーフ・シェアリングの場を育んで
いくことを目指しています。
「たんぽ

▶

動画 3

AI医療センターによる

TOPICS

ミニ・ニュース
PHOTO

本院では医学教育、学術研究や教育・研
修の充実、及び病院運営に対し、企業や
個人の皆様方から広く寄附金を受け入れ、
その成果を通じて地域連携支援や社会貢
献に役立てています。
格別のご支援をお願い申し上げます。

動画は
こちら

新型コロナウイルス感染症の 重症者を診療
ホ ス ピ タ ル

阪大病院医学研究奨学金
へのご寄附のお願い

部内で症例検討を行う様子
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