80

60

中枢神経
（脳卒中）12%

クラッシュ症候群

外傷 30%

850 症例
循環器 16%

熱傷 1%
中毒 4%
その他の外因 1%

ンターができましたの
府内ネットワークの要
で妊婦の救命が優先さ
救急医療が危機に瀕 とにもしています︒
れるときには連携して︑
していますが︑大阪府
さらに︑阪大病院に 産科救急も行っていま
でも﹁まもってＮＥＴ﹂ 総合周産期母子医療セ す︒
という府内の救命救急
センターをネットワー
ドクターヘリ配備 年
クしてできるだけ早く
患者さんを搬送できる
重症
︵傷︶者 に 対 し
体制を整えています︒ て︑救急現場から医師
センターは重症患者さ と看護師による早期治
んを救命する 次救急 療が可能となるドクタ
のコーディネート役を ーヘリが昨年 月に阪
務め︑空き病床があれ 大病院に配備されまし
ばセンターでも受け入 た︒運航開始から今年
れるようにしています︒
月末までの出動回数
また︑重症度が低い
は 回で 人を搬送し
次救急の患者さんも余 ました︒
裕があれば収容するこ
内訳は現場に出動し
て診療したのが 人︑
病院間の搬送が 人で
した︒配備当初に予想
していた出動回数の
分の 程度でしたが︑
実際に現場で診療を
まだ消防機関がドクタ
ーヘリ要請の判断に習 行った症例のうち 例
熟していないことなど を府内の救急医らで検
が理由として考えられ 証しました︒その結果
は 例︵交 通 事 故 で の
ています︒
74

1

に認可
院

病

重症 例︑心臓疾患
例︶
が医師の現場での
早急な治療とその後の
病院への迅速な搬送に
よって救命効果︑機能
予後改善効果が認めら
れ︑非常に有効だった
との判断でした︒
課題も浮き彫りにな
ってきました︒都市部
ではヘリの着陸場所が
現場近くに確保できな
いことがあります︒ま
た︑ヘリには医師 人
とフライトナースと呼
ばれる看護師 人しか
乗れませんので︑現場
での治療に限界がある
ことです︒さらに︑現
場での治療をどこまで
すべきなのかの判断も
難しい問題です︒早急
に病院に搬送したほう
がさまざまな治療がで
きますので︑どちらが
優先されるべきかも今
後の課題といえます︒
フライトナースの重
要性も明らかになって

1

きました︒センターで
は多くの看護師がいま
すので︑役割分担が決
まっています︒しかし︑
フライトナースは 人
ですべてをしないとい
けません︒現場でどの
ような医療器具が必要
なのかを医師と相談し
ながらフライト中に準
備します︒現場では家
族︑消防隊員や警察な
ど関係者から事故の状
況︑症状など治療に必
要な情報を収集し︑医
師の補助もしなければ
なりません︒看護の能
力だけでなく︑コミュ
ニケーション能力も非
常に重要なことがわか
りました︒
これまでの経験を生
かし︑ドクターヘリの
運用をさらに充実させ
るとともに︑搭乗する
医師や看護師の教育に
も力を入れ︑一刻を争
う救命活動をサポート
していきます︒

1

臓病に関する治療のレ
ベルアップを図ってい
ます︒医療機関からの
専門的な相談にも応じ
ています︒
特に100万人とい
われるC型肝炎の患者
さんは︑肝硬変から肝
臓がんへと進行するこ
とが懸念されます︒イ
ンターフェロンとリバビ
リンという薬の併用療
法でかなり治るように
なっているのですが︑ま
だ︑治療を受けておら
れない患者さんも多く︑
先端治療を知らない開
業医の先生もいらっし
ゃいます︒検査でC型
肝炎が陽性の方は気軽
にご相談ください︒

1

1

消化器内科
（専門医受診）

震災で問題になった倒
壊物などに足などを挟
まれて筋肉がダメージ
を受けるクラッシュ症
候群についても︑クラ
ッシュ症候群を再現で
きるモデルラットがで
き︑効果のある薬の探
索も進行しています︒
このように大規模な事
故や自然災害にも対応
できるように重症な外
傷に関する治療法の開
発には力を入れていま
す︒
また︑集中治療室に
おけるMRSAや多剤
耐性緑膿菌などによる
感染症は救命の支障に
なっています︒どのよ
うにすれば減らすこと
ができるかなどの調査
を行い︑患者さんに接
する際にディスポーザ
ブルのエプロン︑手袋
を着用するなどを徹底
して︑院内感染の発生
率が低下︑治療レベル
がアップしています︒

肝疾患連携拠点

3

20

4

また︑一般の人だけ 新治療に関する公開講
でなく開業医の先生ら 演会や医療従事者向け
も対象とした肝炎の最 の研修なども行い︑肝

かかりつけ医

3

疾患相談支援センター
を設置して主に肝臓の
病気に関する質問を受
け付けています︒セン
ターでは専門医が相談
を受け︑肝炎治療に対
する医療助成︑専門医
療機関の紹介などを行
っています︒

相談支援センター
（相談）

2

阪大病院は昨年から一般の府民だけでなく︑開業医など医療機関
を対象に肝炎など肝臓病に関する相談を受けたり︑情報を提供した
りする肝疾患診療連携拠点病院として大阪府から認可されました︒

だけでなく︑すい臓︑
胆のう︑胆管などの病
気についてもレベルの
高い治療を行っていま
す︒これらの実績が認
められて拠点病院とな
りました︒
拠点病院になってか
ら︑消化器内科内に肝

1

患者
( 検診陽性者 )

5

肝疾患治療支援ネットワーク

3

トップレベルの肝炎治療
相談支援センターも設置
阪大病院の消化器内
科はC型︑B型肝炎の
治療では日本をリード
しており︑肝臓がんに
ついても先端的な治療
を行っています︒その
他の肝臓の病気につい
ても数多くの症例があ
ります︒さらに︑肝臓
消化器 8%
呼吸器 6%
内因 CPA 7%
その他の内因 6%

外因 CPA 2%

2008 年
その他の外因 1%

中枢神経
（脳卒中）18%
その他の内因 6%

保健医療福祉ネットワーク部
（診療予約）

低体温療法は適応でき
る症例とできない症例
がはっきりしてきまし
た︒この治療法は重症
頭部外傷の治療成績を
ずいぶん良くしたので
すが︑急激に脳が腫れ
てしまう症例では難し
かったのです︒センタ
ーでは急に脳が腫れる
メカニズムを研究し︑
その一部では脳の静脈
の流れが悪くなってい
ることがわかりました︒
高性能のCTが導入さ
れていますので︑静脈
の狭窄や詰まりがわか
れば︑頭蓋骨をはずす
などの方法で腫れに対
応でき︑救命できるよ
うになってきました︒

外因 CPA 3%

考えられます︒内因性
の病気の治療には関係
各科との連携が非常に
大切です︒外因性の傷
病︑特に交通事故や自
然災害による頭部外傷
の治療はセンターが中
心になって行うことが
多く︑新たな治療法の
開発にも積極的に取り
組んでいます︒

救命救急センター収容症例の傷病構成

また︑阪神・淡路大

内因 CPA 3%

外傷 38%

399 症例
消化器 13%

2000 年
循環器 12%
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高度救命救急センター

100

1

重症患者の
〝最後の砦〟

399 例

73

多 様な収 容 症 例に対 応

120

低体温療法

20

に脳卒中センターやハ
ートセンターがオープ
ンし︑その入り口とし
て機能しているからで
もあります︒

180

このセンターで開発
された脳の機能を守る

40

増える高齢者

850 例

2000 年：総入院数

年齢構成からみる
と︑従来は少なかった
歳代以上の高齢者が
急増しています︒これ
からますます高齢化社
会が進みますので︑さ
らに内因性の病気によ
る搬送が増えてくると

2008 年：総入院数

140
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〜
49
歳
30
〜
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〜
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〜
19
歳

〜

歳
0

熱傷 2%
中毒 4%
呼吸器 6%

阪大病院高度救命救急センターは交通事故や自然災害による大け
がや重症の脳卒中︑心筋梗塞など早急な救命治療が必要な人のため
の〝最後の砦〟として機能しています︒昨年からはドクターヘリも
配備され︑より迅速な対応ができるようになりました︒さらに︑救
急医療の危機が叫ばれるなか︑一人でも多くの命を救うために大阪
府内の救命センターをネットワークする要ともなっています︒

3

日本の救命救急医療のパイオニア
阪大病院が大阪市福
島区にあった時代には
特殊救急部という名称
で︑日本の 次救急医
療︑なかでも重度外傷
治療のパイオニアであ
りました︒現在地に移
転後の2000年に救
命救急センター指定と
なりました︒高度救命
救急センターの認可を
受けたのは翌2001
年です︒
収容される重症患者
さんが年々増加すると
ともに︑病気の種類や
年齢構成も変化してき
ました︒救命救急セン
ター指定当初には年間
400人 ほ ど で し た
が︑現在では850人
を超えるまでになって
きました︒病気の種類
も外傷や熱傷など外因
性の傷病が多かったの
ですが︑現在では脳卒
中や心筋梗塞などの内
因性の病気の方が多く
なりました︒阪大病院
160

60

入院症例の年齢構成
（人）

産科救急 1%
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は胃潰瘍や胃がんの原 画像を簡単に重ね合わ
因菌とされているヘリ せて参照することで病
コバクター・ピロリと 気の進行状況がよくわ
の関連が示唆され︑除 かります︒複数の場所
菌することにより治療 で同時に見ることで多
の効果が上がります︒ くの医師の意見を求め
さらに︑ステロイド療 られ︑より正確な診断
法や︑ステロイド療法 ができます︒
画像をコンピュータ
から離脱できない患者
さんには内視鏡による ー処理することにより︑
脾臓摘出手術で効果を 実際の人体に近い3D
上げています︒

8.4

画像を作成することが
でき︑手術のシミュレ
ーションが行え︑安全
性が高くなります︒デ
ィスプレイに映し出さ
れた平面画像や重ね合
わせ画像︑立体画像な
どを患者さんに見てい
ただくことでより病状
をわかりやすく説明す
ることができます︒

年

年

年

年

細胞を移植する治療法
も行っています︒
難治性の貧血である
特発性血小板減少性紫
斑病︵ITP︶や発作性
夜間血色素尿症︑血小
板無力症の病因や病態
解析を行い︑正確な診
断ができ治療法の開発
もしているために全国
から患者さんが紹介さ
れてきます︒特にITP

10.9

連携して化学療法後に
放射線治療を行い︑効
果を上げています︒ま
た︑患者さんができる
だけ社会生活に支障を
きたさないよう入院せ
ずに外来での化学療法
を積極的に取り入れて
います︒化学療法や放
射線療法では治りにく
い患者さんには自分の
末梢血から採取した幹

※ 圧縮前の値．実際は可逆圧縮のためデータ量は 1/2 〜 1/3.
※ 2000 年の時点で年間フィルム枚数約 21 万枚

年

年

年

年






画像診断の向上めざし
内視鏡など画像診断機
器が高機能となり画像
のデータ量も急増して
います︵グラフ参照︶︒
フィルムレスのメリ
ットは画像を焼き付け
る時間が省け︑臨床医
は撮影後すぐに画像を
見ることができます︒
診断の迅速化と患者さ
んの待ち時間の短縮に
もなります︒さらに︑
過去の画像や他の検査





















来年に完全フィルムレス化
ニターで見られるよう
にし︑画像データもそ
のまま保存できるフィ
ルムレス体制を整えて
きました︒医療の質を
上げ患者さんサービス
にも貢献しており︑来
年 月からは完全フィ
ルムレス化を目指しま
す︒
現代の医療に画像診
断は欠かせません︒そ
のためにCTやMRI︑

10

摺動部で人工関節がどのよ
うに劣化するのかを調べるの
は難しいのですが︑長年使っ
てきた人工関節を取り換える
際に取り除いた人工関節の摺
動部の材料の変形や変性を調
べたり︑動物実験によって調
べたりすることによって︑ど
のような力がかかり︑どのよ
うに劣化しているかが分析で
きます︒その分析結果によっ
て関節摺動部の状況がわかり︑
変形性の関節症の病態を解明
することにもつながります︒
菅野伸彦教授は﹁動きやす
く磨耗もしにくい高機能︑長
寿命の人工関節開発は超高齢
化社会にとっては重要な医学
的な課題です︒人工関節をテ
ーマに材料力学やコンピュー
ターを使ったモデリングや画
像解析など工学系技術を医学
に応用するバイオメディカル
エンジニアリング研究の拠点
として︑変形性関節症の患者
さんのQOL︵生活の質︶
を向
上させる人工関節と手術法の
開発を目指していきます﹂と︑
抱負を語っています︒

運動器医工学治療学講座を開設

高齢化社会になり変形性膝
関節症など関節の病気が増え︑
悪くなった関節を人工関節と
置き換える治療が行われてい
ます︒しかし︑人工関節が進
歩したとはいえ︑まだまだ人
間の関節には及びません︒医
学と工学が連携して次世代の
人工関節の研究︑開発を行う
とともに︑患者さんに負担が
少なく安全で精度の高いコン
ピューターを利用した手術法
を開発するため医学部に昨年
月から運動器医工学治療学
講座が開設されました︒
阪大病院の整形外科ではこ
れまでも医工連携によって人
工関節やコンピューター外科
などの領域で研究︑開発を行
ってきました︒本講座は人工
関節でももっとも重要な関節
が摺り合う部分
︵摺動部︶に重
点を置き︑新たな材料の開発
や︑人体に近く動きやすいデ
ザインを考案︑磨耗の少ない
埋め込み方︑コンピューター
支援による精度の高い置換手
術法の開発などを中心に行っ
ていきます︒

阪大病院では、健康増進法の施行を受けて既に建
物内禁煙を実施し、受動喫煙の防止についても一層
のご協力をお願いしています。
喫煙者のためにホスピタルパーク横に 1 カ所を喫
煙場所として設置していますが、いまだに喫煙場所
以外でたばこの吸い殻が落ちているのが現状です。
院内には、掲示などで建物内禁煙と喫煙場所をお
知らせしています。禁煙、受動喫煙防止への理解と
協力を重ねてお願いします。











4.8






4.4
3.8

ベッド数 1076 床
単位はテラバイト＝ＴＢ

血液・腫瘍内科の回診

CTや内視鏡など画
像診断装置の性能がア
ップして診断精度が飛
躍的に向上するのに伴
って画像データ量も増
加の一途をたどってい
ます︒阪大病院放射線
部ではこれまでのよう
に画像をフィルムに焼
き付けていてはデータ
保存が難しくなるため︑
2000年から外来︑
病棟とも画像を液晶モ

建物内禁煙にご協力を

15.4

2.5

より良い人工関節を

4 月 10 日、外来棟エントランスホールにおいて、
春のミニコンサートが行われました。今回は大阪大
学銀簫会のメンバーによる琴と尺八で日本古来のし
らべを聴かせていただきました。
「さくら、さくら」
など口ずさんでいただける曲もあり、短い時間でし
たが、患者さんや家族らが優しい琴と尺八の音色に
聴き入っておられました。

14.4

16
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ミニコンサートで春の調べ

大阪大学医学部の年間画像データ量

市民公開フォーラム「先端的がん診療シリーズ第
5 回」が 3 月 28 日、阪大病院で開催されました。
化学療法
（抗がん剤治療）
を側面から支援する薬剤
師の役割を門脇裕子病棟薬剤室長が、抗がん剤治療
中の食事については安井洋子栄養管理室長がそれぞ
れ講演。また、がんの治療に使われている健康食品
やサプリメントなどに詳しい伊藤壽記教授が「がん
に対する補完医療の意義と役割−統合医療に向け
て」のテーマでわかりやすく解説しました。
診察の時には聞けない話もあり、参加者は熱心に
聴き入っておられ、質疑応答も活発に行われました。

10

しているのかを判断し︑
医学的な根拠︵EBM︶
に基づいてその患者さ
んに合った治療法を選
択するのです︒
移植に関しては環境
の整った無菌室や移植
専門病棟があり︑移植
前後のケアを専門にす
る看護師も配置されて
います︒治療体制が整っ
ているために他病院か
らの難治性の患者さん
も受け入れています︒
万人に 人と言わ
れる悪性リンパ腫は必
要があれば放射線部と

がんをテーマに公開フォーラム盛況

ます︒
白血病と言ってもさ
まざまな病型がありま
すし︑種類も違います︒
また︑治療法も薬物療
法︑抗がん剤を使う化
学 療 法︑骨 髄 移 植
︵血
縁間︑骨髄バンク︶
︑末
梢血幹細胞移植︑さい
帯血移植があります︒
阪大病院では病型を確
定することはもちろん︑
白血病細胞の遺伝子レ
ベルでの解析などによ
って白血病の性格を調
べ︑どの治療法がもっ
ともその患者さんに適
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白血病、悪性リンパ腫 など
血液・腫瘍内科

阪大病院の血液・腫
瘍内科は白血病や悪性
リンパ腫などの造血器
悪性腫瘍や治りにくい
貧血について︑遺伝子
解析などによって病態
を正確につかみ的確な
治療を行うことによっ
て良好な成績を上げて
います︒また︑診断や
治療の難しい血液疾患
の診断や治療法の研究︑
開発にも力を入れてい

お気づきでしょうか ? 阪大病院外来棟 2 階小児
科外来受付のガラス窓全体に、季節ごとにかわいい
切り絵が飾られています。その季節にあったデザイ
ンで、3 月は桜が満開となった切り絵をボランティ
アの方々の協力で飾り付けました。待ち時間にも心
が和んでいただけるように、との思いで飾り付けて
おられます。

放射線部
心和むボランティアの飾り付け

的確な治療法提供
刀根山支援学校（阪大病院分教室）が作品展

10

病気を治療しながら
勉強している刀根山支
援学校阪大病院分教
室の小学生、中学生の
作品展が 1 月末から 2
月末まで院内で行われ
ました。作品展に向け
て製作した絵画などの
力作がたくさん出展されていました。保護者の方も
たくさん見学に来られ作品の前で記念撮影などをし
て楽しい時間を過ごしていました。
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