がん治療中心に高度な医療
胃がん︑大腸がん︑肝臓がんなど日本人に多いがんを中心に多様
な消化器の病気を診る阪大病院の消化器外科︒対象となる病気が多
いために二人の診療科長がそれぞれの専門とする分野を担当してお
り︑一つの診療科としてチーム医療によって患者さんのQOL︵生
活の質︶
を第一に考え︑安全で質の高い診断︑治療を行っています︒

病 院 敷 地 内

肝移植︑膵移植も当
科の重要な診療課題の
一つです︒成人間生体
部分肝移植のみならず︑
小児外科とともに小児
生体部分肝移植につい
て積極的に取り組み︑
肝胆膵分野での豊富な
手術経験をもとに︑術
後合併症の少ない移植
手術を行うことで良好
な成績を収めています︒
また︑生体肝移植提供
者については腹腔鏡下
手術を応用し︑侵襲の
軽減に努めています︒
当科は脳死肝移植︑膵
移植認定施設でもあり︑
現在までに脳死肝移植
を 例︑脳死膵移植を
例施行しており︑こ
の領域における全国で
も有数の施設です︒

臓器移植

ん剤と放射線を組み合
わせた術前治療を行っ
てから手術を行う新た
な集学的治療の開発に
取り組んでいます︒

全面禁煙

4 8

4

患者さんの QOL 第一に考え

0

4

12

2010（年）

2008

2006

2004

2002

同診療科では森正樹
科長が大腸を中心とし
た下部消化管︑食道︑
胃など上部消化管を土
岐祐一郎科長︑そして
移植も行う肝胆膵
︵肝

0

8

胃がん

73

4

るため︑遺伝子診断を
取り入れています︒腹
腔内を生理食塩水で洗
浄し︑洗浄液中でのが
ん細胞が作り出す遺伝
子の有無を調べ︑存在
すれば術前に抗がん剤
を投与します︒さらに
術後も抗がん剤治療を
続けることで再発を抑
える工夫を行っていま
す︒また︑再発胃がん
に対して︑ワクチン療
法の臨床試験も行って
いますので︑希望され
る患者さんは主治医に
相談してください︒

森科長はがん幹細胞
だけが特別に作ってい
るマーカー︵生体因子︶
を肝臓がんのがん幹細
胞で見つけました︒ま
た︑大腸がんでもマー
ていて再発するのです︒ カーがあることがわか
ま た︑が ん 幹 細 胞 は り ま し た︒森 科 長 は 腹腔鏡下肝切除に取り
ができるさらに低侵襲 CTやPETでは見つ ﹁がん治療においてがん 組み︑現在までに10
大腸がん
例を超える症例に腹
な単孔式手術を導入し けることができないの 幹細胞をやっつけるこ
で︑転移していたり︑ とができれば再発や転 腔鏡︵補助︶下肝切除術
ています︒
低侵襲手術を導入
直腸がんの手術や広 手術で病巣を切除しき 移を防ぐことができ︑ を行っています︒
胆道がんは根治切除
日本では男女とも増 範囲にがんが転移した ったと見えても残って がんを根本から治すこ
え続けている大腸がん︒ 手術では排尿機能や性 いたりすることがあり︑ とができます﹂と期待 が第一選択で︑その発
生部位により肝臓や膵
当科では大学病院とし 機能に障害が残ること 再発の原因になります︒ しています︒
臓の一部を含めて大き
ての役割を考え︑患者 があります︒当科では
く切除する必要からチ
さんに負担の少ない低 自律神経を温存し︑で
ーム医療が不可欠なが
侵襲手術法の導入や再 きるだけ機能を残す工
肝胆膵領域のがんに
んといえます︒術後補
発した大腸がんの治療 夫をしています︒また︑ 対する手術を中心とし
助療法や切除不能症例
に力を入れています︒ 大腸がんが骨盤内の広 た 集 学 的 治 療
︵複 数 の
に対する化学療法など
大腸がんはリンパ節 範囲に再発した症例に 治療法を組み合わせた
の新たな治療法の開発
への転移がなく早期で ついて泌尿器科や形成 治 療︶の 展 開 と 開 発︑
のために︑京都大学︑
あれば内視鏡による切 外科と連携して十数時 さらには肝移植︑膵移
大阪府立成人病センタ
除で根治できます︒し 間に及ぶ骨盤内臓全摘 植に取り組んでいます︒
ーと連携して関西を中
かし︑転移があっても 手術を行うなど大学病
難治がんに挑む
心とした多施設臨床研
院でしかできない治療
究
︵関西HBO︶
も進め
も行っています︒
ています︒
膵臓がんは難治がん
がん幹細胞
の代表であり︑早期診
断と新たな治療法の開
治療の進展に期待
発が必要です︒膵臓が
んはがん病巣の外科的
切除だけでは十分な成
績は得られず︑集学的
治療が必要になります︒
当科では 種類の抗が

5

肝臓がんは治療方針
を︑消化器外科︑消化
器 内 科︑放 射 線 科
︵大
阪大学肝癌診療検討会︶
で︑腫瘍の進行度と肝
機能に合わせて決定し
ています︒
当科では主に肝切除
と肝移植を行っていま
す︒門脈や下大静脈内 進行例に対する肝切除
に腫瘍が進展した高度 や︑低侵襲手術として

10

24

23

巡回し︑避難されている方々
の診察︑健康チェック︑避難
状況のチェックなどを行いま
した︒
月からは︑新たに近畿ブ
ロックの国・公・私立の大学病
院が連携し︑輪番で岩手県立
宮古病院に医師を 週間派遣
することになり︑本院からも︑
内科系診療科を中心に 月か
ら順次医師を派遣しています︒

10

15

て近畿ブロックの つの国立
大学病院が連携し︑宮城県石
巻地区において医療支援活動
を展開しました︒派遣は︑
チーム 人
︵本 院 か ら は︑
チーム医師 人︑看護師 人︑
薬剤師 人︑事務職員 人の
計 人︶となり︑それぞれが避
難所内に設置された救護所を

2

20

東日本大震災医療支援︑現在も継続

11

2

4 13

肝移植症例数の年次推移

本院では︑ 月 日に発生
した東日本大震災後︑直ちに
医療対策本部を設置し︑地震
発生の翌日には︑ドクターヘ
リ お よ びDMAT隊 を 派 遣
し︑患者搬送業務や傷病者へ
の医療支援活動を実施しまし
た︒
月末から 月中旬にかけ

3

7

へ そ 内 に 2・5㌢ の
穴 を あ け る だ け で︑
傷も小さい

森科長は﹁がん幹細
胞﹂研究のパイオニア
です︒森科長はがんが
再発するのはどうして
かを調べるうちに︑が
んにも幹細胞のあるこ
とを発見しました︒
がん細胞が目覚めた
細胞とすると︑がん幹
細胞は眠っている細胞
と言えます︒抗がん剤
は分裂を盛んに行って
いる目覚めたがん細胞
にはよく効きます︒し
かし︑眠っているがん
細胞に抗がん剤は効果
がありません︒抗がん
剤を投与してもがん幹
細胞は死なずに︑生き

9

小児
脳死
成人
（生体）

（症例数）
25

2000

1998

肝
胆
膵

5

独自の遺伝子診断

→ 62％で喉頭温存

大腸がんに対する単孔式腹腔鏡手術

現在では腹腔鏡による
低侵襲手術が一般的に
なってきました︒これ
までの腹腔鏡手術では
腹部に カ所の穴を開
けて腹腔鏡などの手術
器具を挿入していまし
たが︑当科ではへその
部分に ・ ㌢の穴を
一つ開けるだけで手術
5

臓︑胆のう︑胆道と膵 復も早く︑入院期間を
臓︶
分 野 は 両 科 長 の も 短縮させ︑早期社会復
とで永野浩昭准教授が 帰につながっています︒
また︑手術単独では
それぞれリーダーとな
って診療に当たってい 再発率の高いリンパ節
ます︒
転移や周囲への浸潤を
有する高度局所進行胃
がんに対して︑術前に
抗がん剤治療を行い︑
病巣を縮小させて手術
を行う術前化学療法を
取り入れ︑効果を上げ
ています︒
当科独自の取り組み
として︑胃がんの再発
原因として最も多い腹
膜播種を正確に診断す

頸部食道がんに対する喉頭温存手術

た︒当科では治療の中
心である手術に腹腔鏡
手術を積極的に取り入
れています︒腫瘍を摘
出するための ㌢のキ
ズと︑ ㌢以下の小さな
キズ数カ所で手術を行
うため︑患者さんの回

2000年以降

→ 94％で喉頭摘除

日本人に多い胃がん
ですが︑早期に発見さ
れればほとんど完治す
るようになってきまし

りすることがあります︒ は︑術前に化学放射線
事前に画像診断でこれ 療法で病巣を小さくし︑
らの機能を温存できな 切除範囲を狭め機能を
いと判断された場合に 温存しています︒また︑
胸部食道がんでは︑手
術中に胸部と頸部の境
界にあるリンパ節への
転移の有無を調べ︑転
移がなければ頸部のリ
ンパ節廓清︵切除︶を省
略しています︒
当科の取り組みとし
て切除可能な進行食道
がんに対して︑術前の
抗がん剤治療を組み合
わせることで術後の再
発︑転移を減らせるよ
うにしています︒
1993年以前

1

消化器外科
上
部
消
化
管

頸部食道がん手術で
食道がん
は声が出せなくなった
り︑食べ物が飲み込み
縮小手術で機能温存
にくく︑むせを生じた
食道の壁は薄いうえ
に大きな血管や臓器が
近接しており︑のみ込
みにくいなどの自覚症
状が現れた時には周囲
への転移や浸潤例が多
くみられます︒そのた
化学放射線療法
め手術は体に非常に大
きな負担がかかります︒
当科では安全はもちろ
ん術後の患者さんのＱ
ＯＬ を考え︑可能な限
り小さな手術ですむ工
夫に取り組んでいます︒
喉頭摘除

下
部
消
化
管

5

2

喉頭（声帯） 遊 離 空 腸

遊離空腸

永久気管孔

喉頭温存

住所／〒565-0871大阪府吹田市山田丘2-15 TEL／06-6879-5021
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大阪大学医学部附属病院
耳鼻咽喉科・頭頸部 教授

参加者
募集

猪原秀典

大阪大学医学部附属病院
放射線治療科 准教授

吉岡靖生

（3）口腔ケアの実際と注意点
大阪大学歯学部附属病院 歯科衛生士

山上千夏
《申し込み方法》
FAX、メールまたは、はがきで必要事項（氏名、住所、
連絡先、参加人数4名まで可）
をご記入のうえ、12月2
日
（金）
までに、下記へお申し込みください。

忍びよる 生 活 習 慣 病（高血圧）
入院患者さん食事アンケートから

私は今まで神経内科診療全般
を行い、研究ではパーキンソン
病の発症機序の解明と、根本的
な治療を目指した臨床研究に取
り組んできました。
神経難病は、
まだ解明されていないことも多
いのですが、患者さんに研究成
果を還元できるよう努力いたし
ます。神経内科・脳卒中科では、
脳卒中の基礎研究や救急診療も
精力的に行っています。日本の
神経治療の更なる発展に貢献で
きるよう、医局員一同全力で取
り組みますので、どうぞよろし
くお願いします。

一般治療食（塩分1日8〜9g）
やや濃い
7%

濃い 1%

薄い 5%
やや薄い
26%

10
16

ガンバ大阪
藤ヶ谷選手、武井選手

小児医療センターを訪問
てくださいました︒
自己紹介の後︑質
問コーナーでは﹁練
習はきついですか
?﹂などの質問に丁
寧に答えていました︒
そして︑子どもたち
は年齢別に グルー
プに分かれ︑両選手
がそれぞれのグルー
プで軽快なリフティ
ングを披露してくれ
たり︑ボールを蹴り
合ったりして楽しく
交流しました︒

今年 6 月、入院患者さんを対象に実施した食事アンケー
トの結果を報告します。今回は塩分に焦点をあてました。
丁度良い 61%
病院食の「味付けが薄い」と答えた方は、一般治療食・
糖尿病などの特別治療食共に、約30% と病院全体として年々
増加を示しています。
特別治療食（塩分1日6〜8g）
厚生労働省から示される日本人の塩分目標量は、1日男性
濃い 3%
9g、女性 7.5g とされ、高血圧患者さんでは、目標量を 1日
無回答 薄い
やや濃い
11%
10%
6g 未満
（高血圧ガイドライン2009 年版）
と定められています。
4%
やや薄い
塩分の摂りすぎは、高血圧をはじめ心臓病、脳卒中、胃
19%
がん、腎臓病などにつながります。これらは自覚症状がな
丁度良い 53%
く、とても危険です。栄養管理室では、できるだけ多くの
方に食事療法への理解を深めていただき、薄味でおいしい
食事の提供にも取り組んでいきたいと考えています。

ガンバ大阪の藤ヶ
谷陽介選手
︵GK︶
と
武井択也選手
︵MF︶
が 月 日に小児医
療センターを訪問し

【ＦＡＸ】06-6879-5019
【メール】ibyou-soumu-kouhyo@oﬃce.osaka-u.ac.jp
【はがき】〒565-0871 吹田市山田丘2-15
大阪大学医学部附属病院 広報評価係宛

望月秀樹

1

保にも貢献しています︒
病理部の医師は主治
医らに病理診断の報告
をするだけでなく︑各
科と頻繁にカンファレ
ンスを行い︑患者さん
の病態と病気組織の関
連を検討して診断の精
度をさらに高める努力
をしています︒
電子カルテ化によっ
て午前中に行われた生
検の結果を夜には主治
医に院内ネットで報告
できるようになり診断
のスピードがアップし
て︑患者さんの治療を
スムーズにできるよう
になりました︒

（2）頭頸部がんの放射線治療

神経内科・脳卒中科

圧について入院して学
ぶ﹁ 週間高血圧教室
入院﹂も始めました︒

［講演内容］

（1）頭頸部がんの診療と治療

新任科長
ごあいさつ

さらに︑手術で病巣が
取りきれたかどうかを
手術中に迅速に診断し
て医療の質を確保して
います︒
また︑阪大病院は移
植を数多く手がけてい
るだけに︑拒絶反応が
出ているかどうかを判
断して主治医に的確に
伝 え︑患 者 さ ん の
QOL
︵生活の質︶の確

●日時 12月10日㊏ 午後1時〜3時30分
●場所 大阪大学医学部講義棟 A講堂
（先着順）
●定員 ２４０名 参加費無料

のことをよりよく理解
して自ら進んで治療に
参加できるように高血

顕微鏡の画像を見ながらのカンファレンス

あり﹁難治性高血圧専
門外来﹂を設けていま
す︒患者さんが高血圧

病理部

がん診断に不可欠な存在

《のど・口・鼻のがん》
をテーマに
市民公開フォーラム

2

行い︑主治医の治療方
針決定に重要な役割を
果たしています︒
病変組織の約 割は
腫瘍で︑それが良性か
悪性かを同部で診断し
ます︒悪性腫瘍
︵がん︶
と診断されれば主治医
が手術するなどの治療
方針を決めます︒がん
については病理医が
﹁悪性である﹂と診断し
ないと手術はできない
ことになっており︑が
ん拠点病院となってい
る阪大病院では病理部
はなくてはならない存
在でもあります︒
阪大病院病理部の病
また︑がん治療をす
理医は患者さんと直接 るうえで抗がん剤が効
接することはありませ くかどうかや︑乳がん
んが︑確定診断には欠 の分子標的薬を投与で
かせない病変組織を顕 きるがんかなどを遺伝
微鏡で見て病気の本質 子レベルで判断するの
を判断する病理診断を も病理部の役割です︒

10 月14 日に病院見学会を行いました。あいにくの
雨にもかかわらず 11 名が参加され、普段入ったり見
たりする機会のない場所へ行き、担当者から説明を
受けました。ドクターヘリの見学に続き、未来医療
センターでは再生医療、iPS 細胞の研究現場を、また
ME サービス部では治療に使う医療機器のメンテナ
ンス方法、さらに薬剤
部では処方におけるコ
ンピューターと人間に
よる二重チェックの体
制を聞いて、病院にお
ける安全管理体制を実
感していただきました。
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総合診断で最適な治療

市民 11 人が病院を見学

脚の筋力の測定

常生活に関する行動も
観察する一定の検査方
針に従った方法で診断
しています︒
パスによって認知症
かどうか︑認知症なら
アルツハイマー型なの
か︑脳血管性なのか︑
治すことのできる認知
症かなどの判断がより
正確にできます︒内科
的に進行を遅らせるこ
とのできるレベルであ
れば治療を行うととも
に︑介護保険の申請や
訪問看護など社会的資
源の活用をトータルケ
ア・サポートして︑患
者さん︑家族の不安を
できるだけ取り除く努
力をしています︒すで
に症状がかなり進み身
体的︑精神的症状が現
れているときには神経
科・精神科と連携して
治療を進めていくこと
になります︒
高血圧に関しては︑
薬を飲んでも血圧が下
がらない難治性高血圧
や内分泌性高血圧︑腎
性高血圧の治療実績が

10 月 7 日に近畿大学文芸学部学生
（どこでも劇場
スタッフ）
が阪大病院を訪れ、オムニバス劇を演じ
てくださいました。
日頃のちょっとした
言葉のおもしろさ、哀
愁など心に響く劇に、
皆さんは引き付けられ
ていました。

老年・高血圧内科

近大生が訪問演劇

ふらつき具合の測定

うに加齢によるさまざ
まな症状を老年症候群
と呼んでいます︒
老年症候群を診断す
るにはこれまでの臓器
別の診療では限界があ
り︑患者さんの筋力測
定︑病気の既往歴︑精
神的状態︑生活状況︑
社会的環境などを総合
によって行っています︒ 的 に 診 る 必 要 が あ り
また︑難治性高血圧治 CGAを導入している
療に力を入れるなど患 のです︒これにより︑
者さんが健康を取り戻 最適な治療と生活サポ
し長生きできるように ートをできるようにな
サポートしています︒ ります︒
社会的な問題になっ
年をとってくると生
理的な機能や運動能力 ている認知症の診断に
の低下によってものを 関して当科では独自の
忘れやすくなったり︑ ﹁ 泊 日 も の 忘 れ パ
ちょっとした段差でつ ス﹂を開設しました︒
まずいたりするように これまでも﹁もの忘れ
なります︒年のせいだ 外来﹂を設けていまし
から仕方ないとほうっ たが︑短時間では認知
ておくと︑なんらかの 症かどうかの確定診断
病気が隠れていること は難しいケースもあり︑
があり︑どんどん悪化 問診や心理テストだけ
していきます︒このよ でなく食事や睡眠の日

看護に対する理解を
深め進路決定の参考と
する目的で、大阪府が
高校生を対象に主催す
る一日看護師体験を、
7月29日に行いました。
本院の看護部は、大阪府立茨木西高等学校から 9 人
の高校生を受け入れ、病棟の看護師と一緒に患者さ
んの体をふく、着替えを手伝う、髪を洗う、お話を
する、食事を配る、検査に付き添うなどの体験をし
てもらいました。昼食は患者さんと同じ食事を食べ
て、病院食の味付けや量・軟らかさなどを体験しま
した。体験を通して患者さんと看護師のコミュニケ
ーションが大切なことがわかり、忙しい看護師が笑
顔で働く姿を実際に見て今後の進路として看護師を
考える機会となったという感想が、体験後のアンケ
ートにありました。

患者さんの状態を
把握する問診

高校生が一日看護師体験
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阪大病院の老年・高
血圧内科はもの忘れが
ひどくなった︑眠れな
い︑ふらつくなど何と
なく体調不良を感じる
高齢者の生活改善︑診
断︑治 療 を﹁高 齢 者 総
合的機能評価﹂︵CGA︶

2011年10月25日
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