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ら慢性期のリハビリも
重要です︒同センター
ではリハビリテーショ
ン部と協力して早期に
リハビリを行い︑後遺
症をできるだけ少なく
するようにしています︒
特に飲み物や食べ物の
飲み込みに関するリハ
ビリ︑嚥下リハビリは
歯学部との連携で治療

後の早期から行い効果
を上げています︒
脳卒中センターには
このような急性期の患
者さんを専門に診るＳ
Ｃ Ｕ︵脳 卒 中 集 中 治 療
室︶が あ り︑脳 卒 中 看
護に習熟した看護師が
ケアにあたっています︒
センターではできる
だけ多くの患者さんの

治療を行うため︑入院 ﹁阪大病院脳卒中センタ
日数を少なくして︑地 ーダイレクト﹂という
域の回復期リハビリテ 活動報告を定期的に発
ーション病院に転院し 行し︑センターに対す
ていただくよう病型や る理解を深めていただ
重症度に応じた６種類 いています︒また︑社
の治療マニュアル︑急 団法人﹁日本脳卒中協
性期パスを作成して効
率的な治療︑ケアを行
っています︒
さらに︑回復期リハ
ビリ病院へのスムーズ
な転院のために︑患者
さんのセンターでの治
療やケア︑リハビリ︑
患者さんの危険因子な
どの情報を詳細に書い
た﹁脳卒中ノート﹂を
作り︑連携を密にして
います︒ノートはリハ
ビリ病院を退院して自
宅療養する際にもかか
りつけ医との連絡にも
役立っています︒
センターは急性期治
療だけではなく︑地域
の医療機関に向けて

脳卒中センター開設以後5年間の急性期脳卒中症例の内訳（総数878例）

くも膜下出血 90

一過性脳虚血発作 74

心原性脳塞栓症 197

2009 年

して脳卒中センターを
充実させるために︑Ｓ
ＣＵを増床してさらに
多くの患者さんを受け
入れられる体制を整え
る計画です︒
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部科学省の﹁高度医療人養成推進事業﹂
を強化して関連病院と連携した研修に
よって医療人としての意識の高い医師
の養成にも力を入れていきます︒
また︑全国的に問題になっています
小児科︑産科︑救急医の不足に対応で
きるよう︑これらの診療科の優秀な医
師の養成も大学病院としての責務だと
考えております︒
医師だけではなく看護師など他の医
療従事者の研修も大切であり︑医学系
研究科保健学科とも連携して質の高い
スタッフを養成していきます︒これら
医療従事者の研修や養成には患者さん
の協力がなくてはできません︒
大学病院にとっての基本は患者さん
に真心で接することです︒医療従事者
が思いやりの心を持ち︑和を大切にし
て医療を行い︑患者さんにより一層信
頼される阪大病院になるように努力す
る所存ですので︑皆様のご支援をお願
い申し上げます︒

0

会﹂の大阪府支部とし
ての役割もあり︑
﹁脳卒
中対策基本法﹂制定を
政府に要望するなど啓
発活動も行っています︒
平成 年度には医学
部附属病院重点課題と

以上に緊密にしていかなければなりま
せん︒保健医療福祉ネットワーク部を
中心に︑紹介患者さんの受け入れや︑
退院支援などを充実させるとともに︑
地域の医師のための研修会なども開催
し︑地域医療のさらなるレベルアップ
を図っていきます︒
研究におきましては︑新薬の大規模
臨床試験や医師主導の先端的治療の臨
床試験などを積極的に行っていきます︒
また︑医学部との連携だけでなく総合
大学としての利点を生かし︑工学部な
ど他学部と協力して新たな医療技術を
切り開いていきたいとも考えています︒
教育も大学病院の重要な役割です︒
卒後臨床教育システムが大きく変わり︑
全人的医療ができる医師の育成が目標
になっていますが︑阪大病院での初期
研修は高い評価を得ており︑さらに質
の高い研修を行っていきます︒さらに︑
中堅の専門医を育てるために卒後教育
開発センターを設置するとともに︑文
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5年間の受け入れ患者数

時間体制 年500件診療

また︑大学病院の特
徴として︑各診療科の
専門医が患者さんに関
して週１回の合同カン
ファレンスを開いて︑
最適な治療法を検討し
ています︒市中の病院
では診断︑治療の難し
いがんに併発する脳卒
中に関しても治療実績
を積み上げています︒
脳卒中は急性期治療
だけでなく亜急性期か

年

阪大病院に脳神経外科や神経内科︑高度救命救急センターなど診
療科の枠を越えて 時間体制で脳卒中の治療にあたる脳卒中センタ
ーが発足して５年になります︒最近では年間約５００件の診療実績
があり︑脳卒中治療には不可欠な地域の医療機関との連携も密接に
なっています︒超高齢化社会で今後︑ますます増える脳卒中の診療
に同センターの果たす役割はより重要になってくると思われます︒

脳卒中の治療はｔPA
という薬剤による血栓
溶解療法や頸動脈内の
閉塞したところにステ
ントを留置する治療法
が保険適応になり︑早
期に対応できれば後遺
症も少なく治療できる
ようになっています︒
脳動脈瘤に関しても︑
患者さんの体に負担の
少ない血管内治療も積
極的に行っています︒

最適な治療法を検討する合同カンファレンス

を中心に全国でもトップレベルのリス
クマネジメントを実践しています︒よ
り安全で安心な医療を提供するために
は医師だけではなく︑看護師や臨床検
査技師︑理学療法士などすべての医療
従事者のチームワークが不可欠です︒
これまで以上に医療従事者への安全教
育が必要であり︑患者さんに満足して
いただく医療を行うためには責任を自
覚して患者さんに接していくように指
導していきます︒
実際の診療におきましては︑難易度
の高い手術件数が増えており︑外科系
診療科医師や看護師らのレベルアップ
と手術部の強化も課題です︒小児から
の臓器提供などを盛り込んだ改正臓器
移植法が７月に施行されます︒当院は
全臓器移植ができる数少ない病院であ
り︑移植手術の増加も予想されますの
で︑スタッフと施設の充実は急務とも
いえます︒
地域の医療機関との連携もこれまで
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脳卒中センター発足
脳卒中は発作が起き
たら︑できるだけ早く
医療機関に搬送し︑早
急に診断︑治療するこ
とが求められます︒同
センターは脳卒中の専
門医が 時間体制で対
応し︑地域の医療機関
や救急搬送︑院内での
発症患者さんを受け入
れています︒５年間の
診療実績はグラフの通
りです︒

療拠点病院﹂に認定されました︒これ
らのセンター機能の充実を図るととも
に︑さらに診療機能をアップさせるた
めに新たなセンター構想を推進させて
いきます︒
先進医療を推進する機能としては未

福澤正洋・新病院長就任
来医療センターがあります︒すでに再
生医療の臨床試験なども行っており︑
これからも日本だけでなく世界の医療
をリードするセンターとして発展させ
ていきたいと考えています︒
医療の安全も大きな課題です︒阪大
病院は中央クオリティマネジメント部
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ンター︑前立腺センターやハートセン
ター︑小児医療センター︑総合周産期
母子医療センターなど診療専門別のセ
ンター化は成果を上げています︒一昨
年４月にスタートしたがんを集学的に
診るオンコロジーセンターはその活動
が評価され︑阪大病院が﹁地域がん診
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真心で信頼得よう
阪大病院は国立大学法人化後︑国か
らの運営交付金が減らされるという厳
しい財政事情でしたが︑地域の中核病
院としてだけでなく︑先進医療を実施︑
開発する病院として機能を強化し︑患
者さんのニーズに応えてきました︒
特に各診療科の枠を越えた脳卒中セ
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分類不能・その他の
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阪大病院の新病院長に小児外科の福澤正洋教授が就任しました︒
福澤病院長は︑大学病院の三つの柱である臨床︑研究︑教育をさ
らに充実させることはもちろん︑医療の質と安全のさらなる向上
を目指し︑医療スタッフと患者さんが良好な関係を保ち︑患者さ
んに満足していただける医療を提供できる﹁こころと夢のある阪
大病院﹂を築いていく︑と抱負を語りました︒

地域と連携 密に

ットワークからの委託
で新たに採用された移
植コーディネーターの
研修も行っています︒
移植医療部では﹁心
のこもった移植医療の
実現﹂をモットーに日
本の移植医療をバック
アップしていきたいと
考えています︒

骨切面上を回旋
︵ワ イ
ヤーが平行になるまで︶

けではなく︑関節の動
きが制限されたり︑痛
みの原因になったりし
ます︒そのために︑あ
る程度以上の変形に対
しては矯正手術が行わ
れてきました︒
従来の手術は単純レ

ントゲンの 次元画像
をもとに︑どのように
骨を切ればうまく変形
を直すことができるか
を検討してきました︒
次元の画像では矯正
後どのようになるかの
予想が難しく︑骨を切
るのは〝職人技〟が必
要で︑すべてがうまく
矯正できるとは限りま
せんでした︒
画像診断装置の進歩
により変形した骨の
3D画像︵立体画像︶
が
簡単に作成できるうえ︑
3D画像を解析するこ
とによって︑どのよう
に骨を切ればうまく矯
正できるかがシミュレ
ーションできるように
なりました︒
矯正シミュレーショ
ンを実際の手術で行う
には画像を見ながらガ
イドなしで切るのは困
難です︒そのために︑
プラスチックをレーザ
ーで微細加工できる光
造形技術を利用し︑症
例ごとのカスタムメイ
ド な 手 術 部 材︵手 術 支

援 器 具︶
を 設 計︑製 作
することに成功しまし
た︒
この手術部材は切断
する部分に固定します︒
スリットに沿って骨を
切り︑スリットの上下
に突き出た細い 本の
棒が平行になるように
回転させれば矯正がで
きるのです︒
すでに矯正シミュレ
ーションのソフトも開
発し︑患者さんの変形
に応じて微調整ができ︑
カスタムメイドの手術
部材も矯正シミュレー
ションから簡単に製作
できるようになりまし
た︒この手術法ですと︑
熟練の技がなくても比
較的簡単にほぼ失敗な
く変形を矯正すること
できます︒
この手術法は四肢の
長い骨の変形矯正に特
に効果的です︒骨折な
どで四肢が変形して︑
手術しても矯正がうま
くいかなくて困ってお
られる方はぜひご相談
ください︒
3

サイコオンコロジー

運動評価

機能性食品

アロマセラピー

薬物治療

がん

大腸、前立腺、
乳腺がんなど

機能性食品
︵い わ ゆ る
健康食品︶
や鍼灸などを利
用する補完代替医療に関
する臨床試験を行い︑患
者さんからの相談も受け
付ける補完医療外来が阪
大病院でスタートして約
年が経過します︒毎月
︑ 件の相談があり︑
臨床試験も月に 〜 例
を数えています︒
現代医療において現代
医療と補完代替医療とを
うまく組み合わせた全人

メタボリックシンドローム合併がん患者に対する全人的アプローチ

40

けではなく︑脳死臓器
移植のことを一般の方
にもよりよく知ってい
ただこうと︑今年 月
に市民公開講座﹁いの
ちのリレー〜臓器移植
の未来〜﹂を開きまし
た︒さらに︑日本の移
植医療を発展させるた
めに︑日本臓器移植ネ

小さいときに腕を骨
折してその後遺症によ
って腕が変形してしま
ったり︑先天的に腕が
変形してしまったりし
ているのを矯正するの
は難しかったのですが︑
阪大病院整形外科では
医工連携によって 次
元のCT映像と新しい
造形技術を組み合わせ
た手術法を開発︒全国
から患者さんが治療を
受けに来ています︒
骨折の後遺症などで
四肢の骨が変形してし
まうと見かけが悪いだ

音楽療法

30

整形 外 科

術後
術前

鍼灸治療

ーカードを所持してい
なくても家族の同意が
あれば臓器提供を認め
る改正臓器移植法が施
行されます︒脳死移植
の増加が予想されます
ので︑移植医療部の活
動がさらに重要なもの
となってきます︒
また︑院内の活動だ

4

大地震想定し、大規模災害訓練

補完医学講座における統合的ライフスタイル介入の試み

栄養評価

メタボ合併がんで
補完医療外来 臨床試験

3

骨折変形あきらめないで

血幹細胞移植も内科や
小児科を中心に精力的
に進められ︑さらに︑
海外で心臓移植などを
受けられた子どもさん
たちのフォローアップ
も行っています＝写真︒
移植医療部にとって
は年々増加する生体移
植や脳死移植を待って
おられる患者さんや移
植後の患者さんのケア
も重要な役割です︒ま
た︑移植が行われると
きには手術部などとの
調整もし︑移植がスム
ーズに実施されるよう
にしています︒
看護部のバックアッ
プで2003年には移
植を受ける患者さんを
サポートする専任の移
植コーディネーターも
配置され︑現在では
人体制になっています︒
さらに︑院内で臓器提
供者が出た際のケアを
する院内のドナーコー
ディネーターも 人い
ます︒
今年 月には︑小児
からの臓器提供やドナ

的な医療︑すなわち統合医
療が注目されています︒
補完医療外来でもメタボ
リックシンドロームに合併
するがんに関して統合医療
の可能性を探る臨床試験を
行っています︒メタボリッ
クシンドロームは特定検診
で指摘されても治療しよう
とする意思は強く働きませ
んが︑がんを併発すること
によって治療しようという
動機付けになります︒
臨床試験ではこのような
患者さんに薬品と同時に機
能性食品や鍼灸
︵耳つぼ︶
︑
ア
ロマセラピーなどを行って
総合的な効果を客観的に評
価します︒脂肪細胞から分
泌される善玉のサイトカイ
ン︑アディポネクチンの量
がアップするかどうかを患
者さんの脂肪細胞を培養し
て測定し︑アディポネクチ
ンの分泌量が増える個々の
患者さんに合った薬品や機
能性食品を見つけるのです︒
また︑がん患者さんは精
神的にうつ状態になりやす
く︑身体のケアに加えて心
のケアが必要になります︒

※成人、障害者のおむつ交換用ベッド。

5

阪大病院では、外
来棟 1 階総合診療外
来横に多目的トイレ
を設置しました。ご
意見箱に寄せられた
「多 目 的 シ ー ト ※ の
設置を」などの要望
に応えたものです。
トイレ内は広く車
いすが楽に移動でき、多目的シートやオストメイト
対応汚物流しの他、ベビーチェア、フィッティング
ボード、全身鏡も設置しています。室内の照明は明
るく暖かみのある光で、木目を基調とし落ち着いた
空間を作り出しています。また、節水型便器や LED
照明を採用することで、省エネにも貢献しています。

4

2 4

過体重

4 4

総合診療外来横に多目的トイレ

4

春のミニコンサートが 4 月 2 日
に開催されました。阪大病院眼科
の高静花医師がハンマーダルシマ
ーという日本ではあまり知られて
いない打弦楽器を演奏しました。
音はハープのようで、やさしい
音色がエントランスいっぱいに響
き渡り、皆さん珍しい楽器に魅せられ、うっとりと
聴き入っていました。

施に向け精力的に準備
を進めてきました︒現
在では全臓器の移植実
施施設として認可され
た全国唯一の病院です︒
1997年の臓器移
植法施行から2010
年 月末までに脳死臓
器移植を受けられた
270例のうち約 分
の にあたる 例が阪
大病院で移植を受けて
おられます︒ 日に
件の脳死臓器移植を
回︑ 件を 回も実施
した経験もあります︒
また︑骨髄移植や造

ハンマーダルシマーの優しい響き

2

2

大阪センチュリー
交響楽団有志の方が
小児医療センターで
2月3日にアンサン
ブルコンサートを開
催してくださいまし
た。このコンサート
は平成15年より「府
内支援学校コンサー
ト」でボランティアとして行われているものです。
「クラリネットを壊しちゃった」など子どもたち
のよく知っている曲を演奏してくださり、アンコー
ルでは「崖の上のポニョ」をみんなで合唱しました。

阪大病院の移植医療
部は院内の移植医療の
ヘッドクォーターの役
割だけでなく︑日本で
移植医療をさらに普及
させるための活動も活
発に行っています︒阪
大病院は 1980 年代
から脳死臓器移植の実

みんなで「ポニョ」も合唱
センチュリー響アンサンブルコンサート

骨折によるひじの変形の矯正手術

大規模災害時の負傷者
受け入れのための訓練が
2月22日に行われました。
阪大病院は大阪府の指定
する災害拠点病院で、北
摂地域のみならず、大阪
府、さらには近畿地方で
発生した災害時において医療活動の中心的な役割を
果たすために欠かせない訓練です。
訓練では、近畿地方で震度 7 の地震があり多数の
方々が被災し本院に救急搬送される、という想定の
もとに実施されました。次々と模擬患者が搬送され、
診療受付、災害時用のカルテの作成、そしてトリア
ージにより負傷者の緊急度と重症度を判断し＝写真
＝、緊急治療を行った後に災害対策本部が中心とな
り収容先を選定する、という本院の災害マニュアル
に沿った手順の確認と情報伝達が行われました。
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移植医療部
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阪大病院では、5 月中旬
から「みんなのいろはうた
キャンペーン」を開始しま
す。このキャンペーンは、
患者さんの医療および医療
安全へのより積極的な参加
をお手伝いし、患者さんと
医療者とのパートナーシッ
プ
（協働）
を深めることを目
指しています。
キャンペーン期間中、入
院患者さんには、いろはう
たファイルセットをお渡し
します。ファイルには、患者さんと医療者が共に大
切に考えたいポイントを「い ろ は に ほ へ と」の
七つの「うた」に詠み、印刷しました。
掲載している「うた」やイラストは当院のスタッ
フの作成です。キャンペーン期間中は、病院職員も
共通のバッジを着用しております。いつでも遠慮な
く声をかけてください。
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唯一の全臓器移植認可施設
みんなのいろはうた キャンペーン !
5 月中旬からスタート
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