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ごあいさつ

大阪急性期・総合医療センター

皆様方には、日ごろから大変お世話になっており、心より感謝申し上げます。メディカ
ルホットライン第14号をお届けいたします。この小冊子は、平成18年に当時の荻原院長の
もとで創刊されて以来、毎年、地域の先生方と当センターの職員とのコミュニケーショ
ン誌として発行しております。今年の 3月に後藤前総長が退任されましたので、まだ就
任して 2か月ですが、私は第 2代目の総長として巻頭言を書かせていただきます。これ
からも岩瀬病院長とともに 2人 3脚で、いろいろな事業を進めて参りたいと考えていま
すのでよろしくお願い申し上げます。2020年度は新型コロナウイルス感染症、COVID-19
に翻弄された 1年という印象がありますが、本稿では、2020年度の当センターに関連し
たご執筆等を含め、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章は、これまでと同様に、地区医師会をはじめ、大阪府健康医療部や大阪府立病院

機構本部、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。この場をお借りしてお礼申し上げます。第 2章は、総長通信になります。
2020年度に後藤前総長が、毎月トピックを決めて、その月の出来事とともにコラム形式
でまとめられたものです。第 3 章は、近年ますます充実しつつある患者総合支援セン
ターの活動状況について、地域医療連携の状況のほか、インターネット予約システムの
運用状況、地域診療情報連携システム「万代e-ネット」の利用状況、ベッドコントロー
ルセンターの活動、医療相談コールセンターの活動、地域の医療・介護施設との連携な
どを各種データとともに年次推移でご紹介しています。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。第 4章は、私たちの理念にも掲げている安全・安心で信頼できる
「質の高い医療」の提供に関して、当センターの感染症対策、遺伝診療センターの取り組
み、肥満治療を取り上げております。第 5章は、国指定地域がん診療連携拠点病院とし
ての活動、第 6章は、当センターの2020年度の活動内容や出来事、第 7章は、施設改修
と新規医療機器の紹介、第 8章は、診療科のご案内、第 9章は、講演会の記録、第10章
は、当センター内の職員参加コラムを掲載させていただいております。
なお、昨年度、当センターは基幹災害医療センターとして重症の新型コロナ感染症患者

さんの治療に取り組んでまいりました。また、重症病床のひっ迫に備えて昨年12月より
大阪コロナ重症センターを併設しております。そのため、一部の診療機能の制約や病棟
での面会制限などご不便をおかけしておりますが、諸般の事情をご賢察いただければ幸
いです。また、当センターは 4月 1日付けで、医師、看護師、その他の医療技術職、計
182名の新規採用者を迎えて総職員数は2,081名となり、スタッフの一層の充実が図られ
ました。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
絶やさない心温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。

2021年 4 月吉日　

総　長 嶋 津　岳 士
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総長挨拶    001

1 ．メディカルほっとライン第14号の発刊に寄せて    008
1 ）大阪急性期・総合医療センターへの感謝 大阪府健康医療部長　　藤井 睦子

2 ）大変な 1年を将来の病院運営の基礎に 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14号の発刊に寄せて 大阪市住吉区長　　平澤 宏子

4 ）メディカルほっとライン第14号の発刊に寄せて 大阪市住吉消防署長　　出水 静雄

5 ）メディカルほっとライン第14号の発刊に寄せて
 一般社団法人　大阪市住吉区医師会　会長　　白木 隆士

6 ）住吉区防災連絡協議会と災害時クラウド型情報システム「iisumi」について
 一般社団法人　住吉区薬剤師会　会長　　栗生 正也

7 ）メディカルほっとライン第14号の発刊に寄せて
 一般社団法人　住吉区歯科医師会　副会長　島袋　美千代
8）COVID-19と戦う皆様に感謝
 森ノ宮医療大学　学長　大阪急性期・総合医療センター名誉院長　　荻原 俊男

9 ）日本中毒情報センターと新型コロナ感染症
 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

10）メディカルほっとライン第14号の発刊に寄せて
 相愛大学　副学長　人間発達学部子ども発達学科　学科長　　進藤 容子

11）2020年度コロナ禍の看護教育の状況
 大阪府立大学地域保健学域看護学類　教授　　杉本 吉恵

12）外来リハビリの在り方
 帝塚山病院・帝塚山リハビリテーション病院総院長　　　　 　　

 大阪急性期・総合医療センター顧問・名誉病院長　　福並 正剛

 ［順不同］

2．令和 2年度総長通信（メディカルほっとライン版）    015
令和 2年 4月号　「新年度を迎えるにあたって」　 
令和 2年 5月号　「新年度と緊急事態宣言」
令和 2年 6月号　「緊急事態宣言解除にともなう復興計画」
令和 2年 7月号　「COVID-19感染症への挑戦と通常診療に向けて」
令和 2年 8月号　「通常診療再開とCOVID-19感染症への挑戦」
令和 2年 9月号　「COVID-19感染拡大がもたらしたデジタルトランスフォーメーション」
令和 2年10月号　「当センターでの臨床研究の推進」
令和 2年11月号　「秋の診療科・部門面談」
令和 2年12月号　「大阪コロナ重症センター」
令和 3年 1月号　「年頭のご挨拶」
令和 3年 2月号　「COVID-19ワクチン接種の開始」
令和 3年 3月号　「総長通信第60号の発刊を迎えて」

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》
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3 ．患者総合支援センターの活動状況    038
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
①2020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
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
①インターネット予約件数とシステム参加医療機関数
②診療科別インターネット予約状況

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）その他　地域医療連携統計
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受け入れ状況
④登録医数

5）新入院患者数と緊急入院患者数、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）コロナ禍の患者総合支援センター 患者総合支援センター　光明寺 寿恵

8 ）2020年度新規登録医診療所紹介
医療法人南労会 桃ヶ池クリニック
伯耆循環器・内科クリニック
よりおか胎児クリニック
くろやま内科・在宅クリニック
あびこ駅前 つじもと整形外科医院
むらやま大腸肛門クリニック
ハートフリーやすらぎ 住吉診療所
てづか内科クリニック
医療法人 敬生会 フジモト眼科
医療法人 天野整形外科
医療法人 宇野耳鼻咽喉科
医療法人友絆 平野けいじんクリニック
渡辺医院

福本医院
医療法人 竹中消化器科外科クリニック
さゆり女性クリニック
医療法人 西平診療所  
あさい脳神経内科・在宅クリニック
藤井寺敬任会クリニック
かい内科クリニック
かねしろクリニック
森口クリニック
医療法人 八木クリニック
医療法人 甲潤会 レディースクリニックやぎ
医療法人 大西内科クリニック
なかいホームケアクリニック

4．安全・安心で信頼できる「質の高い医療」の提供    047
1 ）当センターの感染症対策について 感染制御室　室長　大場 雄一郎

2）遺伝診療センターの取り組みについて 遺伝診療センター　　澤田 甚一

3 ）当院におけるメタボリックサージェリー（減量・代謝改善手術）
 消化器外科　副部長　　宮﨑 安弘 
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5 ．国指定地域がん診療連携拠点病院の活動    050
1 ）当センターにおけるがんの診療状況 副院長　　藤谷 和正

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 　　　　　　

 副院長　消化器外科　　藤谷 和正

3 ）遺伝性乳がん・卵巣がん症候群（HBOC）診療の現況 乳腺外科　医長　田渕 由希子

4）消化器癌に対するロボット手術（daVinci Xiシステムの導入） 消化器外科　　賀川 義規

6 ．大阪急性期・総合医療センター2020年度の出来事    058
1 ）新型コロナウイルス感染症一色の2020年を振り返って 副院長兼医務局長　　林 　晃正

2）地域外来・検査センターについて 感染制御室長　大場 雄一郎

3）大阪コロナ重症センターについて 大阪コロナ重症センター長　　藤見　 聡

4 ）各部門における新型コロナ感染症対応について
（ 1）看護部門

看護部門における新型コロナウイルス感染症の対応について
 看護管理室　副看護部長　　村井 正美

新型コロナウイルス専門一般病棟における新型コロナウイルス感染症対応について
 5 階東病棟　看護師長　　木村　 香

救急病棟における新型コロナ感染症対応について
 救急病棟　看護師長　西谷 亜希子

（ 2）薬局
薬局における新型コロナ感染症対応について 薬局長　　坂上 嘉浩

（ 3）医療技術部
医療技術部における新型コロナ感染症対応について 医療技術部　　池埜 弥生

（ 4）ロジスティクス班
ロジスティクス班の活動について ロジスティクス班　　森脇　 勇

5 ）Medical Gateについて：当センターの状況報告 副院長　　山田 貴久

6 ）当センターの教育・研修費
（ 1）当センター教育研修費の実支出内訳
（ 2）自主研修参加後の成果報告【看護部】

①第24回日本看護管理学会学術集会
　インフォメーション・エクスチェンジ
　「医療勤務環境改善を促進する「ナッジ」設計を学ぼう」 手術室　　築谷 眞一

②看護の部下育成に活用するファシリテーションスキルの習得
 11階東病棟　　中島 沙織

③認知症高齢者の理解と看護実践 5 階東病棟　　田見 繭子

7 ）当センターへようこそ
2020年度　施設見学一覧

8）取材記事
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9 ）イベント企画報告
（ 1）イベント紹介

①小児科夏祭り（ 8 /19）
②令和 2年度 ほめほめ総長表彰式（ 3 / 8 ）

（ 2）委員会だより
①NSTニュース
②わわわニュース
③サプライ通信
④臨床研究支援センターNEWS
⑤排尿ケア通信
⑥緩和ケアだより

（ 3）あいさつカレンダー

7．施設改修、新規医療機器の紹介など    075
1 ）施設改修
（ 1）本館外来改修工事（第 2期）
（ 2）救急外来待合改修工事
（ 3）手術室陰圧化改修工事

2）新規医療機器
（ 1）IVR-CTシステム及びMRIの導入について 放射線部門　総括主査　　三浦 洋平

8 ．診療科等のご案内    077
1 ）診療科からのお知らせ
（ 1）放射線治療科からのご案内 放射線治療科　主任部長　　島本 茂利

（ 2）心臓内科からのお知らせ 心臓内科　主任部長　　渡部 徹也

（ 3）皮膚科のご案内 皮膚科　主任部長　　大畑 千佳

（ 4）脳神経内科のご案内 脳神経内科　主任部長　　坂口　 学

（ 5）消化器外科の取り組み 消化器外科　主任部長　　本告 正明

（ 6）小児科・新生児科の取り組み 小児科・新生児科　主任部長　　小垣 滋豊

（ 7）整形外科診療状況のご報告 整形外科　主任部長　　西井　 孝

（ 8）2020年 泌尿器科のトピックス 泌尿器科　主任部長　　高尾 徹也

（ 9）産科・婦人科からのお知らせ 産科・婦人科　主任部長　　竹村 昌彦

（10）免疫リウマチ科のご紹介 免疫リウマチ科　主任部長　　藤原 弘士

2 ）院内助産（助産師分娩）について 4 階南病棟　看護師長　　高倉 恵子

3 ）着任のご挨拶 画像診断科　主任部長　　細見 尚弘

 皮膚科　主任部長　　大畑 千佳

 泌尿器科　副部長　　角田 洋一

 消化器外科　副部長　　賀川 義規

 リハビリテーション科　副部長　　丹羽 陽児
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 整形外科　医長　大浦 圭一郎

 耳鼻咽喉・頭頸部外科　医長　　伊藤 理恵

 腎臓高血圧内科　診療主任　　橋本 展洋

 糖尿病内分泌内科　医長　　久保 典代

 産科・婦人科　医長　　笹野 　恵

 小児科・新生児科　診療主任　　桂木 慎一

 脳神経内科　診療主任　　清水 幹人

 産科・婦人科　診療主任　　澤田 真明

9 ．2020年度講演会の記録    087
1 ）府民対象
（ 1）府民公開講座　　　　　　【中止】
（ 2）すこやかセミナー　　　　【中止】
（ 3）各診療科による患者教室
（ 4）看護の出前授業　　　　　【中止】

2）医療関係者対象
（ 1）病診連携研修会　　　　　【中止】
（ 2）急性期・総合医療センターCPC
（ 3）その他の講演会、講習会、研修会等

10．職員参加コラム    090
1 ）今月のきらりさん 9 階東病棟　看護師長　　尾崎 尚美

 6 階東病棟　看護師長　　神田 陽子

 外来化学療法室　副看護師長（がん化学療法看護認定看護師）　福井 亜希子

 12階西病棟　看護師長　　中西 雅子

 5 階東病棟　看護師長　　木村　 香

 古根川 綾子

 8 階西病棟　看護師長　　中谷 　縁

 11階西病棟　副看護部長兼看護師長　　南　 裕恵

 NICU・GCU　副看護師長　　田中 真一

 7 階西病棟　看護師長　　鵜飼 順子

 10階西病棟　看護師長　　村蒔 弘子

 5 階南病棟　副看護師長（小児救急看護認定看護師）　　市川 聡美

 4 階南病棟　看護師長　　高倉 恵子

2 ）事務局
リレーエッセイ 総務・人事グループリーダー　　加藤 武志

 施設保全グループリーダー　　森脇　 勇

 経営企画グループリーダー　　粟倉 康之

 企画マネージャー　　西井 宏之
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 医事グループリーダー　　尾関 宏重

 総務・人事マネージャー　　能勢 一臣

 人事グループリーダー　　下中 昭二

 事務局長　　福本 泰延

3 ）新人職員紹介
 7 階西病棟　　髙橋　 遼

 5 階南病棟　三澤 あけみ

 薬局　　菅　 詩歩

11．地区別登録医名簿    102

12．幹部職員名簿・組織図    118
1 ）幹部職員名簿
（ 1）医　務　局
（ 2）看　護　部
（ 3）医療技術部
（ 4）薬　　　局
（ 5）医療情報部・品質管理部・臨床研究支援センター・患者総合支援センター（医師以外）
（ 6）医療安全管理室・感染制御室・災害対策室（医師以外）
（ 7）事　務　局

2）委員会組織図／看護部会議・委員会組織図／大阪急性期・総合医療センター組織図

13．2021年度病院運営目標    126

あとがき    137
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