医療の質と安全が向上
電子カルテを本格導入
員に一目でわかるよう
にすることと︑患者さ
んの病歴や検査結果な
ど過去のデータを簡単
にさかのぼって調べる
ことができるようにす
ることでした︒
◆会話しながら入力も

た︒この表には検温や
食事の摂取量などの定
期的なデータだけでな
く︑どの薬が服用され
たかとか︑どの輸液が
どのくらいの速度で点
滴されたかなど患者さ
んに対して行われたさ
まざまな治療を︑時間
を追って詳しく記録で
きるようになっていま
す︒
さらに︑医師や看護
師が患者さんの状態を
見て自由にその状態を
書けるようにもなって
います︒電子カルテ入
力のパソコンを専用の
ワゴンに載せてベッド
サイドまで持って行き
ますので︑患者さんと
話しながら入力できま
す︒
看護師がすべき処置
を﹁ タ ス ク 一 覧 ﹂ で
チェックできるように
なり︑指示された処置
のし忘れを防げるよう
に な っ て い ま す︒ ま
た︑１月からは︑注射
や輸血などが患者さん
に正しく準備されてい
る か を︑ 患 者 さ ん の
バーコードと注射のラ
ベルを照合してチェッ
クし︑間違っていれば
知らせる仕組みを稼働
させました︒
これまでも外来カル
テは一患者一カルテと
していましたが︑入院
カルテは入院毎に別に
なっており︑入退院を
繰り返している患者さ
んの記録は分断されて
管 理 さ れ て い ま し た︒
電子カルテでは︑外来
入院を含め︑一連の記
録として見ることがで
きます︒また︑ある項
目のデータの過去から
の変化を見たり︑ある
時点のデータを横断的
に見ることなどができ
ます︒

がんで生活の質落とさず

放射線治療部が本格始動
がんの治療において
放射線治療に注目が集
まっています︒阪大病
院が︑地域がん診療連
携拠点病院に指定さ
れ︑集学的治療の要と
なるオンコロジーセン
ターの放射線治療部が
本格的に動き出しまし
た︒
がんの治療は外科的
に切り取ってしまう治
療だけだったのが︑放

を行うことになってい
ます︒前立腺センター
や婦人科︑
耳鼻咽喉科︑
脳神経外科などと合
同のカンファレンスを
行って︑放射線治療が
必要か︑有効であるか
などの治療方針を協議
す る こ と に な り ま す︒
また︑放射線治療部と
しても前立腺がんや子
宮頸がんの小線源療法
を行っています︒放射
線治療部では最新の放
射線治療機器であるリ
ニアックを年末年始な
ど休みが長くなるとき
には休日の照射も行っ
ています︒さらに︑脳
腫瘍に非常に効果のあ

防でも不可欠な治療と る最新のサイバーナイ
なっています︒
さらに︑ フも稼働しています︒
放射線治療は副作用
放射線によってがん病
﹁危ない﹂
巣を小さくしてから外 が強いとか︑
科的な手術を行うなど というイメージが以前
放射線治療のがん治療 はありました︒放射線
における重要性が認識 治療部では安全な放射
線 治 療 を 行 う た め に︑
されてきました︒
阪大病院では放射線 ﹁ 医 学 物 理 室 ﹂ が 放 射
治療科が放射線治療を 線の照射量や照射範囲
行っていますが︑対象 を厳しく精度管理する
となるがんを診る他の システムになっていま
診療科と連携して治療 す︒

脳腫瘍の治療に活躍するサイバーナイフ

射線や抗がん剤による
化学療法を組み合わせ
ることによって患者さ
んの生活の質をできる
だけ落とさない集学的
治療へと変化してきて
います︒
特に放射線治療に関
しては前立腺がんや喉
頭がんなど治療効果の
高いがんがわかってき
ました︒また︑乳がん
の温存手術後の再発予

世界エイズデーの昨年 12 月 1 日、エントラン
スホールでエイズに関するポスター掲示とパンフ
レットを配布しました。日本ではエイズに感染す
る人が年々増えており、エイズに対する関心を高
めてもらおうと毎年、看護部が中心となって行っ
ています。
外来患者さんにはキルトパネルにエイズ患者に
対する理解を深め、支援をするための社会運動の
シンボルである「レッドリボン」をはり付けてい
ただきました。
今回はエイズに関するビデオを放映し、興味深
く視聴される患者さんもおられました。忙しい外
来受診の合間に多くの患者さんが快く足を止めて
くださいました。ご協力いただき、ありがとうご
ざいました。

患者さんの血圧や体
温などの観察記録と治
療内容を合体させた
﹁熱型表﹂を作成する
システムを導入しまし

アップのリーダーでも
ある医療情報部の松村
泰志副部長は﹁情報の
流出や無断使用に関し
ては万全の対策をとっ
ています︒また︑シス
テムダウンなどのトラ
ブルに対してもすぐに
対処できるようにして
います︒全面的な電子
カルテ化で阪大病院の
医療の質と安全がより
向上すると考えていま
す﹂と話しています︒

レッドリボン」に協力者も

は非常に難しかったの
です︒
今回のシステムグ
レードアップは︑ＮＥ
Ｃを中心とした多くの
企業の協力で行われま
した︒一番︑重点を置
いたのは多職種がかか
わるチーム医療にとっ
て使いやすい電子カル
テとし︑患者さんの状
態︑患者さんに対する
処置などがスタッフ全

チーム医療にとっ
て︑担当する医師や看
護師らスタッフが必要
な時にすぐに診療録を
見ることができること
で医療スタッフの目が
ゆきとどき︑患者さん
の病状や治療内容につ
いて多面的に判断され
るようになります︒毎
日︑カンファレンスが
行われるような状態だ
と言ってもいいのでは
ないでしょうか︒
システムグレード

「

阪大病院では今年から電子カルテを本格的に導入︑完全ペー
パーレスを目指しています︒患者さん一人ひとりの病気につい
ての診療などの情報をすべてデータベース化し︑一元化するこ
とで︑医療スタッフが患者さんの情報を共有しやすくなります︒
現在の医療はチーム医療ですので︑情報の共有は医療の質のさ
らなる向上と安全の確保に貢献すると期待されます︒
Ｉなどの画像をデータ
ベース化してネット配
信し︑過去の画像も簡
単に見られるようにし
てきました︒
しかし︑カルテには
患者さんの症状や検査
結果だけでなく︑医師
の判断や放射線科や病
理部のレポートなどさ
まざまな情報を書き込
まねばならず︑完全に
紙カルテを無くすこと

◆判断が多面的に
ではこのような電子
カルテ化は患者さんに
とってどのようなメ
リットがあるのでしょ
うか？
これまでの診療録は
一つしかなく︑一人が
記録をしていると︑他
の職員は見ることすら
で き ま せ ん で し た が︑
端末さえあればどこで
も閲覧し記録できるよ
うになりました︒

世界エイズデーにポスター掲示

◆一目でわかる病状

阪大病院では１９９
３ 年から電子カルテを
導入しています︒当初
は外来や病棟から検査
のオーダーや薬の処方
を中央診療施設などへ
パソコンで送信する程
度でしたが︑注射や輸
血などの発注へと範囲
が広がっていきました
︒さらに︑ＣＴやＭＲ

看護師一人ひとりにノートパソコンが割り当てられ、患者さんの電子カルテを
いつでもチェックできる。ナースステーション㊤と病室㊦で

TEL／06-6879-5021

住所／〒565-0871大阪府吹田市山田丘2-15
（この紙面は再生紙を使っています）
禁転載
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腫瘍のタイプに合わせ
た抗がん剤治療を行っ
ています︒
子宮内膜症や子宮筋
腫など良性の疾患に対
しては妊娠出産が出来
ることや低侵襲である
ことを心がけた治療方
いように医療安全を重
視して調剤を行ってい
ます︒
散剤や水剤を調合す
る際には︑医師からの
オーダーと間違いがな
いかをチェックするの
にバーコードによる照
合を行っています︒オ
ーダーとは違う薬や違

針を立てています︒不
妊症・不育症に対して
も病気の解明と治療法
の開発に取り組んでい
ます︒
産科ではあらゆる事
態に対応できる病院全
体の総合力を背景にさ

まざまな病気をもった
妊婦さんや︑緊急に紹
介・搬送されてきた妊
婦さんに可能な限り安
全にお産してもらうこ
とを目標にしています︒
産後は母児同室を取り
入れ︑安全快適な環境

薬剤袋にも情報を満載

がんの治療ならびに再発予防を

しており︑安全性も確認していま

４５０人と小児の患者さんに投与

こ れ ま で の と こ ろ︑成 人 約

す︒急性白血病の患者さんに投与

目指したがんワクチンの臨床試験

Ｔ１というがん細胞が作り出す特

したところ︑３人の患者さんで約

が阪大病院で行われています︒Ｗ

有のたんぱく質を目印として攻撃

７年間再発なく元気に経過してお

態が続いている患者さんが何

ろ︑３︑
４年たってもよい状

持つ患者さんに投与したとこ

も治りにくいタイプの腫瘍を

考えられます︒脳腫瘍の中で

り︑おそらく治癒していると

する免疫細胞を活性化させてがん

ＷＴ１はほとんどのがん細

細胞を排除する治療法です︒

胞で作られているがん抗原で

す︒そのＷＴ１を標的とした

がん免疫療法の開発を阪大大

学院医学系研究科の杉山治夫

教授らの研究グループは

１９９５年から続けてきまし

た︒２００１年には阪大病院

の臨床研究倫理審査委員会で

医師主導の臨床試験が認めら

れました︒

治療の対象となるがんは白

血病︑悪性リンパ腫︑多発性

骨髄腫︑脳腫瘍︑肺がん︑胸

人もおられます︒乳がんが肺

に転移した患者さんでもがん

病巣が小さくなるなど︑再発

したがんや転移したがんが悪

くならずにいる例が数多く見

られます︒膵がんでは弱い抗

がん剤との併用で十分な臨床

種

効果が望めるようになりまし

米国による

た︒

類のがん抗原の有

用性ランキングで

けです︒毎週１回 週間連続して

下記のホームページに応

してくださる患者さんは

ン療法の臨床試験に参加

癌ワクチン療法学寄附講座

腺がん︑乳がん︑甲状腺がん︑

大腸がん︑膵がん︑悪性黒色

ＷＴ１が第１位になりま

腫︑頭頸部がん︑婦人科がん︑

泌尿器科がん︑骨軟部肉腫︑小児

した︒

打ち︑がんが小さくなるなど効果

募方法があります︒

ＷＴ１ペプチドワクチ

がんなどです︒治療は簡単で︑Ｗ

が認められた時には︑その後２週

Ｔ１ペプチドを皮内に注射するだ

間に１度︑打つことになります︒

http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/
~hmtonc/vaccine/office.htm

のもと基礎疾患のない
方の分娩も受け入れて
います︒分娩施設が減
っている現状もあり︑
積極的に利用していた
だきたいと考えていま
す︒

薬品名や分量まで入れ
るようにしました︒
注射剤についても︑
点滴薬のラベルに薬品
名や分量まで入れるよ
うにしました︒医療安
全を重視して︑ひとめ
で内容がわかるように
したのです︒薬剤部か
ら病棟へ運ぶ際には患
者さんの名前が見えな
いように白い布を被せ
て個人情報を守るよう
にしています︒
阪大病院の薬剤部長
は医薬品安全管理責任
者でもあり︑医薬品の
副作用や投与法など安
全に関わる講習会を医
療スタッフ対象に開く
など医薬品の安全に対
する意識の向上に努め
ています︒

75

女性の体に優しいがん治療

阪大病院薬剤部は入
院患者さんに必要な薬
が必要な量だけ確実に
届き︑医師の指示通り
に服用されるようにシ
ステムを工夫し︑最新
の調剤機器を導入した
り︑ダブルチェックを
したりするなど薬によ
る医療ミスが起こらな

う量を調剤しようとす
ると警告音が鳴るよう
になっているのです︒
また︑ヒューマンエ
ラーを無くすためにダ
ブルチェックも欠かさ
ず行っています︒錠剤
については自動錠剤分
包機を導入しており︑
間違った錠剤カセット
が挿入されると警報が
作動するようになって
います︒
病棟での配薬や服薬
を間違わないようにす
るためには︑患者さん
が１回に飲むべき薬を
まとめて包装するよう
にしています
︵写真︶
︒
また︑これまで薬剤の
袋には患者さんの名前
と番号しか印字されて
いなかったのですが︑

欧米にも広がる

携した積極的な手術と

医療ミス防止に多様な工夫
薬剤部

司法修習生が病院見学

通常のお産も積極受け入れ

治療を行っています︒
子宮体がんではＩａ
期に対する高用量ホル
モン療法による子宮温
存や︑進行したⅢ︱Ⅳ
期でも積極的な手術と
化学療法の組み合わせ
をしています︒卵巣が
んでは早期など一部の
例に対して妊娠ができ
るような治療を︑また
進行がんには外科と連

WT1がんワクチン臨床試験拡大

昨年 12 月 13 日に小児医療センターで医師による
ハッピークリスマスコンサートが行われました。い
つもは白衣の医師ですが、この日はちょっぴりドレ
スアップ。子どもたちは保護者と一緒に楽しい時間
を過ごしました＝写真右下。
また、12 月 18 日には病院恒例のクリスマスコン
サートが開催され、バイオリン演奏、フィリピン民
謡ダンス、シニアエイジ４名による独唱と盛りだく
さんのコンサートでした。プロのバイオリニストの
演奏にうっとり＝写真上。またフィリピン民謡ダン
スクラブの学生がバンブーダンスなど楽しいダンス
を踊りだすと、会場の皆さんも手拍子でリズムを取
り、にこやかなひとときを過ごしました＝写真左下。

瘍部分だけを円錐に切
り取り︑子宮を温存し
ます︒新しい手術法を
導入してＩａ ２︱Ｉｂ
１ 期の進行がんの一部
でも写真のような子宮
の 上 半 分 を 温 存︵広 汎
子 宮 頸 部 摘 出 術︶し︑
妊娠することが出来る
ようになりました︒更
に進行したがんでは放
射線と抗がん剤の併用

和やかに、連続クリスマスコンサート
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術前：丸で囲んだ部分ががんを含んだ
子宮頸部

最新のがんについての情報を市民にわかりやすく
伝える阪大病院の市民公開フォーラム「がん診療の
現状と最近の話題」が昨年 12 月５日に阪大医学部
講義棟で開かれました。
白血病などの治療で注目されているがん細胞だけ
を狙い撃ちする分子標的薬について、化学療法部の
水木満佐央部長がその仕組みをわかりやすく解説。
保健医療福祉ネットワーク部の福森優司メディカル
ソーシャルワーカーによる患者さんが利用できる高
額医療費など社会資源についての講演。また、がん
の末期患者さんや難病の患者さんを在宅で診ている
出水クリニックの出水明院長が 24 時間対応で在宅
患者さんを支えるシステムについて地域の診療所連
携の重要性を指摘しました。約 100 人の参加者は熱
心に講演を聞かれ、質問も活発にしておられました。

患者さんが一度に飲む薬をまとめてパッキン
グ。誤飲を防ぐことができる

第 62 期司法修習生 20 人と指導弁護士３人が昨年
10 月 19 日に、医療安全に関する講義の受講と病院
見学のために阪大病院を訪れました。
将来、裁判官や検察官、弁護士などを目指す司法
修習生は、中島和江中央クオリティマネジメント部
長から医療安全に関する取り組みの実際や国内外の
最新の知見に関する講義を受けた後、南正人手術部
副部長と藤野裕士集中治療部副部長の案内により２
グループに分かれ、それぞれの部署を見学しました。
その後、心肺蘇生実習にも取り組みました。
司法修習生のアンケートでは、▽病院の医療安全
の体制について学べる有益な機会だった▽現場の取
り組みがわかってよかった▽医師の生の声が聞けて
よかった――などの感想をいただきました。

術後：子宮体部のみが残る。がんは完全
に除かれ妊娠も可能

昨年 11 月 17 日、
「第８回保健医療福祉ネットワー
ク部病院フォーラム」が開催されました。テーマは
「特定機能病院から在宅看取りへのジレンマ〜調和
をめざす退院支援〜」で、前年を上回る 300 人
（院
外 130 人）
の参加がありました。
地域医療に力を注がれている「おおさか往診クリ
ニック」の田村学院長が「今、何故、在宅看取りな
のか ?!」というタイトルで在宅医療に関して講演。
その後、田村院長と連携した退院支援２事例を通じ
て院内医師・病棟看護師・訪問看護師・ネットワー
ク部看護師がシンポジストとなり、それぞれの立場
での意見を述べ、意見交換を行いました。
地域からも在宅・病院関係の医師、看護師、保健
師や多くの介護関係者の方々に参加いただき、活発
な質問、意見交換が行われ大変有意義なフォーラム
となりました。

産科婦人科

子宮の機能を温存した
子宮頸部摘出手術
市民公開フォーラム「がん診療の現状と最近の話題」

阪大病院の婦人科は
年間２００人を超える
がん患者さんの初回治
療を行う大阪最大の婦
人科がんセンターで︑
患者さんの状態に応じ︑
生活の質を重視した治
療を行い︑良好な治療
成績を上げています︒
若い女性に増えてい
る子宮頸がんでは︑０
期︑Ｉａ １期までは腫

300 人参加、在宅医療で活発な議論
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