インフルエンザ

診される方は直接︑病
院へ来るのではなくま
ずは電話で症状を伝え
て︑担当者の指示に従
ってください︒

お見舞いにも注意を

!

保健医療福祉ネット
ワーク部は︑地域医療
機関との連携強化と患
者サービスの充実を目
指して2001年に設
置されました︒
予約業務では︑地域
の医療機関から患者さ
んの紹介を受け︑外来

の診療予約の受付を行
ってきました︒予約件
数は年々飛躍的に増加
し︑昨 年 に は 年 間
9828件と全国の国
立大学病院の中でも屈
指の予約件数となって
います︒増加に伴い予
約業務をスムーズに行

保健医療福祉
ネットワーク部

外出から家に帰った ることなく治ります︒
阪大病院にはインフ
新型インフルエンザ
ルエンザに感染すると ら手洗いとうがいは必 乳幼児や小児︑高齢者 を不安に考えることは
重症化しやすいぜんそ ずすることです︒せき は肺炎になりやすいの ありません︒だれもが
くなど呼吸器系の病気︑ が出るときにはつばな で︑特に早急な対応が 免疫を持っていないの
糖尿病や人工透析を受 どが飛散しないように 必要です︒
で感染しやすいだけで
けておられる患者さん マスクをしてください︒ 特に呼吸が荒くなっ す︒季節性のインフル
や妊婦さんが外来に来 マスクをしていなくて︑ たり︑浅く早い呼吸に エンザ予防と同様の対
られます︒また︑臓器 せきがでるときにはハ なったり︑血圧が下が 応をしていればそれほ
移植を行っていますの ンカチやティッシュで ったり︑血痰などが出 ど心配することはあり
で免疫抑制剤を服用し 口を覆ったり︑相手に たら重症化の前兆です ません︒バランスのと
て免疫力が低下してい 直接つばなどがかかっ のでいち早く設備の整 れた食事をして体力を
る患者さんもおられま たりしないようにする った医療機関に行くこ つけ︑十分な睡眠︑休
す︒入院患者さんも病 ﹁せきエチケット﹂を守 とです︒
養をとることでかなり
気にかかわらず感染す ってください︒
阪大病院でもそのよ 感染を防ぐことができ︑
感染してしまったら うな患者さんは早急に 感染しても軽い症状で
れば重症化するリスク
が高いといえます︒そ できるだけ早く医療機 入院していただきます︒ 済みます︒
れだけに職員はもちろ 関で診てもらってくだ 他の患者さんに感染し
重ねてお願いします
んのこと︑病院に来ら さい︒新型インフルエ ないように個室への入 が︑阪大病院に来られ
れる方にも患者さんに ンザは季節性インフル 院になります︒事前に るときには他の患者さ
感染させないように気 エンザと同様に一般の 電話していただければ んにうつさないように うことが難しくなって
を付けていただきたい 人はほとんど重症化す 迅速に対応します︒
十分注意してください︒ きたので︑このたび︑
のです︒
院内での運用システム
を見直すとともに人員
を増員し︑効率的に業
感染を防ぐ対策は？
務ができるように改善
しました︒
一 方︑退 院 支 援 で
は︑退院が近づいた患
者さんに対して︑在宅
療養が必要な場合は︑
患者さんが自宅で安心
して生活できるように
在宅医・訪問看護師・
ケアマネジャー等と調
整を行っています︒ま
た︑転院が必要な場合
さて︑一般的なイン
フルエンザ予防対策で
す︒インフルエンザは
飛沫感染です︒くしゃ
みやせきによってウイ
ルスが飛散して感染し
ます︒感染した人から
㍍以上離れていれば
うつる確率は非常に低
くなります︒
小学生や中高校生の
間で感染者が多いのは
教室などで児童︑生徒
の密度が高いからです︒
また︑通勤や通学でも
隣との間隔を ㍍も離
すことが不可能です︒
ワクチンの投与も始
まりましたので︑重症
化する可能性の高い人
は必ず受けることを勧
めます︒健康な人もワ
クチンを投与すること
で感染しても症状が重
症になることは防ぐこ
とができます︒

利用機関数

外来予約受付件数

1041

900

3224

1859

2080

9828

8444
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2007
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2005

小児医療センターと
連携し︑小児虐待につ
いてもこども家庭セン
ターと連絡調整を行っ
ています︒また︑高度
救命救急センターから
も退院調整を必要とさ
れることが多く︑出来
る限り迅速に対応して
います︒
地域連携の需要が高
まっているなか︑引き
続き効率的に業務を遂
行していけるようシス
テム改善・向上を目指
していきます︒

小児虐待・救命
救急にも対応

は︑患者さん︑ご家族
のご要望もお聞きしな
がら各医療機関と連携
を取って医療の継続が
できるよう調整してい
ます︒支援件数も昨年
は年間500件近くと
なり︑年々増加傾向に
あります︒医療ソーシ
ャルワーカー・看護師
をそれぞれ増員し︑対
応できる体制づくりに
努めています︒

4478

2004

2008

2007

2006

2005

2004

1505

6875

地域医療との連携を図る保健医療福祉ネットワーク部

せきが出ていたり︑の
どが痛いなどの症状が
あれば︑外来受付に行
かずに総合案内で症状
を告げてください︒イ
ンフルエンザの疑いが
強いときには︑他の患
者さんとは別の診察室
で受診していただくこ
とになります︒

病院入り口には消毒液も設置しているのでご利用を

お見舞いに来られる
方も注意していただき
たいと思います︒来ら
れたときには見舞われ
る前に正面玄関などに
消毒液を置いてありま
すので︑手の消毒をし
てください︒患者さん
に感染させるリスクが
下がります︒家族など
近くにインフルエンザ
に感染した人がいると
きにはできるだけお見
舞いに来るのを控えて
ください︒
なぜ︑これほどまで
に病院に来られる方に
新型インフルエンザが感染のピークを迎えつつあります︒季
注意を促すのでしょう
節性インフルエンザも流行期に入ってきました︒阪大病院には
か︒インフルエンザが
感染すると重症化するリスクの高い基礎疾患のある患者さんが
これほど流行してしま
通院︑入院しておられますので︑予防には細心の注意が必要で
っている状況ではだれ
す︒阪大病院に受診やお見舞いに来られる方はどのようなこと
でもが感染する危険性
に気を付けなければいけないのでしょうか︒
があります︒症状がな
くても感染しているこ
まずは電話で
来院者は総合案内へ
とがありますので︑院
また︑電話をせずに 内の患者さんにうつし
直接︑来院された患者 てしまっては大変なこ
さんで発熱があったり︑ とになります︒

新型 & 季節性

インフルエンザに感
染してしまったと思わ
れる人で阪大病院を受

2

院内感染予防に
ご協力を ！
住所／〒565-0871大阪府吹田市山田丘2-15 TEL／06-6879-5021
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地域医療機関との連携

予約業務、退院支援ともに充実

地域医療機関からの外来予約受付件数と
利用機関数の推移（2004〜2008 年）
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患者さんの命支える
細心のチームワーク

お問い合わせ
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B1

〒 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内
市民公開フォーラム係

清潔にしなければなり
ません︒医療廃棄物の
管理も厳重にしないと
いけません︒これらの
業務は清掃を担当する
人たちが縁の下の力持
ちとして支えています︒
このように手術部の
多くの人たちの細心の
チームワークによって
手術治療が円滑に運ば
れているのです︒

※申し込みされた方の個人情報は参加に伴う連絡の回答のみに使用します。

が清潔に保たれている
必要があります︒手術
に使用された器具は材
料部や手術部の人たち
が 点 検・洗 浄・滅 菌
し︑別の手術に使うた
めに再び手術室に運ば
れてくるのです︒
阪大病院では 日に
同じ手術室で何度も手
術をしますので︑ 分
ほどで後片付けをして

申し込み方法 往復はがき（1 通につき 1 名）に必要事項（氏名、
住所）
をご記入のうえ、11 月 20 日（金）
必着で、下記へお申し
込みください。ご参加いただける方には参加票（返信はがき）
を送付いたします。

手術室には人工心肺
などさまざまな医療機
器があります︒それら
が正常に動かないと大
変なことになります︒
臨床工学技士がメンテ
ナンスをし︑手術中も
機器に異常がないか管
理しています︒
目には見えません
が︑手術の安全を確保
するためには手術器具

（4）質問コーナー

いかなどの点検も医師
らと協力して行います︒
麻酔をかけたり︑呼
吸を管理したりするの
は麻酔科医が担当しま
す︒常にモニターで心
拍数や呼吸に異常がな
いかなどをチェックし
ており︑患者さんの手
術中の命を預かってい
るといっても過言では
ありません︒

（1）分子標的薬の進歩（血液腫瘍を中心に）
化学療法部 部長
水木 満佐央

メタボレスメニュー

講演内容

B1

はがきの送付先

いん

（2）
がん患者さんが利用できる社会資源について
保健医療福祉ネットワーク部
医療ソーシャルワーカー 福森 優司

うことがよくありまし 少ない治療を行ってい たちの診療科のモット 活の質を第一に考えて
た︒しかし︑現在では ます︒
ーは機能改善︑機能温 診療に当たっています﹂
抗がん剤を使った化学
猪原秀典教授は﹁私 存です︒患者さんの生 と話しています︒
療法や放射線療法を駆
使したがんの治療法を
晩秋 を味わう 豚ヒレ︑ウナギ でメタボレスメニュー
主にして︑声を失わな
を提供しています︒
栄養マネジメント部
いようにしています︒
毎月︑阪大病院の管
また︑再発しても喉頭
理栄養士とリーガロイ
を温存するような手術
ヤルホテルのシェフと
をしたり︑食べ物を飲
のコラボレーション
み込む機能も失わない
︵共同開発︶で新たなメ
ように工夫しています︒
ニューが作られていま
舌がんにおいても切
す︒〝メタボレスメニ
除した部分の再建手術
ュー〟の名付けは︑内
を行い︑機能を損なわ
分泌・代謝内科︑下村
ないようにしています︒
伊一郎教授です︒
難聴に関しても︑子
月は︑ご飯がおい
どもの先天的な難聴で
しい季節ですが︑ご飯
は積極的に人工内耳の
︵糖質︶をエネルギーに
手術を行い︑機能を改
変えるにはビタミン
善して健康な子どもと
が必要です︒この が
同じように生活できる
食べることも︑温か こぼれます︒食べるっ 欠乏すると手足の先の
ようにしています︒
なこころを育てるひと てすごいですね︒しか しびれ︑疲労感︑集中
また︑副鼻腔炎
つであることを︑ご存 し︑食べ物には体をよ 力の低下などの症状に
︵蓄膿
り よ い 状 態 に す る も 続いて脚気に至る可能
じでしょうか︒
症︶
の治療では患者さん
に負担の少ない内視鏡
忙しい日々やへこん の︑癒やすものもあれ 性があります︒そこで
を使った手術を積極的
含有が多い豚ヒレ・
だ時︑少し甘いものを ば︑体を痛めてしまう
に行っています︒音声
食べると﹃ほっ﹄と︑ ものもあります︒でき ウナギの蒲焼をメイン
の異常を担当している
一息できますね︒家族 るだけ︑癒やすものす に︑ 吸収を効率よく
グループも音声を取り
が集まれば︑みんなで なわち体によい食事を す る タ マ ネ ギ を そ え
戻すために︑内科的あ
おいしいものを食べる 食 べ て い た だ き た く て︑晩秋を味わう料理
るいは外科的に侵襲の
ことで︑自然と笑みが て︑スカイレストラン としました︒

240 名

おったりする器官でも
あり人間が活動してい
くうえで非常に重要な
役割を担っています︒
耳が聞こえなくなっ
たり︑声が出なくなった
り︑におわなくなったり
したら生活していくう
えで大きな負担になり
ます︒耳鼻咽喉科では
耳や鼻︑のどなどの病
気に対してできるだけ
機能を改善したり温存
したりする治療法を行
っています︒咽頭がん︑
喉頭がんでは外科的な
手術によって喉頭を切
除して声を失ってしま

大阪大学医学部講義棟 A 講堂

定員

明

出水

（3）診療所連携で支える在宅緩和ケア
出水クリニック 院長

からだと心にやさしい

参加費無料（先着順）

場所

1

だけでなく舌がん︑咽
とう
こうとう
頭がん︑喉頭がんなど
頭頸部のがんの治療に
も力を入れています︒
耳や鼻︑のどは声を出
したり︑聞いたり︑に

参加者募集中 !

温存できた
喉頭
（声帯）

阪大病院の耳鼻咽喉
科の診療する領域は耳︑
鼻︑のどや舌など眼以
けい ぶ
外の頭部や頸部にある
器官や臓器です︒一般
的な耳鼻咽喉科の病気

「がん診療の現状と最近の話題」

出てくることがあり︑
多くの人が手術にかか
わっているのをご存じ
でしょう︒
実際にメスを握る各
科の医師にメスやはさ
み︑縫合糸︑針などを
渡したり︑手術に必要
な器材や機械を準備し
たりするのも手術部の
看護師の役割です︒
手術部の看護師は非
常に気を遣います︒と
いうのも︑手術で全身
麻酔をかけたときには︑
意識がないばかりか︑
すべての筋肉が脱力し
てしまって動かせませ
ん︒また︑痛みを訴え
ることもないので︑手
術中に危険がないよう
常に患者さんの状態を
チェックしていなけれ
ばならないのです︒手
術後には患者さんの体
内に異物を残していな

市民公開フォーラム

手術部というと手術
する場所を管理して提
供しているだけのよう
に思われがちですが︑
多職種の人が連携しな
がら手術を支援してい
るのです︒医療をテー
マにしたテレビドラマ
などで手術のシーンが

12 月 5 日
（土） 午後 1 時〜4 時

日時

阪大病院の手術部は
患者さんの手術が安全
に効率よく行われ︑質
の高い医療を提供でき
るように日々︑努力し
ています︒手術室は
室あり︑年間の手術数
は毎年増え8500件
にものぼっています︒

阪大病院を一般の方々にもよく知っていただこう
と、10 月 2 日に 15 人の応募者を招き、普段目にす
ることのない病院内を見学していただきました。あ
いにくの雨でドクターヘリは見学できませんでした
が、未来医療センターでは、参加者に内視鏡操作の
トレーニングを体験、さらに薬剤部や小児医療セン
ターなども見学していただきました。

喉頭

30

咽頭がんを化学療法と放射線療法で治療すれ
ば喉頭（声帯）が残せ、機能が温存できる

市民対象の病院見学会開催

治療前
咽頭がん

耳鼻咽喉科

治療後

エントランスホールにて秋のミニコンサートが
10 月 9 日に行われました。出演者の方々はお友達が
阪大病院に入院しておられ、入院している方々を元
気づけようと申し出て下さいました。曲目も「小さ
い秋見つけた」
「里の秋」と秋を感じさせる曲目を
選んで下さり、みんなで大合唱して、秋の夜長を楽
しんでいただきました。

機能の改善・温存をモットーに
患者さんの負担少ないがん治療
秋の夜長にミニコンサート

手術部
高校生が一日看護師体験

多職種の連携が手術を支えている

大阪府主催の高校生を対象とした「一日看護師体
験」が７月 31 日、大阪府立千里青雲高等学校の総
合学科看護専攻の9人の高校生を迎えて行われました。
午前中に病棟で患者さんとの会話、清拭やシャワ
ー介助、baby 抱っこを体験した後、他の看護の仕
事を見学しました。昼食会では職員とともに病院食
を味わい、午後から病院の見学、ミーティングと集
合写真撮影など和やかに過ごしました。
参加した高校生は「あんな看護師さんになれるよ
う頑張ります！」
「将来ここで働きたい」などの感
想が聞かれ、看護職を目指す学生には将来の看護師
像を具体的に描けたようです。
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