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｜001＊ごあいさつ

ごあいさつ

大阪急性期・総合医療センター

皆様方には、日頃から大変お世話になっており、心より感謝申しあげます。メディカ
ルほっとライン第12号をお届けいたします。平成18年、荻原元院長の時代に創刊された
この冊子も年を経て12年目となります。2016年 3 月吉岡前院長が退任されて、総長・病
院長制度が導入され、これまで福並病院長とともに 2人 3脚で、いろいろな事業を進め
て参りました。昨年度は大阪府市共同 住吉母子センターのオープンに始まり、遺伝診療
センターの開設、臨床研究審査委員会の認定取得、文部科学省研究機関の指定取得、生
殖医療センターの開設、大阪府難病診療連携拠点病院の指定等がありました。また、臨
床検査室のISO15189の取得とともに、2004年以来継続して認定取得を得てきた日本医療
機能評価機構の訪問調査の審査も無事終えました。本稿では、新棟開設後の御執筆等を
含め、平成最後の年度となる平成30年度の当センターの出来事を皆様にご紹介させてい
ただきます。
第 1章には、これまでと同様に、大阪府医師会をはじめ、機構本部や健康医療部さら

に、当センターと関わりを頂きご支援いただいております方々から、それぞれの思いや、
当センターへの期待をお寄せくださいました。貴重なご寄稿ありがとうございます。こ
の場を借りてお礼申しあげます。第 2章は、総長通信になります。毎月トピックを決め
て、コラム形式で、書かせていただいたものと、その月の出来事とともにまとめており
ます。第 3章は患者総合支援センターの活動内容を、第 4章は第12号のトピックとして、
｢卵からゆりかごまで｣ をテーマとして10月にオープンした生殖医療センターとともに、
周産期医療やレディース病棟をとりあげ、施設整備の詳細と強化診療内容の特徴につい
て紹介させていただきました。第 5章は国指定がん診療連携拠点病院としての活動、第
6章は各種委員会活動、第 7章には当センターにおける昨年度特に際だった活動を、第
8章には施設改修と新規医療機器の購入、第 9章以降には、新しく着任された先生や各
診療科、各部署の活動内容を紹介させていただきました。第13章には登録医の先生方や
当センター内の職員参加コラムを、また、第14章には新規に登録医になられた先生方の
ご紹介を掲載させていただいております。登録医になっていただけますと、24時間対応
のインターネットによる診療予約「C@RNA」や、診療情報地域連携システム「万代e-
ネット」を活用することにより、患者さんの同意のもと、当センターの検査、画像デー
タ等の診療情報の閲覧が可能となり、ICTを介して緊密な医療連携をさらに進めること
ができます。
尚、昨年度の病床稼働率は90.8％、平均在院日数は9.5日、紹介率も94.2％と、高回転

かつ、高密度の医療を実践しており、DPC特定病院としての機能を維持すべく運営して
おります。職員数は平成18年は986人でしたが、2019年 4 月には1,978人とほぼ倍増しまし
た。また、福並名誉病院長には顧問としてお残りいただき、岩瀬先生を病院長とし、ガ
バナンスを徹底するために、病院長補佐の役割を担う副院長職を新たに加え、副院長 3
人の新体制で臨みます。これからも、当センターが理念に掲げておりますように ｢急性
期医療から高度な専門医療まで、総合力を生かして良質な医療を提供するとともに、医
療人の育成と府域の医療水準の向上に貢献する｣ ことを目指し、院内36の診療科が一丸
となって、笑顔を絶やさない心暖まる医療を提供してまいりますので、引き続き、皆様
のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

平成31年 4 月吉日　

総　長 後 藤　満 一



＊002｜目次

総長挨拶    001

1 ．メディカルほっとライン第12号の発刊に寄せて    009
1 ）2025に向けて 大阪府健康医療部長　　藤井 睦子
2 ）メディカルほっとライン第12号の発行に寄せて 大阪府立病院機構理事長　　遠山 正彌
3 ）メディカルほっとライン第12号の発刊に寄せて 
 一般社団法人　大阪府医師会　会長　　茂松 茂人
4 ）メディカルほっとライン第12号の発行によせて
 一般社団法人　大阪市住吉区医師会　会長　　白木 隆士
5 ）メディカルほっとライン第12号の発刊に寄せて
 阿倍野区医師会　川﨑耳鼻咽喉科　　川﨑　 薫
6 ）薬薬連携情報システム「e-お薬カルテ」について
 一般社団法人　住吉区薬剤師会　会長　　栗生 正也
7 ）「つながり・見守り・支えあい」を大切にした安全・安心に暮らせる住みよいまちへ
 大阪市住吉区長　　朝川　 晋
8 ）「災害に強いまち・安全なまち」をめざして 大阪市住吉消防署長　　藤原 好一
9 ）大阪府における災害対応について
 大阪府健康医療部保健医療室　医療対策課　課長　　田邉 雅章
10）「本府の難病医療対策における中心的役割への期待」 
 大阪府健康医療部保健医療室　地域保健課長　　黒田 英樹
11）大阪府立病院機構の基本理念 大阪府立病院機構理事兼本部事務局長　　太田 浩二
12）メディカルほっとライン第12号の発行に寄せて
 大阪大学大学院医学系研究科　産科学婦人科学教授　　　　　　 
 大阪大学医学部附属病院　病院長　　木村　 正
13）わが国の特殊災害対策：G20大阪サミットを迎えて
 森ノ宮医療大学　副学長　　　　　　 
 大阪急性期・総合医療センター名誉院長　　吉岡 敏治
14）臨地実習をとおして看護実践能力育成を目指す
 森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科　学科長　吉村 弥須子
15）メディカルほっとライン12号の発刊に寄せて 相愛大学　人間発達学部　学部長　　　　　　 
 発達栄養学科　学科長　教授　　⻆谷　 勲
16）メディカルほっとライン第12号 大阪府立大学大学院看護学研究科　教授　中村 裕美子
17）災害時の対応 公益社団法人　大阪府建築士会　　　　　　 
 社会貢献部門長　　芳村 隆史
18）メディカルほっとライン第12号の発刊に寄せて 千成会幹事一同
 ［順不同］

2．平成30年度総長通信（メディカルほっとライン版）    023
平成30年 4 月号　大阪府市共同 住吉母子医療センターのオープン
平成30年 5 月号　新入職者歓迎と平成30年度の運営目標
平成30年 6 月号　春の診療科面談を終えて
平成30年 7 月号　非常事態宣言
平成30年 8 月号　タスクフォース稼働
平成30年 9 月号　DPC特定病院の継続と生殖医療のスタート
平成30年10月号　秋の診療科・部門面談と患者サービス改善月間
平成30年11月号　きらりとマニュライフわくわくるーむ

職名は原稿をいただいた時点のものを記載しています。

《目　次》



｜003＊目次

平成30年12月号　医療安全推進週間を振り返る
平成31年 1 月号　年頭のご挨拶
平成31年 2 月号　ふれあい病院探検隊とアンケート調査
平成31年 3 月号　医療の質向上と外部評価

3．患者総合支援センターの活動状況    048
患者総合支援センターの各種データ（年次推移）
1）地域医療連携状況
①2018年度月別医療連携状況
②受診依頼件数・地域予約件数と逆紹介件数の経年変化
③地区別紹介患者数
④地域予約数と予約率
⑤紹介率、逆紹介率の年次推移

2）インターネット予約システムの運用状況について
①予約件数とシステム登録医療機関数
②診療予約状況（診療科別）

3）地域診療情報連携システム「万代e-ネット」の利用状況
4）地域医療連携室統計
①開放病床利用者数と共同診療
②地域からの画像診断検査受け入れ
③セカンドオピニオン利用状況
④登録医数

5）ベッドコントロールセンターの活動（新入院患者と緊急入院患者数、病床利用率）
6）医療相談コールセンター対応件数の推移
7）患者総合支援センターにおけるＰＦＭの取り組み 患者総合支援センター　春岡 登志子
8）地域の医療・介護施設との連携
①近隣地域の訪問看護ステーションとの連携
②近隣病院地域医療連携室との連携会議
③住吉の医療と介護の連携を考える会（住吉どらやきの会）

4．「卵からゆりかごまで」を始めました    056
1 ）生殖医療センター 生殖医療センター長　　竹村 昌彦
2 ）生殖医療センターの顕微鏡（顕微授精の機器） 胚培養士　　　辻 優大
3 ）不妊治療と胚培養士について 胚培養士　　　辻 優大
4 ）不妊に悩む方への特定治療支援事業概要 医事グループリーダー　　尾関 宏重
5 ）新生児医療の取組み（NICU） 小児科・新生児科　　副部長　　白石 　淳
6 ）わくわくるーむオープン 広報室（総務グループ）
7）ＭＦＩＣＵのご紹介 4 階南病棟看護師長　　高倉 恵子
8 ）助産師外来のご紹介 4 階南病棟看護師長　　高倉 恵子
9 ）産後ケア 4 階南病棟看護師長　　高倉 恵子
10）レディース病棟　 5 階西病棟看護師長　野中 真由美
 森川 由美子

5．国指定地域がん診療連携拠点病院の活動    068
1 ）当センターにおけるがんの診療状況 副院長　　岩瀬 和裕
 



＊004｜目次

2 ）当センターにおけるがんに関する新規医療の開発：先進医療・治験・臨床試験の現況
 臨床研究部　第 1研究部門（がん研究部門）長 　　　　　　
 消化器外科　主任部長　　藤谷 和正
3 ）消化器内科の現状と今後の展開　　 消化器内科　主任部長　藥師神 崇行
4 ）当センターにおける高齢者消化器がん患者の手術を安全に行うための取り組み
 消化器外科　副部長　　本告 正明
5 ）遺伝性乳がん・卵巣がん症候群（HBOC）と遺伝カウンセリング
　　 乳腺外科　診療主任　田渕 由希子
6）歯科口腔外科について 歯科口腔外科　主任部長　　石原 　修
7 ）がんゲノム医療について 腫瘍センター長（外来化学療法室長）　　内田 純二
8 ）外来化学療法室について 外来化学療法室　副看護師長　福井 亜希子

6．委員会活動    081
1 ）委員会組織図／看護部会議・委員会組織図
2）委員会主催の各種研修会
3）委員会活動の紹介
（ 1）医事保険委員会 委員長　　山口 誓司
（ 2）臨床研究支援センター運営委員会 委員長　　田尻 　仁
（ 3）臨床研究審査委員会
　　 臨床医学倫理審査委員会 委員長　　岩瀬 和裕
（ 4）災害対策委員会 委員長　　藤見 　聡
（ 5）「虐待対策委員会」成人分科会 委員長　　辻野 精一
（ 6）特定行為看護師研修制度検討委員会 委員長　　丸尾 明代
（ 7）継続看護委員会 委員長　　神田 陽子

4 ）委員会だより
（ 1）感染対策ニュース
（ 2）スキンケア通信
（ 3）NSTニュース
（ 4）臨床研究支援センターNEWS
（ 5）専門・認定 NEWS LETTER
（ 6）わ・わ・わ ニュース
（ 7）緩和ケアだより
（ 8）摂食・嚥下サポートチーム News Letter

7 ．大阪急性期・総合医療センター平成30年度の出来事    097
1 ）院外調理体制の整備 栄養管理室　　山根 泰子
2 ）広報機能の強化について ～『広報室』の設置～ 
 広報室長代理　事務局長　　秦 　光広
3）「先端医療の臨床応用の推進」 臨床研究支援センター　　田尻 　仁
4 ）災害医療の充実について 救急診療科 主任部長　　藤見 　聡
5 ）脳神経内科の診療のご案内 脳神経内科 主任部長　　坂口 　学
6 ）臨床検査室国際規格ISO15189を取得して 臨床検査科 主任部長　　春名 能通
7 ）ふれあい病院探検隊の開催報告 事務局　総務・人事グループ　　徳重 庄司
8 ）当センターの教育・研修費
（ 1）当センターの教育研修費の実支出額内訳
（ 2）自主研修参加の成果報告



｜005＊目次

①2018年度関西支部周術期管理チームセミナー 中央手術室　柑子木 凪咲
②急性期ケアにおける輸液管理 10階西病棟　　青山 蓮世
③急変事例の振り返りによる意識調査 ～看護師の不安の変化について～

 6 階東病棟　　伊月 麻衣
9 ）当センターへようこそ
　　平成30年度施設見学者

8．施設改修、新規購入医療機器の紹介など    111
1 ）平成30年度増改築工事等一覧 総務マネージャー　　中芝 広輝
（ 1）エコー検査室等拡張工事（第 2期）
（ 2）中央館 5階病棟改修工事
（ 3）本館外来改修工事（第 1期）

2）平成30年度　医療機器等購入一覧 総務マネージャー　　中芝 広輝
3 ）施設改修、新規購入医療機器の紹介
（ 1）アンギオ（ハイブリッド） 放射線治療部　技師長　　樫山 和幸

 川瀬 佳希

9 ．診療科・病棟等のご案内    116
1 ）着任のご挨拶 小児科・新生児科　主任部長　　小垣 滋豊
 脳神経外科　主任部長　　飯田 淳一
 麻酔科　　副部長　　松本 充弘
 小児科　　副部長　　白石 　淳
 総合内科　　副部長　　古川 牧緒
 泌尿器科　　副部長　　中川 勝弘
 脳神経外科　　副部長　　玉置 　亮
 消化器外科　　副部長　　友國 　晃
 リハビリテーション科　　副部長　　山本 福子
 画像診断科　　　医長　　中澤 哲郎
 救急診療科　　　医長　　細見 早苗
 呼吸器内科　診療主任　　玄山 宗到
 消化器内科　診療主任　川井 翔一朗
 脳神経外科　診療主任　　宮前 誠亮
 産科・婦人科　診療主任　海野 ひかり
 産科・婦人科　診療主任　　後安 聡子
 産科・婦人科　診療主任　　久保田 哲
 皮膚科　診療主任　　林　 美沙
 呼吸器外科　診療主任　　原　 暁生
2 ）診療科からのお知らせ
（ 1）免疫リウマチ科からの診療のご案内 免疫リウマチ科　主任部長　　藤原 弘士
（ 2）精神科からの診療のご案内 精神科　主任部長　　松永 秀典
（ 3）脳卒中センターからの診療のご案内
 脳卒中センター　センター長（内科系）　　坂口 　学
 （外科系）　　飯田 淳一
（ 4）心臓血管外科からの診療のご案内 心臓血管外科　主任部長　　白川 幸俊
（ 5）皮膚科からの診療のご案内 皮膚科　診療主任　　林　 美沙
（ 6）脳神経外科からの診療のご案内 脳神経外科　主任部長　　飯田 淳一



＊006｜目次

（ 7）眼科からの診療のご案内
　　　最新の光干渉断層計を導入しました！
　　　（OCT：Optical Coherence Tomography） 眼科　　副部長　　山本 拓広
（ 8）泌尿器科からのお知らせ～ロボット支援手術12術式が保険適用に～

 泌尿器科　主任部長　　高尾 徹也
3 ）高度医療センターのお知らせ
（ 1）遺伝診療センター診療のご案内 遺伝診療センター長　　澤田 甚一
（ 2）ＰＥＴ核医学センターについて
 ＰＥＴ　核医学センター長（画像診断科部長）　甲田 真由子

4）病棟紹介
　　（ 1） 8階西病棟 副看護師長　佐々木 績子
　　（ 2）南館外来 看護師長　　今西 美紀

 ※職名・所属は執筆時点のものです。

10．平成30年度取材記事    132

11．平成30年度講演会の記録    136
1 ）府民対象
（ 1）府民公開講座
（ 2）平成30年度　すこやかセミナー
（ 3）出前検診
（ 4）各診療科による患者教室
（ 5）看護の出前授業

2）医療関係者対象
（ 1）病診連携研修会
（ 2）急性期・総合医療センターCPC
（ 3）院内CPC
（ 4）継続看護 1日セミナー
（ 5）地域連携合同会議
（ 6）看護専門コース
（ 7）その他の講演会
（ 8）大阪府医療人キャリアセンター　セミナー開催状況

12．イベント企画報告    144
1 ）相愛大学連携公開講座　糖尿病フェスタ（11月10日）
2）平成30年度相愛大学連携コンサート
3）平成30年度病院ギャラリー
4）患者作品展の紹介
5）イベント紹介
①万代・夢寄席
②第25回　看護の日イベント
③たなばた絵てがみ講習会
④小児科夏祭り
⑤クリスマス会＆音楽コンサート
⑥ほめほめサンタ大作戦
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⑦クリニクラウン訪問
⑧平成30年度　ほめほめ総長表彰式・接遇研修

6）あいさつカレンダー

13．職員参加コラム    155
1 ）登録医コラム 畑内科クリニック 院長　　畑 　直成
2）研修医代表の挨拶 初期研修医 2年次　　田中 綾香
3 ）職員コラム
（ 1）看護部 副看護部長兼 6階東病棟看護師長　　村井 正美
 5 階南病棟看護師長　　村蒔 弘子
 9 階東病棟看護師長　　尾﨑 尚美
 12階西病棟看護師長　　中西 雅子
 4 階南産婦人科病棟看護師長　　高倉 恵子
 6 階西病棟看護師長　　小中 俊江
 手術室・中央滅菌材料室看護師長　弥武 美紀子
（ 2）薬局 副薬局長　山東 真寿美
 薬局病棟業務室長　　竹田 健志
 薬局医薬品情報室主査　　綛谷 哲也
 化学療法管理室副室長　口分田 章典
（ 3）医療技術部 医療技術部部長　　船橋 正夫
 セラピスト部門技師長　　池埜 弥生
 放射線部門技師長　　樫山 和幸
 検査部門技師長　　小倉 眞紀
 栄養管理室室長　　山根 泰子
 臨床工学室主査　　上野山 充
 臨床心理室主任　岡部 伸太郎
 臨床心理室主任　　尾﨑 純子
 患者総合支援センターMSW　　宮本 由理
 診療情報管理室　　酒巻 智紀
 歯科衛生室　　苦木 優菜
（ 4）事務局 事務局　　秦　 光広
 総務マネージャー　　中芝 広輝
 企画マネージャー　　西井 宏之
 品質管理マネージャー　　魚田 眞一
 総務・人事グループリーダー　　森脇 　勇
 施設保全グループリーダー　　和田 隆一

4 ）新人スタッフ自己紹介
（ 1）看護師 9 階東病棟　　柳本　啓太
 4 階南病棟　　藤岡　奈那
（ 2）薬剤師 薬局　　平高　　拓

14．地区別登録医名簿と新規登録医一覧    177
どい皮ふ科クリニック
新宅医院
医療法人 井上クリニック
医療法人 亀寿会 とまとクリニック

ほしやまクリニック
ほしやま整形外科医院
ふくだあやレディースクリニック
牛尾整形外科
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15．平成31年度幹部職員名簿    197
1 ）医　務　局
2）医療技術部
3）品質管理部・医療情報部・臨床研究支援センター（医師以外）
4）薬　　　局
5）看　護　部
6）事　務　局

16．平成31年度病院運営目標・組織図    209

あとがき    226

川端産婦人科
医療法人豊友会 鶴見診療所
よどやばしメディカルクリニック
なんば くろとびハートクリニック
医療法人 さつき会 きららこどもクリニック
正木クリニック

透析クリニック大正橋
医療法人あおい会 訪問診療専門 あおいクリニック
しんとうクリニック
ぐんぐんキッズクリニック
久保整形外科クリニック
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