阪大の２チームが
被災地で救護活動
東日本大震災による津波で甚大な被害を受けた地域での医療支
援活動をするために︑阪大病院高度救命救急センターの医師らが
中心となった災害時における初期の重症患者の診療︑搬送をする
DMAT︵災害派遣医療チーム︶の阪大チーム
︵医師 人︑看護師
人︑事務職員 人︶とドクターヘリチーム
︵医師 人︑看護師︑
操縦士︑整備士各 人︶の チームが 月 日から 日まで東北地
方で救護活動を行いました︒
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﹁ＤＭＡＴ﹂﹁ドクターヘリ﹂
医師ら計 人︑東北に派遣
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らで編成され︑伊丹空 症 度 を 判 断 す る 施 設
港から自衛隊機で現地 ︵SCU︶で活動をしま
へ向かいました︒岩手 した︒SCUからは羽
県・花巻空港に設けら 田空港と千歳空港へ重
れた治療できない患者 症と判断された数人ず
さんらを遠隔の病院な つを搬送しました︒
ドクターヘリチーム
どへ搬送するために重

病院機能評価の認定証更新

府内の救急病院と高速ネット
緊急時に専門医の適切な医療

になっています︒
試行期間の昨年 月
末までに 件の相談が
あり︑本格運用が始ま
った昨年 月から今年
月末までに 件の相
談がありました︒いず
れも︑高度の専門知識

を要する症例でありセ
ンターの存在意義を裏
付けるものでした︒今
年度末までのモデル事
業ですが︑これまでの
実績から救急医療をサ
ポートするシステムと
して期待されています︒

患者さんの症状や
画像データを送信
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救急医療支援センター

阪大病院
高度救命救急センター
︵救急医療支援センター︶

高速ネットワーク

師

医

患者さんにとってより良い病院に

センター︑総合周産期 脳神経外科病院の 施
母子医療センターを始 設との間を高速ネット
めとして︑緊急的な処 ワークで結び︑院内で
置の必要な患者さんに は各センターに常駐の
適切な医療を提供でき 医師を配置するととも
る体制が整っており︑ に︑各病院の救急から
その他の診療科でも高 送られてきた画像を高
度な医療を行える専門 品質で見ることができ
医が多数在籍している るモニターを備えるな
ところから全国で唯一 ど︑症例に適した専門
の施設として選ばれま 医がオンラインで対応
した︒
できるように設備を整
支援センターとして えました︒今年度から
は︑済生会千里病院︑ は新たに市立池田病院
市立泉佐野病院︑星ヶ と中河内救命救急セン
丘厚生年金病院︑大阪 ターとも結ばれること
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ドクターヘリ内での治療

阪大病院高度救命救
急センターを救急医療
支援センターとし︑大
阪府内の救急病院と高
速ネットワークで結び︑
救急病院では対応が難
しい症例に関して阪大
病院の専門医がオンラ
インでサポートする事
業が順調に動いていま
す︒
この事業は厚生労働
省のモデル事業で︑一
昨年からスタートしま
した︒阪大病院にはハ
ートセンターや脳卒中
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師が 人おり︑現地で
の宿泊や食事︑情報伝
達や輸送の手配などの
支援をする事務員も
人います︒
今回のDMATチー
ムも研修を受けた医師

要な人たち約 人を他
のドクターヘリチーム
とも協力しながら治療
可能な病院へ移送しま
した︒
今回の災害では阪神
淡路大震災とは大きく
異なって瓦礫にはさま
れてのクラッシュ症候群
や外 傷︑熱傷のために
本当に緊急に治療を要
する被災者はほとんど
いないのが特徴でした︒
DMAT本 来の 活 動 と
は違ったものでしたが︑
南海︑東南海地震によ
る大津波が予想される
だけに︑嶋 津 岳士セン
ター長は﹁この経験を
もとに大津波による被
害における救急医療の
あり方を考えていかな
ければなりません﹂と
は仙台市のDMATの 話しています︒
拠点で情報を収集して︑
対策本部の指示で津波
によって孤立してしま
った石巻市立病院での
救護活動に当たりまし
た︒ ︑ 日目に手術
が必要な人などを治療
のできる病院に運びま
した︒ 日目になると︑
停電などの影響で高齢
者を中心に 人もの死
者が出ていることがわ
かり︑寝たきりの高齢
者など100人ほどの
うち︑早期に治療が必

孤立した石巻市立病院
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阪神淡路大震災以
後︑センターの医師︑
看護師はDMAT研修
を受けて︑災害派遣に
備えてきました︒現在︑
DMATとして出動で
きる医師は 人︑看護
11

阪大病院が病院の基本方針に基づいた医療を適切に
行っているかを第三者機関である日本医療機能評価機
構が評価する病院機能評価が行われ、Ver.6.0での認定
証が2月4日付で発行されました。阪大病院が患者さん
のために質の高い安全な医療を提供していることを認
められたものと誇りに思っています。
機能評価は5年ごとに行われており、今回が3度目の評価です。
電子カルテやイントラネットの充実、安全衛生管理の徹底など
を高く評価いただき、評価委員からの改善点の指摘もなく、認
定が更新されました。これからも、5年後の更新までに病院全
体として取り組むべき課題を自己評価し、更なる基盤整備に努
めて、患者さんにとってより良い病院を目指していきます。

専門医
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被災地に飛んだドクターヘリ
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高速ネットワーク
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大阪府内の
救 急 病 院

専門医がオン
ラインで対応
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DMAT による花巻空港内の SCU での医療活動

前立腺がんに高度な治療
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ステロイド剤投与によるPSA の変化 : 投与１カ月後

える全国でも数少ない
施設です︒さらに︑難
治性の前立腺がんの先
進的な治療法も開発し
ています︒
前立腺がんになる男
性は食生活の欧米化や
高齢化によって202
年には1995年の
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つあり︑前立腺がんの
治療はさらに進歩して
います︒
阪大病院泌尿器科は
前立腺がんだけでなく︑
早期発見されにくい腎
臓がんや若い男性に発
症する精巣がんに対し

ても有効な治療法を行
っています︒これから
も︑泌尿器系のがんは
もちろん︑前立腺肥大
や排尿障害︑男性不妊
など泌尿器系のあらゆ
る分野での臨床︑研究
に力を入れていきます︒

妊婦さんと新生児の命守る

総合周産期母子医療センター

きるように努め︑帝王
切開率は 割程度です︒
また︑最新鋭の4D
超音波診断装置を導入
しており︑妊婦さんの
検査でいち早く胎児の
疾患が発見できるよう
になってきています︒
疾患がわかれば︑小児
科医を中心に胎児の治

療を行いながら︑出産
まで無事に育て︑出産
後は小児外科や脳神経
外科︑心臓血管外科な
どと連携して手術を行
い小さな命を救ってい
ます︒
母と赤ちゃんに優し
いセンターを目指して
いる点も大きな特長で

す︒出産後は母子同室
として︑母乳で育てる
ことを基本としていま
す︒早産児や手術が必
要な新生児はNICU
でケアをするのですが︑
母と子を隔離するので
はなく︑毎日︑午後に
は触れ合う機会を設け
ています︒

かかるなど︑実際に訓
練を行うことで災害時
の情報伝達の困難さを
実感すると共に︑確実
な災害時の情報伝達を
考えていく必要性も再
認識しました︒今年度
以降もさまざまな観点
から本院の災害時体制
を充実させていく方針
です︒

傷病者のトリアージ
（緊急度、重症度の判定）
を行う医療チーム

福澤病院長を本部長とする災害対策本部

泌尿器科
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阪大病院の泌尿器科
は腎臓や膀胱︑前立腺
に関する病気や男性不
妊について幅広く高度
な治療を行っています︒
特に︑男性のがんの中
でも著しく増加してい
る前立腺がんに対して
はあらゆる治療法が行
100
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近畿地方で大規模な 速で正確な情報の集約
地震が発生したという と共有が重要となりま
想定で︑ 月 日に防 すが︑本年度の訓練で
災訓練を開催しました︒ は︑多数傷病者収容訓
実際の災害時には︑迅 練に加えて︑福澤病院
長を本部長とした災害
対策本部を設置し︑院
内の情報を集約するこ
とを目的とした訓練も
行いました︒
具体的には︑各病棟
から被災状況︑入院患
者さんの安否確認︑空
床数を把握して災害対
策本部に伝達すること
とし︑手術部︑輸血部
からも被災状況︑緊急
手術や輸血に対応可能
か否かといった災害時
に必須の情報伝達訓練
を行いました︒
各部門からはFAX
を用いて情報を発信し
ましたが︑FAXの回
線が込み合って時間が
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大地震 想定し
防災訓練
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治療前

投与後
投与前
投与後
投与前

PSA (ng/ml)
PSA (ng/ml)

ロボットを使った手術 リンパ節に転移してい
も行われるようになっ た病巣の縮小が見られ︑
てきました︒進行の遅 ﹁阪 大 レ ジ メ ン﹂と し
いがんで︑高齢で見つ て︑各地の病院で行わ
かると治療をしない待 れるようになっていま
機療法という選択肢も す︒また︑抗がん剤と
あります︒泌尿器科で ホルモン剤の合剤など
は前立腺がんの状態や 新しい薬も認可されつ
患者さんの希望に応じ
て︑ほとんどの治療を
行うことができます︒
さらに︑ホルモン療法
が効かなかったり︑再
発したりした難治性の
前立腺がんに対する新
しい治療法を開発し︑
成果を上げています︒
抗がん剤とステロイド
剤を併用する療法で︑

室︵NICU︶
に直接入
院します︒重症な妊婦
さんの救急搬送も 人
超を受け入れています︒
ドクターヘリによる近
畿圏外からの搬送もあ
ります︒
センターの大きな特
徴の一つは︑阪大病院
が行っている移植医療
で︑腎移植や膵・腎同
時移植など移植を行っ
た後に妊娠した患者さ
んの安全で安心な出産
をサポートすることで
す︒また︑心疾患︑自
己免疫疾患︑甲状腺疾
患︑糖尿病や高血圧な
ど妊娠中︑治療の難し
い合併症のある妊婦さ
んが安全に元気な赤ち
ゃんを産めるよう︑そ
れぞれの疾患の専門医
と連携し︑病気のコン
トロールをしながら︑
胎児へ薬などの影響が
出ないように出産まで
注意深く診ています︒
出産に際しては母体と
胎児の命を守ることが
最も重要ですが︑でき
るだけ自然な分娩がで
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東北・関東を襲った大震災から 3 週間が経ち、キ
ャンパスにもようやく春の訪れを告げる桜の花が咲
き始めた 4 月 1 日、銀杏会館ホールで、本院に新た
に採用された職員のオリエンテーションが開催され
ました。例年は看護職員だけでオリエンテーション
を行っていましたが、今年は 1 日の午前中に限り、
新規採用の医療技術職員と研修医にも参加を呼びか
け、総勢 212 人の大規模なオリエンテーションとな
りました。
福澤正洋病院長のあいさつに続き、中島和江・中
央クオリティマネジメント部長が「医療安全管理」
、
鍋谷佳子感染制御部看護師長が「感染管理」
、そして、
循環器内科の山本一博特任教授は「医療人としての
プロフェッショナリズム」に関してなど、医療に携
わる者として欠かすことのできない重要な示唆を与
える講演が行われ、参加者は緊張の面持ちで聞いて
いました。

母子が触れ合える新生児集中治療室（NICU）でのケア

新規採用職員オリエンテーションを実施

約 倍にもなるとされ
ています︒前立腺がん
の早期発見に有効とさ
れているPSA検査が
普及したことも増加に
拍車をかけているよう
です︒
前立腺がんの治療法
は外科的な手術から内
視鏡による手術︑放射
性物質を埋め込む治療
法やホルモン療法︑放
射線治療科と連携して
放射線を照射するなど
多岐にわたっています︒

春のミニコンサートが 4 月 7 日、エントランスホ
ールで行われました。大阪大学ギター部のポップと
タンゴを得意とする2チームが出演し、懐かしい曲や、
スタンダードな曲を披露しました。集まった患者さ
んらは「銀河鉄道 999」
「川の流れのように」
「明日が
あるさ」など懐かしい曲に、しばし時間を忘れて聴
き入っていました。

阪大病院の総合周産
期母子医療センターは
ハイリスクな妊婦さん
や新生児の命を守るた
めに診療科の枠を越え︑
質が高く安全な医療を
提供しています︒また︑
高度救命救急センター
などと連携して突然の
大量出血などで命にか
かわる重症の妊婦さん
を 時間体制で受け入
れています︒
センターがスタート
して 年になりますが︑
大阪府北部だけでなく のある妊婦さんや胎児 を超える出産があり︑
府内全域︑京阪神など にリスクを持つ妊婦さ 高度な治療が必要な新
広域にわたって合併症 んが受診し︑年間500 生児は新生児集中治療

ギターの調べ満喫 懐かしのメロディーも
春のミニコンサート

測定可能病変
（リンパ節）
の縮小

「小児がん：生活の質の向上に取り組む」について
のフォーラムが 3 月26日に開催されました。小児がん
治療の現状と課題について小児科の太田秀明講師が解
説し、次に小児がん患者の心のケアについて心のケア
チームの吉津紀久子臨床心理士から説明がありました。
また、刀根山支援学校阪大病院分教室長の九後充
子先生とアメリカでチャイルド・ライフ・スペシャリス
トの免許を取得された馬戸史子さんから院内学級の役
割と病棟での取り組みがそれぞれ報告されました。参
加者からはそれぞれの立場から、きめ細やかな心配り
を持って子どもたちに接しているのがよくわかると、
好評でした。

治療 3 カ月後

市民公開フォーラム
「小児がん：生活の質の向上に取り組む」
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阪大病院で行っている「いろはうた」が、医療の
質・安全学会第 5 回学術集会でベストプラクティス
特別賞を受賞しました。
この取り組みは昨年 6 月から始まり、患者さんが医
療および医療安全に、より積極的にかかわることが
できるようにお手伝いし、また患者さんと医療者と
のパートナーシップを深めることを目指しています。
検査や治療の際
に、患者さんご自
身から名前を伝え
てもらうことな
ど、安全な入院生
活を過ごしていた
だくためのポイン
ト に つ い て、7 つ
の句とイラストを作成しました。これらをまとめた
ファイルを入院患者さんにお配りし、看護師から説
明を行っています。病院全体での新しい取り組みと、
患者さんからの高い評価がこのたびの受賞につなが
りました。
「いろはうた」は現在も継続中です !
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「いろはうた」
ベストプラクティス特別賞受賞！
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