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阪大病院にがん治療の質の向上と専門医の育成を目的にしたオン
コロジーセンターが設立されて 年になります︒がん医療全般の質
と安全性がより高度になり︑今年 月には阪大病院が厚生労働省指
定地域がん診療連携拠点病院として承認されました︒センターが中
心となり︑地域のがん医療の充実にも力を入れていくことになりま
した︒
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心臓リハビリ 快適に

3

行っている市民公開フ
ォーラムはさらに充実
した内容で継続してい
きます︒
また︑これまで手紙
やファクスでしか受け
ていなかったがん相談
を﹁がん相談支援セン
ター﹂として︑電話で
の相談も受けるように
しました︒国立がんセ
ンターで研修を受けた
看護師と医療ソーシャ
ルワーカーが常駐して
患者さんやご家族︑が
んについて心配な方か
らの相談を受け付けて

います︒
通の診療方針としての 心臓への負担が大きく グアップのストレッチ
今年 月からはがん ﹁地域連携パス﹂を作成 なり回復が遅れること を行い血圧や心拍数を
緩和医療外来を開設し︑ します︒肺がん︑乳が になります︒早期にリ 計測して︑リハビリが
通院治療をしておられ ん︑胃がん︑大腸がん︑ ハビリを行うことによ 行える状態であれば︑
るがん患者さんに外来 肝臓がんと前立腺がん り︑体力の低下と筋肉 エルゴメーターと呼ば
でのがんによる痛みの について︑阪大病院内 の減少を食い止めるこ れる自転車こぎの機械
治療や精神的なケアを に小委員会を設置して とで︑退院時の生活の でペダルを踏んでいた
行うようにします︒
検討を始めています︒ 質を向上させることに だきます︒ペダルを踏
地域におけるがん診
野口眞三郎センター なり︑社会復帰も早く む強さは患者さんの状
療の充実を図るために 長は﹁拠点病院として できることになります︒ 態に応じて調整します︒
また︑心臓リハビリ
リハビリの最中は患
病診連携も強化します︒ 承認されたのでセンタ
阪大病院で治療を受け︑ ーが中心となり︑各診 のもう一つの長所は精 者さんに心電図の端子
退院された患者さんが 療科と協力して阪大病 神的に前向きになれる を付けていただき常に
地域の医療機関におい 院のがん医療がさらに ことです︒手術後でも 心臓の機能を医師がモ
て阪大病院で受けてい レベルアップするよう 運動ができるというこ ニターしています︒ま
るのと同様の外来治療 にしていきたい﹂と話 とで自信がつき︑病気 た︑理学療法士が﹁す
が受けられるように共 しています︒
と前向きに向き合うこ ごくしんどい﹂
﹁ちょっ
とができるのです︒
としんどい﹂などと書
海外の研究などから かれたパネルで患者さ
はバイパス手術後︑長 ん の し ん ど さ︵自 覚 強
を確認しています︒
期にリハビリを続けて 度︶
いると︑バイパスの再
リハビリ室は 階の
狭窄が起こりにくいこ 南側にあり︑アルゴメ
とが示唆されています︒ ーター 台と歩くトレ
また︑弁膜症の患者さ ーニングマシーン︑ト
んの社会復帰率が高ま レッドミル 台が置い
るとのデータもありま てあります︒南側に広
く窓が開いており万博
す︒
センターでは心臓血 公園の太陽の塔が間近
管外科︑循環器内科の に見え︑快適にリハビ
患者さんを対象に今春 リを楽しめます︒
心臓リハビリを 週
から本格的な心臓リハ
ビリを行っています︒ 間行っている患者さん
対象となる患者さんは は﹁手術後にこんな運
外科系では心臓バイパ 動ができるということ
ス手術や大動脈ステン で︑退院後の社会復帰
ト挿入をされた患者さ の自信につながります︒
んで︑手術後 日目か 景色もよく快適にリハ
ら︑内科系は心不全の ビリができます﹂と︑
患者さんが主になりま 心臓リハビリに満足し
す︒リハビリ中は常に ておられました︒
澤芳樹センター長は
医師︑看護師︑理学療
法士がついています︒ ﹁心臓リハビリ室ができ
事前に心臓リハビリ たことで︑循環器疾患
いると 日でさらに数
%ずつ落ちていくだけ が可能かどうかの検査 の患者さんにとって身
でなく︑筋肉も急激に を綿密に行い︑リハビ 体的にも精神的にもよ
減っていきます︒特に リが可能であると判断 り効果的なリハビリを
足のふくらはぎの筋肉 された患者さんに毎日 行うことにより︑早期
は﹁第二の心臓﹂とも 行っていただきます︒ に社会復帰ができるも
リ ハ ビ リ は 約 時 の と 期 待 し て い ま す﹂
呼ばれていますので︑
この筋肉がなくなると 間︒まず︑ウォーミン と話しています︒

よって︑体力の早期回
復︑心機能の回復を早
めたり改善したりする
効果をねらっています︒
特に心臓手術後の患
者さんの体力は手術前
の 〜 %までに落ち
ています︒安静にして
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オンコ ロ ジ ー セ ン タ ー

がん医療
がん
医療さらに
さらに充実
充実

9

ハートセンターに専用室
阪大病院のハートセ
ンターに心臓リハビリ
テーション室ができま
した︒心臓の手術後や
心不全の患者さんは安
静にしていなければい
けないと思われがちで
すが︑近年の研究から
手術後は早期に動けば
回復が早く︑心機能が
低下している人も運動
することによって機能
が改善することがわか
ってきました︒ハート
センターに入院してい
る患者さんが早期退院︑
早期社会復帰ができる
よう有効に活用してい
きたいと考えています︒
心臓リハビリは心筋
梗塞後の冠動脈バイパ
ス手術後や心不全を起
こしている患者さんに
軽い負荷をかけた運動
をしていただくことに

社会復帰早める効果
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地域がん診療連携拠点病院に
オンコロジーセンタ
ーは抗がん剤治療を専
門とする化学療法部︑
放射線治療部門と進行
したがん患者さんの苦
痛や精神面のケアをす
る緩和ケアチームから
構成されています︒が
んの治療はがんを切り
取ってしまう外科的な
手術療法のみならず抗

容態の変化などは担当
の看護師がきめ細かく
監視しています︒今後
さらに外来化学療法の
患者さんの増加が予想
されるために今年 月
に増床し 床となりま
した︒
これからのがん治療
においてますます化学
療法の役割は重要にな
ってきますが︑日本で
は化学療法を専門とす
る腫瘍内科医が少ない
のが現状です︒センタ
ーでは腫瘍内科医を養
成するために腫瘍内科
専門医コースを設け︑
毎年 〜 人を受け入
れ︑ 年間研修と研究
を行っています︒
一般の人たちにもが
んの予防︑診断︑治療
の最前線についてより
よく知っていただくた
めに市民公開フォーラ
ム﹁先端的がん診療シ
リーズ﹂を開いていま
す︒さらに︑地域の診
療所や病院の医師に対
するがん診療に関する
研修も行っていく予定
です︒
このようながん診療
への積極的な取り組み
が認められ︑今年 月
日に大阪府から豊能
二次医療圏
︵豊 中 市︑
吹田市︑池田市︑箕面
市︑豊 能 町︑能 勢 町︶
のがん診療の拠点とな
る地域がん診療連携拠
点病院として承認され
ました︒

月から がん緩和
医療外来スタート

4 3

オンコロジーセンタ
ーが中心となって拠点
病院としての機能を整
えていきます︒すでに

万博公園を眺めながら気持ちよく心臓リハビリができる
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がん剤や放射線を利用 療科とセンターとで合
した治療や︑進行した 同の検討会を開いて治
がんの患者さんには︑ 療方針を決めたり︑手
がんによる苦痛を和ら 術後の化学療法や放射
げる緩和医療という選 線治療︑緩和医療など
択もできるようになっ 診療科の枠を越えて実
てきました︒
施しています︒
オンコロジーセンタ
化学療法外来に
ー発足後は患者さんに
年間6000人
もっとも適した治療を
行うために︑担当の診
また︑これからのが
ん治療で重要な役割を
果たす化学療法部にお
いては︑退院後に化学
療法を受けられる外来
患者さんのために担当
の診療科の外来ではな
く︑抗がん剤治療の専
門家の診察を受けるこ
とのできる化学療法外
来を昨年秋に開設しま
した︒化学療法外来は
まだ小規模ですが︑今
後拡充したいと考えて
います︒
化学療法部には年間
延べ6000人の患者
さんが通院で化学療法
を受けに来られていま
す︒抗がん剤の調整は
薬剤部の専門家が行い︑
誤投与の防止や抗がん
剤の血管からの漏れの
チェック︑患者さんの
年間延べ 6000 人もの患者さんが利用する
外来化学療法室

1
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1
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TEL／06-6879-5021
住所／〒565-0871大阪府吹田市山田丘2-15
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もその対応が違います︒
体も精神も発達︑成長
段階にあるということ
です︒現在の病気を治
すことも大切ですが︑
その子どもの 年︑
年後のことを考えて治
療をしていかなければ
なりません︒
特に腎臓病などの難
治性の慢性疾患や子ど
もに特有の病気で他の
診療科では対応の難し
い病気は子どものとき
だけではなく大人にな
ってからも小児科がフ
ォローすることになり

てきます︒メタボリッ れません︒小児科では
クシンドロームの子ど ﹁親と子の発達相談﹂外
もも現れています︒ま 来や睡眠外来を設け︑
た︑親の偏食や栄養バ 医師だけでなく臨床心
ランスの偏りから﹁く 理士などとともに子ど
る病﹂など昔の病気と もだけでなく保護者の
思われていた病気もあ 方のカウンセリングも
ります︒
行っています︒
教育の現場でも問題
入院される子どもの
に な っ て い る 多 動 や アメニティも考慮し︑
LD︵学 習 障 害︶
な ど 小児病棟は小児医療セ
の発達障害や眠れない ンターとし︑快適性と安
睡眠障害も時代の病気 全性を確保して︑昨年
といってもいいかもし 生まれかわりました︒

副作用なく安心で安全

自己血輸血を推進

ます︒小児白血病や脳
腫瘍などの小児がんで
は病気を治すだけでな
く︑保護者の精神的な
サポートも必要となっ
てきます︒
社会の変化に伴って
子どもの病気も変化し
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阪大病院の輸血部で ︵輸血用製剤︶
は約 万 血液センターから購入
︵ 単位は しています︒
は手術の際などの安全 7000単位
です︒赤血球
血液センターからの
性を確保するために輸 200㏄ ︶
血血液の十分な量を確 製剤などは日本赤十字 血液製剤の安全性は非
保し提供できるよう適
切に管理しています︒
また︑患者さんが安心
して輸血を受けられる
ように自己血の輸血を
積極的に行っています︒
阪大病院で 年間に
使用される赤血球製剤

常に高くなっており︑
輸血後肝炎のリスクも
ほとんどなくなりまし
た︒しかし︑血液型は
合っているにもかかわ
らず︑輸血の血液によ
って輸血後のじんまし
んや発熱など副作用が
起こることはあります︒
輸血部では患者さん
にできるだけ副作用が
起こらず︑安心して輸
血を受けていただける
自己血輸血を勧めてい
ます︒自己血輸血は手
術前に患者さんから血
液を採取して保存して
おき︑必要なときに使
用する方法です︒
回に採血できる量
は献血と同じ400㏄
です︒血液センターか
ら購入した赤血球製剤
の有効期間は採血後
日間ですが︑自己血で
すと 日間の保存がで
きますので︑手術まで
に 回採血することが
でき︑計1200㏄ の
輸血用血液が確保でき
ます︒
手術前に採血できる

8

病院食は治療の一環 !?

面からできるだけ輸血
部で行うようにしてい
ます︒昨年はほぼ全例
輸血部で採血していま
す︒
現在︑自己血輸血は
全体の 割程度です

が︑献血者の減少で血
液の確保が難しくなる
ことも予想されるうえ︑
輸血の安全性確保と患
者さんの安心のために
さらに増やしていきた
いと考えています︒

識されていました︒その中
の約 割の方が︑退院後も
自宅で病院の食事を参考に
しようと思われています︒
献立︵メニュー︶︑味付け︑
野菜の量を参考にしたいと
いう意見がありました︒
特別治療食では︑ %の
方が治療の一環であると認
識されていました︒また︑
約 割もの方が︑退院後も
病院の食事を参考にしよう
と思われており︑食事療法
の必要性を認識されている
と感じています︒今回の調
査で阪大病院の食事は︑治
療・疾病回復を図るだけで
なく︑
﹃家庭での食生活およ
び食事療法の参考﹄という
食育本来の目的を実行でき
ていることを再認識するこ
とができました︒

やや満足 24％

7

さんの状態をチェック
して採血が可能かどう
かを見極めます︒
自己血の採血はこれ
まで各診療科で行うこ
とが多かったのですが︑
細菌感染など安全性の

栄養マネジメント部では︑
入院患者さんを対象に食事
に関するアンケートを実施
しました︒回収率は︑一般
治 療 食 %︑特 別 治 療 食
%でした︒主食について
は 割以上︑おかずは 割
以上の方から︑普通以上の
評価をいただきました︒ま
た︑満足度に関しても︑前
回
︵昨年︶の結果よりポイン
トが上昇し︑一般治療食︑
特別治療食ともに 割以上
の方に普通以上の高い評価
をいただきました︒
今回は﹃病院の食事は治
療の一環であると思います
か ﹄という項目を加え︑
患者さんの病院食に対する
意識調査も行いました︒
一般治療食では︑ %の
方が治療の一環であると認
61

のは年齢には関係なく︑
貧血がなく比較的元気
な患者さんです︒例え
ば変形性膝関節症や子
宮がんや前立腺がんな
どの患者さんが対象に
なります︒事前に患者

21

子どもの多様な症例に手厚い治療

インフルエンザなどの
感染症や糖尿病など大
人と同じ病気から先天
性の心臓病︑発育︑発
達障害や小児がんなど
の子ども特有の病気ま
で多岐にわたっていま
す︒しかし︑病名が大
人と同じ病気であって

の提供をよろしくお願いい

顔のため︑遊びとユーモア

今後とも︑子どもたちの笑

問をしていただいています︒

昨年度より月１回の定期訪

ない派遣先の一つとして︑

院小児医療センターも数少

病院へ派遣しています︒本

がクリニクラウンを養成し︑

は日本クリニクラウン協会

10

大人になっても欠かせぬフォロー

子どもの病気は多様
なだけに適切な対応が
求められます︒阪大病
院小児科はあらゆる病
気に最適な治療ができ
るようにそれぞれの病
気の専門家を養成し︑
臨床だけでなく新たな
治療法を開発するなど
研究面にも力を入れて
います︒子どもの病気
は社会の状況ともリン
クしており︑現在では︑
発達障害など精神︑心
理面での診療にも重点
をおいています︒
小児科が診る病気は

毎月第３水曜日の昼下が
り︑小児医療センターの廊
下には軽やかな楽器の音色
リニクラウンたちがやって

とともに︑赤鼻をつけたク
きます︒最初はキョトンと
していた子どもたちにも素
敵な笑顔がはじけます︒個
室にいる子どもたちからも

ません︒あくまでも病気の

クラウン
︵道化師︶
ではあり

クリニクラウンは単なる

歓声があがります︒

子どもが安らげるように
イラストが描かれた病室

たします︒

FAX 06
（6879）
5019
E-mail：ibyousoumukouhyo@ns.jim.osaka-u.ac.jp

やや満足 18％

普通
28％

はい 94％

1

はがき、FAX または電子メールで氏名、
性別、年齢、住所、電話番号を記入のう
え申し込み願います。申し込みいただい
た方に、後日決定通知にてお知らせします。

普通 32％

満足 35％

9月4日
（金）
まで

申込方法

満足 31％

募集期限

やや不満 9％

15 人 （先着順）

やや不満 13％

募集人員
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9

?

いいえ 6％

無回答 1％

不満 3％

（一般治療食・特別治療食）

特別治療食

一般治療食

10 月 2 日
（金）
14 時〜16 時 30 分

不満 6％

実施日時

皆様の笑顔を求めて Vol.4

栄養
マネジメント部

1

35

病院食は治療の一環だと
思いますか？

一般市民
（成人、個人）

当院の食事に満足されていますか？

対 象 者

8

94

阪大病院では、大学病院を広く市民の皆様に知っ
ていただくために、病院見学会を下記のとおり実施
します。
皆様が大学病院というものについて気付かない点、
また、普段見ることのできない場所など、新しい発
見に出会えるかもしれません。この機会に一度ご覧
になってみませんか。お気軽にご参加ください。

副作用を起こさない自己血輸血

院内学級の大運
動会が 6 月 19 日に
小児医療センター
デイルームで行わ
れました。スーパ
ーマンキングとド
ラゴンペガサスの
チーム対戦で、最
後のパターゴルフ
まで、ハラハラドキドキの大接戦でした。
今年も病室にいる子どもたちとテレビ会議システ
ムを使って、デイルームとベッドサイドをつないで
競技を行いました。最終得点はベッドサイドの子ど
もの点数を加え、
「ドラゴンペガサス」チームが優
勝し、楽しい大運動会となりました。

1

94

お問い合わせは、同広報評価係
06
（6879）
5020・5021 へ。

子どもたち︑特に入院生活
を送っている子どもたちが
主役で︑遊びや会話を通し
て双方向のコミュニケーシ
ョンを育み︑心地よく療養
生活を送れるように手助け
をするのです︒子どもたち
皆が体調万全とはいきませ
ん︒訪問前には︑医療スタ
ッフと病状や心理状態を綿
密に打ち合わせます︒
クリニクラウンの発祥の

院内学級大運動会
ハラハラドキドキ

1

小児科
地はオランダです︒日本で

阪大病院を見学してみませんか

1

恒例の七夕コン
サ ー ト が7月7日
に開催されまし
た。幕開けのジャ
グリングサークル
の曲芸では、ボー
ルなどを巧みに操
る、軽やかなパフ
ォーマンスに患者
の皆さんは魅せられ、ボールを落としても温かい声
援の拍手や笑い声も出て和やかな雰囲気でした。第
2 部はアカペラ 2 グループによるさわやかな歌声と、
元気になる楽しい曲を披露していただき、入院生活
に安らぎを与えていただきました。

3

輸血部
七夕コンサート
入院生活に安らぎ
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〒 565-0871 吹田市山田丘 2‒15
大阪大学医学部附属病院
総務課広報評価係

送 付 先

素

クリニクラウン
の
元気
子どもたちの
笑顔のために
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