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︵患 者 の 緊 急 度 判

定・選別︶施設が完成しました︒

コロナ禍や今後の新たな感染症

の流行など不測の事態に対応す

るために令和２︵２０２０︶年度

文部科学省第３次補正予算﹁国

立大学附属病院多用途型トリア

ージスペース整備事業﹂の補助

金交付を受けて整備しました︒
施設は広さ約２００平方㍍の

１階建てで︑待合スペースがあ

り︑診察室が２室︑屋外には除

染用のシャワーも備え付けられ

ています︒感染症発生時だけで

なく災害発生時にも対応できる

よう︑自家発電設備の供給を受

けるコンセントも設置しました︒

機器の説明を受ける土岐祐一郎
病院長と金田安史理事・副学長

災害用物品倉庫の役割も担う

に保管していました。災害発生
時には複数の保管場所から必
要な物品を病棟や診療棟１階

物品を一括して保管する倉庫

本院には、災害時に必要な

レ、毛布や寝袋は地下２階に

引用の医療用器具、簡易トイ

する簡易ベッド、酸素吸入、吸

懸案も抱えていました。それ

持ち出しが困難になるなどの

合に、地下２階からの物品の

エレベーターが停止した場

災害対策室

がありませんでした。そのた

保管。災害時診療記録（手書き

に運び込む必要がありました。

め今回、トリアージ施設とし

て設置される建物内に、災害 カ ル テ）
は 正 面 玄 関 横 の 倉 庫 だけに、必要な物品をスムー
用物品をまとめる倉庫が設け に、トランシーバー、拡声器、 ズに搬出できるようになると

診療棟１階中央廊下を中等症

これまでは、災害時に本院

ＡＴの資機材は地下１階倉庫

係のテントや物品、本院ＤＭ

学部棟２階の保管室に、除染関

ビブスやヘルメットなどは医

ことが見込まれます。

つ効率的な対応が可能になる

災害時において、より迅速か

いうメリットは非常に大きく、

られることになりました。
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続きドクターカー、ＤＭＡＴ

れています。ドクターヘリに

仮設歩道

駐車場

正面玄関

歳以上の患

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

かけしますが、ご理解いた

だきますよう、お願いしま

す。

工事に伴い、患者用駐車

場から病院までの歩道とし

て、仮設歩道・迂回路を整

備します。なお、仮設歩道

の整備のため、約３か月間

は迂回路を通行いただきま

すよう、お願いします。

また、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。

りました。今後も、お返しで

をお返しすることが可能にな
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ご覧ください。
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で、本院での治療内容を把握

医療情報銀行のご紹介

本院では、三井住友銀行と

共同で医療情報銀行の実証事

業に取り組んでおります。医

と連携し、患者さんの診療情

はより高まっています。コロ

報を安全にお預かりします。
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おいても、安全でスムーズな
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医療機関に提示いただくこと

トリアージが行えると期待し

の拡散を防ぎます。トイレも わせて施設を有効利用できる

域の皆様に貢献できるよう今

ています。

各診察室に設置し、陰圧隔離 ように考えております。新型

後、訓練を通して運用面の整

２室を設置しました。室内の しています。

が必要な傷病者の発生にも柔 コロナウイルス感染症が蔓延

また、軽症・中等症患者の
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駐輪場

※一時通行不可

備をしていく予定です。

新しく完成した施設には、 が移動する動線が交差しない

迂回路

軟に対応することができます。 する中でも自然災害は多発し

感染対策として陰圧の診察室 ように出入り口の場所を配慮

について

また、接触を避けるため、人 ており、万が一に備える意識

する本院は「救命救急の最後
の砦」として、平時はもちろ
ん災害時にも地域の基幹施設

設は、ベッド・ストレッチャー 診療スペースとして利用する

として主導的な働きを期待さ

がそのまま入れるように設計 ことも想定し、酸素ボンベを

割はますます大きくなってい
ＤＭＡＴの資機材保管庫とし

ます。完成した施設は平時に
ての役割を担うほか、災害教

されており、高度救命救急セ 接続して利用する酸素配管が
れるようになっています。様々 壁には屋外シャワーが設置さ

育や訓練の場としての利用も

ンターとスムーズな連携がと 設置されています。施設の外

今回稼働するトリアージ施

高度救命救急センター

DMAT活動など多様に活用

制御部︑高度救命救急センター︑

感染制御部

室内の空気圧制御で感染対策

ＱＲコードから本院ホーム
ページをご覧いただけます

この度︑本院の入退院玄関前
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（令和3）年10月25日発行

施設の整備に当たっては︑感染

マスク着用のお願い

な状況に対応が可能となって れ、化学薬品などに汚染され

通行可

動画２

患者用駐車場からの歩道整備

外科系科部門長を土岐祐一郎消化器外科長より
引き継ぎました呼吸器外科長の新谷康です。大阪
大学医学系研究科の外科学は、2005年より外科学
講座一つにまとまり、心臓血管外科学、呼吸器外
科学、消化器外科学、小児成育外科学、乳腺・内
分泌外科学からなる講座を6名の教授が中心とな
って運営し、各講座が協力して臨床・研究・教育
を推進しています。本院における質の高い最新の
医療を患者さんに提供するために、部門長として
精一杯努力いたしますのでよろしくお願いします。
（令和3年8月26日就任）

発行／大阪大学医学部附属病院広報委員会（総務課）
住所／〒565-0871大阪府吹田市山田丘2-15
T E L／06-6879-5111(代表)

災害対策室がそれぞれの立場か

新 型 コロ ナウイ ル ス
感 染 症 対 策 につ い て

おり、災害時にはその名の通 た患者を病院搬入前に除染す

考えており、多種多様な用途
に活用していく予定です。
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順

動画 1

高度救命救急センターを擁

外来・中央診療棟 2 階エスカレーター横に
設置された医療情報銀行特設ブース

通行可

通行可
※通行不可（整備期間）

このたび高度救命救急センター長を拝命しました。
日本の救命救急センターの中でも当センターの歴
史は長く、高度な救急・集中治療を提供してまい
りました。さらに近年では本院屋上に常時待機す
る大阪府ドクターヘリ、またドクターカーやＤＭ
ＡＴカーを活用して一つでも多くの命を救うべく
挑戦を続けています。
救急医療は医の原点かつ究極の地域医療です。
本院の患者、地域のみなさまにとってもしもの時
の最後の砦となり、また近年多発する災害への対
策、対応に最善を尽くしてまいります。
（令和３年10月1日就任）
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外来･中央診療棟

●高度救命救急センター長

禁転載 （この紙面は再生紙を使っています）

り、トリアージを実施するス ることが可能になりました。
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※工事の進捗により、
通行不可の期間が
前後する場合があ
ります。

お だ

やすし

至 患者用駐車場（立体）

忽那 賢志
感染制御部長

号

84
No.

感染症対応の
トリアージ施設が完成
ら監修しました︒

●外科系科部門長

患者用駐車場
（立体）

新型コロナウイルス感染症が流行す
るまでは、マスクの着用は咳やくしゃ
みなど症状のある方にのみお願いをし
てまいりました
（咳エチケット）
。しか
し、この新型コロナウイルス感染症は
症状がない人もウイルスを周りに広げ
ることがあり、また会話などで生じる
飛沫中にウイルスが含まれることがあ
るため、症状がない方もマスクを着け
ることが感染対策上、重要になります。
診察する際には医療従事者、そして患
者さんがお互いにマスクを着用するこ
とで感染リスクを大きく減らすことが
できます。医師や看護師が病室に伺っ
て診察やご説明、処置などをする際に
はマスクの着用をお願いさせていただ
いております。もちろん事情によって
マスクの着用ができない患者さんもい
らっしゃいますので、その際は医療従
事者がアイシールドを装着させていた
だきますが、ご理解のほどよろしくお
願いします。
マスクの着用だけでなく、こまめな
手洗いも感染対策では重要です。本院
の医療従事者は患者さんの診察の前後
の手洗いを徹底しています。もし診察
の前後で手洗いをしていない職員がい
るようでしたら、ご指摘いただけまし
たら幸いです。

新 診 療 科 長 等 ご あ い さ つ
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動画 3

病院長おすすめ御膳

2021年
丁度良い

軟らかい

メニュー
無回答

8月に病院食アンケートを実施しました。
昨年と比べて、主食の炊き方で「丁度良い」
が73％から82％と大きく増加しました。
昨年は米飯を硬いと感じておられる方が多
かったことから、米飯の水分量を調整しま
した。改善に取り組んだ結果、今年は丁度
良いと感じておられる方が増えており、嬉
しい結果となりました。
また
「食べたいメニューを具体的にお聞か
せください」という質問項目では、特に
「焼
きそば」
「ラーメン」
「うどん」
など麺料理のリ
クエストが多く寄せられました。麺料理の
新メニューを検討し 、皆様により一層喜ん
でいただけるように取り組んで参ります。

黒酢豚

棒々鶏風サラダ
中華スープ
御飯

デザート

今回の病院長おすすめ御膳は、人気メニューの中から土岐病
院長が選んだ酢豚をメインにした中華御膳を8月25日に提供し
ました。普段は使用していない黒酢を用いて、いつもとひと味
違った酢豚を楽しんでいただきました。デザートは幾度も試作
を重ね、一般治療食ではカラフルなタピオカをのせたココナッ
ツプリン、特別治療食では色とりどりの果物をのせた台湾スイー
ツの豆花（トウファ）を提供しました。どちらも初めての提供で、
お口に合うか不安でしたが「濃厚でおいしかった」「デザートが
珍しくて嬉しかった」など嬉しい声をいただきました。

の診察を行い、痛みの原因に

応じてセンターに所属してい

るペインクリニック、脳神経

外科、整形外科、神経内科・

脳卒中科、リハビリテーショ

ン部、神経科・精神科での検

査や治療につなげています。

各診療科等が参加するカンフ

ァレンスを月１回行い、患者

さんの治療方針の検討も行っ

ています。また、集学的な治

療が必要と考えられる難治性

の痛みを持つ患者さんについ

ては、ペインクリニック専門

医と痛みの治療に精通した理

学療法士、臨床心理士、看護

師が共同して診療を行い、少

しでも生活の質が改善するよ

痛みの治療に精通したさまざまな職種が集まる集学的診療チームカンファレンス

丁度良い

やや
軟らかい

人であ

％以上
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～夏の中華御膳～

7％

下垂体疾患、甲状腺・副甲状 ７ 人、甲 状 腺 疾 患

腺疾患、副腎疾患、骨粗鬆症 り、これらの疾患で

などの内分泌疾患を診察して を占めております。病棟医長、

名にて、大学病院なら

おります。当科の領域は極め 統括医、指導医、主治医等総

の大きな違いとして、原発性

して日々心がけて診療に従事 を行っています。市中病院と

しております。

２０２０年度の外来患者は アルドステロン症、クッシン

約３４００人、延べ４０１４ グ症候群や先端巨大症など内

６人が通院されています。頸 分泌疾患の入院が多いことが

人と多数の

動脈や甲状腺エコーなどの検 挙げられます。また、当科の

〜

査に加え、インスリンポンプ 特徴として、周術期の血糖管

など１型糖尿病に特化した外 理など毎日

専門医育成にも注力

来、糖尿病合併症外来や糖尿 共観患者も担当しています。

病ケア・看護外来などユニー

クな診療も展開しています。

90

様々な「痛み」を
集学的に診断・治療

うに週１回の集学的診療チー

療に取り組んでいます。大阪

名、内分泌代謝

府はもとより、全国の痛みに

動画 3

動画で病院見学会

現在、当科全体としては糖

本院の疼痛医療センターは厚

苦しむ患者さんに少しでも貢

動画 2

また、２０１２年より医師・

生労働省政策研究班より診療

献できるよう、診療体制を今

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

管理栄養士・看護師のチーム 尿病専門医

疼痛医療センターは、難治

体制が最も整っている集学的

後もさらに充実させていきた

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

硬い

70
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グラフ 82％

2020年
やや
硬い

ムカンファレンスで診察結果

性の痛みに苦しむ患者さんの

痛みセンターＡに認定されて

いと考えています。

阪大病院医学研究奨学金についてのお問い合わせ

3％
2％ 4％

29

機関として各都道府県に痛み

透析予防指導の１つである栄 満症専門医２名を有しており

診断と治療を集学的に行う連

います。痛みセンターでは、

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

医療情報銀行の
ご紹介

2％

センターの設置を進めており、 や治療目標を共有しながら治

養指導については患者さんに ます。専門医育成は、本院の

携診療部門として、全国に先

治療の難しい痛みを抱える患

大阪大学医学部附属病院教育研究支援課総括係

73％
丁度良い

主食の炊き方

12

疼痛医療センター

１階の栄養相談室へ移動して みならず連携病院での診療の

駆けて平成 （２００６）年に

詳しくはこちら

動画1

～特別治療食～

18％

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。

新型コロナウイルス
感染症対策について

病院食アンケート 結果報告
2％ 1％
1％
5％

阪大病院医学研究奨学金
へのご寄附のお願い

動画はこちら

各診療科等が月１回集まって治療
方針の検討を行う

名、甲状腺専門医５

いただく必要がありました。 ベースアップに繋がるもので

開設されました。国民生活基

がん相談支援室では、今年度
「治療を乗り切るセルフケア力
を高める」をテーマにがんサロンをオンラインで開催していま
す。
9月21日には院内外の薬剤師にどのような相談ができるか
について講演を行いました。終了後のアンケートでは
「具体的
な薬剤師外来の利用方法を知ることができて良かった」とのお
声をいただきました。

による糖尿病透析予防指導を 専門医

２０１８年に当科外来に近接 あり、また、将来の人材育成

者さんに対して医師だけでな

「第18回 阪大病院がんサロン」
を開催しました。

18

開始しました。当初、糖尿病 名、動脈硬化専門医２名、肥

して糖尿病センターが開設さ のため学生教育・実習にもと

く複数の医療従事者が共同し

て患者さんの評価や治療を行

礎調査において非常に多くの

生活していることが明らかに

本院の疼痛医療センターで

うことが求められています。

方が慢性の痛みを抱えながら

されています。また、慢性の

大学の講座診療科教室とし

痛みは生活の質の低下や経済

れたため、糖尿病透析予防指 ても力を入れています。

ようになり、患者さんの利便 て研究にも大きな力を注ぎ、

導は本センターで完結できる

毎年、関連学会で若手の医師

２０２０年度の入院患者は 達中心に若手研究奨励賞など

このたび、小児医療センターでは、お子さまを亡くされたご
家族からのお声にお応えして、様々なグリーフ・シェアリング
の場を育んでいけますよう
「たんぽぽっこの会」
HPを開設し、
専用の相談窓口も設置しました。今後、イベント等についても
ご案内予定です。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。

性も向上しております。

https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/home/pediatricc/cmc/tanpopokkonokai/

は、窓口となる麻酔科ペイン

「たんぽぽっこの会」
ホームページ開設
のお知らせ

クリニック外来にて専門医が

多職種チームによるグリーフケア │小児医療センター

的損失に大きく関わっている

TOPICS

ことから、厚生労働省は難治

ミニ・ニュース

PHOTO

１８４９人で、内訳は、糖尿 多くの受賞を果たしており、

ホ ス ピ タ ル

病 １５４３人、間脳下垂体疾 今後も医学・医療への有益な

新型コロナウイルス感染症対策のため、
２年連続で市民見学会
の開催を見送ることになりました。そこで、見学会に代わる新企
画として本院職員が撮影した動画を順次公開していくことにい
たしました。普段はなかなか見る事が出来ない本院の裏側や取
り組みを担当者による解説などで紹介いたしますので、少しで
も多くの方々に知っていただければ幸いです。
第１弾として、手術で摘出した臓器などを標本化し顕微鏡で
どんな病気か最終診断するまでの流れが分かる「病理部編」と、
専用の設備を使って院内のベッドを洗浄する工程をお見せする
「ベッド丸洗い編」を公開しました。本ページ左下のＱＲコード
よりぜひご覧ください（本院公式ホームページの「広報」
からもご
覧いただけます）。

時間をかけて丁寧に患者さん

洗浄
完了

洗浄中

性の痛みを治療する高次医療

洗浄前

患 １２３人、副腎疾患 １１ 発信をしていく所存です。

ベッド丸洗い編

糖 尿 病・内 分 泌・
代謝内科

病院見学会

当科は、糖尿病をはじめ脂

動画で

質異常症、高血圧症、肥満症、 て幅広く、「全身を診る科」、 勢約

領域広く
「全身診る科」

市民見学会に代わる新企画
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痛風などの代謝性疾患、間脳 「患者さんに寄り添う医師」と ではのきめ細やかな入院診療
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