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編集後記

　新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が発出されている
中、編集作業を終えようとしています。ISO26000とSDGｓの理念を融合
させた第3版の企画・編集を始めたころ、同感染症が蔓延し始め、病院にお
ける患者さんへの対応方法はもとより、遠隔授業、時差出勤や在宅勤務な
ど社会環境が一変する大変な状況下、快く編集作業にご協力いただいた皆
さんへの感謝の念で一杯です。本法人は今、次世代がん治療の開始、新大
学の誕生、病院新本館の建築など、未来を切り開く明るい話題にあふれて
います。2030年のSDGｓゴール達成に向けて、医療系総合大学・学園、
病院としての役割を果たしつつ、社会貢献活動における秘めたる可能性を
期待しながら、次版以降も多くの活動を紹介できることを願っています。
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はじめに

本学校法人経営・運営の要点

～社会の公器～

継続性・公共性・自律性

※USR＝University Social Responsibility
※COC＝Center of Community
※SDGs＝Sustainable Development Goals

▶大阪医科・薬科大学統合と薬学部新キャンパス設置
▶病院新本館着工・完成及び次世代通信対応のスマートホスピタル実践
▶次世代がん治療『関西BNCT共同医療センター』治験・診療開始
▶高槻高等学校・中学校のキャンパス整備の完成と教学力の向上
▶大阪府三島救命救急センターの移転受諾と救急医療の拡充
▶地域・産官学連携活動の拡充（高槻市+茨木市+近隣府県+企業等）
▶三島南病院の移転・新築
▶臨床系学部の新設構想
▶附属小学校・幼稚園の新設構想

▶（学）大阪医科大学と（学）大阪薬科大学の法人合併（2016年）
▶（学）大阪医科大学と（学）高槻高等学校の法人合併（2014年）

▶大学院薬学研究科設置・拡充（2021年）
▶中央手術棟竣工・開院（2016年）
▶三島南病院（第2病院）開院（2015年）
▶訪問看護ステーション設置（2014年）
▶新保育所完成（2014年）
▶大学院看護学研究科設置（2013年）

▶グローバル人材の育成
▶プロフェッショナル人材の育成
▶全業務定期検証法人部会設置

▶大学人としての成長

▶教育力、研究力、診察力の強化
▶国際化の推進
▶健康科学クリニックの成長

▶病院経営力、財務力の向上
▶事務局設置、組織力の強化
▶ガバナンス・マネジメントの整備

人・物・金・仕組の充実
（財政基盤・人材・組織力・ガバナンス）

インテグリティの涵養
（誠実性・真摯性）

SSDの実践
（自らの学習による能力向上）

組織の拡大・充実

法人合併の推進
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2030年
（SDGsゴール）

教育・研究・医療の向上

（※USR・COC・SDGs包含）「サステナブルな社会の実現」への貢献

　2021年4月、学校法人大阪医科薬科大学の
下、大阪医科大学と大阪薬科大学は統合し、新し
く「大阪医科薬科大学」となりました。
　大阪医科大学は1927年、大阪薬科大学は
1904年の創立と、いずれも約1世紀の歴史があ
り、医学・看護学、あるいは薬学の分野で少なか
らぬ貢献をしてきたものと自負しております。
　それぞれの大学を持つ学校法人大阪医科大
学と学校法人大阪薬科大学が対等の立場で合
併し、学校法人大阪医科薬科大学となったのは
2016年でした。もちろん、医学・薬学・看護学の
融和と相乗効果が狙いです。今回、大学そのもの
を統合したのは、「これからの1世紀も、サステナ
ビリティ（sustainability、持続可能性）を失わ

学校法人大阪医科薬科大学
理事長 植木 實

ずに社会の公器として貢献し、私たち法人自身も
発展するには最適の選択肢」と考えてのことです。
　こういった私たち法人の理念と方針をまとめた
のが、「サステナビリティ活動冊子」です。初版は
法人合併の前年の2015年、学校法人大阪医科
大学が制作しました。考えの根底にあるのは、
「ISO26000(組織の社会的責任に関する国際
規格)」で、社会的責任・社会貢献・地域還元を強
く意識しております。
　その後法人合併時に1度改訂し、今回、大学統
合を機にさらに第3版へと進化させました。今回の
改訂では、従来のISO26000だけではなく、「持続
可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals=SDGs）」を採り入れています。

　2015年、国連で「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が全会一致で採択されました。
SDGsはそのアジェンダ（行動計画）の中に掲げら
れており、日本を含む各国は2030年までの達成
を目指さなければなりません。「すべての人に健康
と福祉を」「質の高い教育の実現」「働きがいや
ジェンダー平等の重視」「住み続けられるまちづく
りやパートナーシップを通じた持続可能な社会の
実現」といった17の目標と、それら目標を達成す
るための169のターゲットが設定されています。
　私たち法人では、これからもこのサステナビリ
ティ活動冊子に沿って、「次世代がん治療である
BNCT（ホウ素中性子捕捉療法）など高度先進
医療」「高槻市・茨木市をはじめとする近隣地域
との連携」「国際化」「中等・高等教育との連携」な
どを進めてまいります。今回の大学統合で、これら
を一気に加速させることができるでしょう。
　本学法人の全ての組織は、高槻市内に拠点が
あります。本部キャンパスは阪急高槻市駅前に位
置し、そこには医学部、看護学部、同大学院及び

大学病院が集合しており、近隣には法人の設置
する高槻高等学校・高槻中学校と大学の運動場
（さわらぎキャンパス）、そして少し離れた山手の
阿武山キャンパスに薬学部、同大学院があり、市
内南部には分院としての三島南病院（214床）と
JR高槻駅中に健康科学クリニックが附設されて
います。高槻市は大阪と京都の中間に位置し、人
口は約35万人と今も発展を続けており、私たち
法人で働く教職員数も正規・非正規を合わせる
と4,500人に上りますが、地域社会の一員とし
て、その責任の重さを意識せざるを得ません。「積
極的な情報公開」「健全な経営と運営」を心掛け
て、重責を果たしていく所存です。
　このサステナビリティ活動冊子は、私たち法人
をご理解いただくのに、最良のご紹介になるもの
と信じております。皆様におかれましては、ぜひと
も私たち法人の活動にご関心をお持ちいただき
ますようお願い申し上げます。
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相互依存性

全体的なアプローチ

組織

7つの中核主題（ISO26000から引用）

組織統治

消費者課題

公正な事業
慣行

環境

労働慣行

人権

コミュニティ
への参画及び
コミュニティ
の発展

　国際標準化機構（International Organization for Standardization=ISO）」は、ス
イスのジュネーブに本部を置く国際協力機関です。本法人の購買・物流部や中央検査部が
適合性評価を受けている「ISO9001」並びに「ISO15189」もISOの認定です。そのうち、社
会的責任（SR＝Social Responsibility）に関するものが「ISO26000」で、2010年11月
に発効しました。「ISO26000」は、社会的責任を自身の組織文化に取り入れていくための
「手引書」ですが、掲げられている「7つの中核主題（組織統治/人権/労働慣行/環境/公正
な事業慣行/消費者に関する課題/コミュニティへの参画とその発展）」は、私たち法人がサ
ステナビリティ活動を推進する上での指針となっており、それを具現化したのが、「サステナ
ビリティ活動冊子」の初版（2015年）・第2版（2017年）でした。

　2015年9月、国連本部で「持続可能
な開発サミット」が開かれました。この
際、全会一致で採択されたのが、「我々の
世界を変革する：持続可能な開発のため
の2030アジェンダ（行動計画）」です。
具体的な内容として、「持続可能な開
発目標（Sustainable Development 
Goals=SDGs）」が掲げられました。下
図にある17の目標と、それら目標を達成
するための169のターゲットが設定され
ていて、日本を含むすべての国は2030
年までにこれらの目標を達成するものと

されています。私たち法人もこのアジェン
ダに共感することから、先のISO26000
に加え、SDGs「17の目標」も採り入れて
改訂したのが、今回の「サステナビリティ
活動冊子」第3版です。

※本法人は現在、全国の２8大学とともに
「SDGs大学連携プラットフォーム」に参画し、
国連大学と連携してSDGｓ活動に関する多
様な取り組みを行っています。この活動を通し
て得られる情報や経験、人的交流などを今後
のSDGｓ活動に活かしつつ法人の成長と発
展に繋げていきます。この活動の内容は、本冊
子の次項でご紹介します。

「サステナビリティ活動冊子」の社会的背景 
～ISO26000「7つの中核主題」とSDGs「17の目標」～

■ISO26000の掲げる社会的責任の「7つの中核主題」とは ■SDGsの「17の目標」とは

国際連合広報センターホームページから引用
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するための169のターゲットが設定され
ていて、日本を含むすべての国は2030
年までにこれらの目標を達成するものと

されています。私たち法人もこのアジェン
ダに共感することから、先のISO26000
に加え、SDGs「17の目標」も採り入れて
改訂したのが、今回の「サステナビリティ
活動冊子」第3版です。

※本法人は現在、全国の２8大学とともに
「SDGs大学連携プラットフォーム」に参画し、
国連大学と連携してSDGｓ活動に関する多
様な取り組みを行っています。この活動を通し
て得られる情報や経験、人的交流などを今後
のSDGｓ活動に活かしつつ法人の成長と発
展に繋げていきます。この活動の内容は、本冊
子の次項でご紹介します。

「サステナビリティ活動冊子」の社会的背景 
～ISO26000「7つの中核主題」とSDGs「17の目標」～

■ISO26000の掲げる社会的責任の「7つの中核主題」とは ■SDGsの「17の目標」とは

国際連合広報センターホームページから引用
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健全な学校法人経営を支える「ガバナンス」と
「内部統制システム」
～私立学校法改正と日本私立大学連盟ガバナンス・コードの要請に応える～【法人】

■リスク評価の目的の明確化
■リスク管理の体制と仕組み構築、
　規則類制定
■リスクの抽出、分析、評価
■リスクに対する対策検討
■リスクの中長期計画への反映
■リスク情報の共有（理事会等）

（潜在的、顕在的）リスクの評価と対応

経営と組織運営

健全な学校法人経営を支える「ガバナンス」と
「内部統制システム」
～私立学校法改正と日本私立大学連盟ガバナンス・コードの要請に応える～【法人】

社会的責任

　学校法人経営における「ガバナンス」とは、寄附

行為（財団法人の定款に相当）に定める法人の目

的や建学の精神に則り、事業計画や意思決定、

業務執行とそれらの適切性を監督する仕組みで

あり、経営を機動的かつ健全に保つシステムであ

ると言えます。最高意思決定機関であり、理事を

監督する機関でもある理事会は、諮問機関であ

る評議員会に対し重要事項について諮問し、答

申を受けなければなりません。

　本法人では、「ガバナンス」を適切に機能させる

ために、ステークホルダーとの意思疎通と理解の

徹底を図っています。積極的な情報公開を心掛

けており、公開可能なものについてはホームペー

ジやパンフレット、法人全体集会やＦＤ&ＳＤ教

育・研究集会等を通じて情報の共有化を図り、説

明責任を果たしています。

　一方、「内部統制システム」は、ガバナンスが適

切に機能していることをチェックする仕組みであ

り、組織が健全で効率的に運営されるよう各業

務に係る所定の規程類や管理基準を定め、それ

に基づく監視が行われます。監事と監査法人、法

人監査室（内部監査）の三様監査人がそれぞれ

の立場から、計画や業務の執行状況、業務の質の

適切性、財務報告の正確性などを検証し、必要に

応じて改善提言を行うとともに、フォローを実施

します。

　三様監査人は少なくとも１年に２回以上、理事

長をはじめとする役員と合同会議を開催し、現状

把握、課題認識、対策等について情報を共有する

とともに、「ガバナンス」や「内部統制システム」が

健全に維持されるよう検証体制を機能させてい

ます。　

■理念、目的、使命、ビジョン
■建学の精神、学是
■倫理心得
■理事長、学長、病院長方針等
■プロセスオーナーの確立

ガバナンス（学校法人統治）

評議員会

内部統制
（内部統制環境の整備他）

業務の執行

良好な統制環境・統制活動等（マネジメントレビュー）

事務局
財務部
情報企画管理部
総務部・薬学総務部
人事部
学務部・薬学学務部
高校・中学事務部
病院事務部
三島南病院事務部
等

理事会（理事長）

理事

監督

報告

文部科学省
大学基準協会

外部監査法人

監事

法人監査室
検証業務

厚生労働省・
大阪府・
高槻市 等

指示

監査

監査
（業務）
（会計）

内部監査最終決定

監督 監督

理事 理事

諮問

答申

～公平性・有効性・効率性の向上～

（業務プロセスの実施責任者のことで、目標の達
成、業務の改善などに責任を持つ。内部統制の
有効性、効率性の向上、リスクの低減や分析、改
善を通じて業務を最適化する責任がある。）

学校法人大阪医科薬科大学のガバナンス図

会
計
監
査
院

学校
大阪医科薬科大学
大阪医科薬科大学大学院
図書館
高槻高等学校・中学校
等

附属・附設施設
大阪医科薬科大学病院
三島南病院
健康科学クリニック
BNCT共同臨床研究所・
関西BNTC共同医療センター
地域医療包括センター
小児高次脳機能研究所・ＬＤセンター
歴史資料館
薬用植物園
他

・内部統制の整備、運用状況を
　検討・評価し改善を図る

監査（経営全般）
・法人の業務
・財産の状況 等

報告義務
・損害を及ぼす
　事案の発見・権限委譲

　業務執行の監督 等

監査（会計）
・計算書類の監査

連携
連携

連携

報
告・意
見
等

組織活動の健全性を保証する内部統制システム

統制環境

■IT環境への対応
■ITの利用及び統制
（業務におけるITへの適切な対応）

ITへの対応（情報技術）

■日常的検証
　（監事監査／内部監査／監査法人監査／
　  三様監査人会議／マネジメントレビュー等）
■業務執行の評価と改善提言

モニタリング活動（監視活動）

■関連する情報の利用
■組織内外に対する情報の伝達
■患者さん等ステークホルダーの要望
■公益通報制度等
■教職員研修等（FD/SD等）

情報と伝達
■担当業務の管理
■管理基準の明確化
■規則類や手順書の作成や改訂、遵守
■適切な承認
■職務権限の一極集中排除（職権分離）
■アプリケーションシステムの管理

統制活動
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健全な学校法人経営を支える「ガバナンス」と
「内部統制システム」
～私立学校法改正と日本私立大学連盟ガバナンス・コードの要請に応える～【法人】

■リスク評価の目的の明確化
■リスク管理の体制と仕組み構築、
　規則類制定
■リスクの抽出、分析、評価
■リスクに対する対策検討
■リスクの中長期計画への反映
■リスク情報の共有（理事会等）

（潜在的、顕在的）リスクの評価と対応

経営と組織運営

健全な学校法人経営を支える「ガバナンス」と
「内部統制システム」
～私立学校法改正と日本私立大学連盟ガバナンス・コードの要請に応える～【法人】

社会的責任

　学校法人経営における「ガバナンス」とは、寄附

行為（財団法人の定款に相当）に定める法人の目

的や建学の精神に則り、事業計画や意思決定、

業務執行とそれらの適切性を監督する仕組みで

あり、経営を機動的かつ健全に保つシステムであ

ると言えます。最高意思決定機関であり、理事を

監督する機関でもある理事会は、諮問機関であ

る評議員会に対し重要事項について諮問し、答

申を受けなければなりません。

　本法人では、「ガバナンス」を適切に機能させる

ために、ステークホルダーとの意思疎通と理解の

徹底を図っています。積極的な情報公開を心掛

けており、公開可能なものについてはホームペー

ジやパンフレット、法人全体集会やＦＤ&ＳＤ教

育・研究集会等を通じて情報の共有化を図り、説

明責任を果たしています。

　一方、「内部統制システム」は、ガバナンスが適

切に機能していることをチェックする仕組みであ

り、組織が健全で効率的に運営されるよう各業

務に係る所定の規程類や管理基準を定め、それ

に基づく監視が行われます。監事と監査法人、法

人監査室（内部監査）の三様監査人がそれぞれ

の立場から、計画や業務の執行状況、業務の質の

適切性、財務報告の正確性などを検証し、必要に

応じて改善提言を行うとともに、フォローを実施

します。

　三様監査人は少なくとも１年に２回以上、理事

長をはじめとする役員と合同会議を開催し、現状

把握、課題認識、対策等について情報を共有する

とともに、「ガバナンス」や「内部統制システム」が

健全に維持されるよう検証体制を機能させてい

ます。　

■理念、目的、使命、ビジョン
■建学の精神、学是
■倫理心得
■理事長、学長、病院長方針等
■プロセスオーナーの確立

ガバナンス（学校法人統治）

評議員会

内部統制
（内部統制環境の整備他）

業務の執行

良好な統制環境・統制活動等（マネジメントレビュー）

事務局
財務部
情報企画管理部
総務部・薬学総務部
人事部
学務部・薬学学務部
高校・中学事務部
病院事務部
三島南病院事務部
等

理事会（理事長）

理事

監督

報告

文部科学省
大学基準協会

外部監査法人

監事

法人監査室
検証業務

厚生労働省・
大阪府・
高槻市 等

指示

監査

監査
（業務）
（会計）

内部監査最終決定

監督 監督

理事 理事

諮問

答申

～公平性・有効性・効率性の向上～

（業務プロセスの実施責任者のことで、目標の達
成、業務の改善などに責任を持つ。内部統制の
有効性、効率性の向上、リスクの低減や分析、改
善を通じて業務を最適化する責任がある。）

学校法人大阪医科薬科大学のガバナンス図

会
計
監
査
院

学校
大阪医科薬科大学
大阪医科薬科大学大学院
図書館
高槻高等学校・中学校
等

附属・附設施設
大阪医科薬科大学病院
三島南病院
健康科学クリニック
BNCT共同臨床研究所・
関西BNTC共同医療センター
地域医療包括センター
小児高次脳機能研究所・ＬＤセンター
歴史資料館
薬用植物園
他

・内部統制の整備、運用状況を
　検討・評価し改善を図る

監査（経営全般）
・法人の業務
・財産の状況 等

報告義務
・損害を及ぼす
　事案の発見・権限委譲

　業務執行の監督 等

監査（会計）
・計算書類の監査

連携
連携

連携

報
告・意
見
等

組織活動の健全性を保証する内部統制システム

統制環境

■IT環境への対応
■ITの利用及び統制
（業務におけるITへの適切な対応）

ITへの対応（情報技術）

■日常的検証
　（監事監査／内部監査／監査法人監査／
　  三様監査人会議／マネジメントレビュー等）
■業務執行の評価と改善提言

モニタリング活動（監視活動）

■関連する情報の利用
■組織内外に対する情報の伝達
■患者さん等ステークホルダーの要望
■公益通報制度等
■教職員研修等（FD/SD等）

情報と伝達
■担当業務の管理
■管理基準の明確化
■規則類や手順書の作成や改訂、遵守
■適切な承認
■職務権限の一極集中排除（職権分離）
■アプリケーションシステムの管理

統制活動
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社
会
的
責
任

社
会
貢
献

地域還
元

国連/
国際社会
業務支援・
人材派遣・寄附

ステークホルダーエンゲージメント

ボランティア活動他

在校生/
保護者

ダイバーシティ・
成長支援・報酬・
福利厚生

卒業生
SDGｓ活動・連携 小学校/

中学校/
高等学校
教育・指導・
納付金 他大学

（含む海外）
人事交流・
活動支援

教　育

研　究

医療・診療

経営と組織運営
（ガバナンスと
内部統制システム）

進学塾/
予備校/受験生
連携・交流・
人材確保

外部認証・
評価機関
評価活動・
質保証・助言

日本医療研究
開発機構（ＡＭＥＤ）
補助金・評価

企業
取引・連携・支援・
卒業生受入

他大学（含む海外）
提携・連携

（留学、単位交換等）

医師会
連携・交流・助言

連携病院
連携・情報共有・

助言患者さん
診療・満足度向上

外部認証・
評価機関

（（公財）日本医療機能
評価機構他）

評価・助言

地域社会・
住民
相互交流

ボランティア
交流・連携・
支援

自治体
（高槻市他）
連携・支援

NPO・NGO
連携・助言

教職員
ダイバーシティ・
成長支援・報酬・
福利厚生

寄附者
寄附支援・助言

取引先
パートナーシップ・
相互利益の追求・
公正な取引

マスコミ
情報共有・説明責任

私学事業団
福利厚生・補助金・

資金調達

金融機関
資産運用・資金調達

（一社）日本私立大学連盟
活動指針・連携

行政・自治体他
申請・届出・
検査・指導・
助成金等

関係会社
ダイバーシティ・
成長支援・
報酬・
福利厚生

学校法人
大阪医科薬科

大学

本法人は、企業にも増して学校法人として多様な
利害関係者とつながりを持っています。
　特に最近は、教育・研究活動における国際化の
進展や産学官連携活動の活発化、地域を超えた
医療連携活動の推進により、様々なステークホル
ダーとの結びつきが増しています。
　また、国連が提唱するSDGsの理念と目標を達
成するためには、地球規模の連携と行動が求め
られています。

～利害関係者との社会的結びつき～【法人】
ステークホルダーエンゲージメント

　ステークホルダー・エンゲージメントとは、意
思決定や活動を行う上で、ステークホルダーの関
心事項を理解するために行われる取り組みのこ
とで、官公署の指示や報告、患者さんや学生・生
徒等を対象とするアンケート、相談窓口の開設、
労使協議や取引先に対する方針説明、地域社会
における講演会開催や市民団体との協働作業な
どが該当します。
　「教育」、「研究」、「医療・診療」、「社会貢献活
動」を通じて、「社会の公器」としての役割を担う

　また、この４つそれぞれについて、基本原則-遵

守原則-重点事項-実施項目という４重構造が

作られています。本法人では「実施項目」のすべて

について、現時点での達成状況をチェックし、必

要な対応を行っています。

　監事・監査法人・法人監査室がそれぞれの立

場で、「計画や業務の執行状況」「業務の質の適

切さ」「財務報告の正確さ」などを継続的に検証

し、「内部統制システム」を機能させながら達成状

況をチェックしていきます。　

　学校法人大阪医科薬科大学が加盟する一般

社団法人日本私立大学連盟は、私立大学の「教

育・研究の充実向上」「経営基盤の強化」などの

ために作られ、現在125大学が加盟しています。

日本私立大学連盟は2019年6月に、学校法人

統治の指針とも言える、4つの基本原則からなる

「私立大学ガバナンス・コード」を策定し、各大学

に大学統治の安定化を求めています。

　1.自律性の確保

　2.公共性の確保

　3.信頼性・透明性の確保

　4.継続性の確保

一般社団法人　日本私立大学連盟ガバナンス・コード体系図

基本原則
☆【遵守する内容であり、日本私立大学連盟（私大連）への報告義務を有する】

遵守原則
☆【遵守する内容であり、私大連への報告義務を有する】

各会員法人が原則、実施する必要があると考えた内容を示している。具体的には自律性、公共性、信頼性・透明性・継
続性の４つの確保を掲げている。この４つはそれぞれ独立したものではなく、４つが揃ってこそ、私立大学のガバナン
スが有効に機能すると考えられるため、いずれも欠くことができないものである。

「基本原則」を遵守するために会員法人が実施する必要があると考える内容を示している。

1.自律性の確保 2.公共性の確保 3.信頼性・透明性の確保 4.継続性の確保

4原則

8原則

重点事項
「遵守原則」を遵守するために必要不可欠な事項を示している。また、「重点事項」は上位の「遵守原則」の遵守状況
（取組状況）を判断する際の指針となる。

10事項

実施項目
「重点事項」を達成するために、実際に努めるべき具体的項目を示している。全てを達成しなければ、「重点事項」を
遵守していないと即座に判断されることにはならないが、上位の「重点事項」を実現するためには、いずれの項目も
必要不可欠である。全ての「実施項目」が達成できていない場合には、「重点事項」を実現できていないこととなる。
「実施項目」以外の手段によって、「重点事項」を遵守している場合、その内容を私大連に報告する必要がある。

89項目
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本法人は、企業にも増して学校法人として多様な
利害関係者とつながりを持っています。
　特に最近は、教育・研究活動における国際化の
進展や産学官連携活動の活発化、地域を超えた
医療連携活動の推進により、様々なステークホル
ダーとの結びつきが増しています。
　また、国連が提唱するSDGsの理念と目標を達
成するためには、地球規模の連携と行動が求め
られています。

～利害関係者との社会的結びつき～【法人】
ステークホルダーエンゲージメント

　ステークホルダー・エンゲージメントとは、意
思決定や活動を行う上で、ステークホルダーの関
心事項を理解するために行われる取り組みのこ
とで、官公署の指示や報告、患者さんや学生・生
徒等を対象とするアンケート、相談窓口の開設、
労使協議や取引先に対する方針説明、地域社会
における講演会開催や市民団体との協働作業な
どが該当します。
　「教育」、「研究」、「医療・診療」、「社会貢献活
動」を通じて、「社会の公器」としての役割を担う

　また、この４つそれぞれについて、基本原則-遵

守原則-重点事項-実施項目という４重構造が

作られています。本法人では「実施項目」のすべて

について、現時点での達成状況をチェックし、必

要な対応を行っています。

　監事・監査法人・法人監査室がそれぞれの立

場で、「計画や業務の執行状況」「業務の質の適

切さ」「財務報告の正確さ」などを継続的に検証

し、「内部統制システム」を機能させながら達成状

況をチェックしていきます。　

　学校法人大阪医科薬科大学が加盟する一般

社団法人日本私立大学連盟は、私立大学の「教

育・研究の充実向上」「経営基盤の強化」などの

ために作られ、現在125大学が加盟しています。

日本私立大学連盟は2019年6月に、学校法人

統治の指針とも言える、4つの基本原則からなる

「私立大学ガバナンス・コード」を策定し、各大学

に大学統治の安定化を求めています。

　1.自律性の確保

　2.公共性の確保

　3.信頼性・透明性の確保

　4.継続性の確保
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リスクマネジメントサイト

経営活動の健全性と安定性の向上に資する
「リスクマネジメント」【法人】

　私たちの日々の活動に直接関わっている関係者
は、高槻市人口の約４％にも達し、ご家族を含め
るとさらに大きな消費行動をもたらしています。市
民の皆さんの生活に深く関わっている本法人が、
健全で安定的な経営を維持することは、社会的
責任を果たすため極めて重要であると言えます。
　本法人はここ数年、経営・教育・研究・診療・社
会貢献活動など多方面において積極的に改革を
推し進めています。病院新本館建築やBNCT診
療の開始、大学統合と薬学部キャンパス用地取
得、高槻中学校・高等学校の男女共学化やキャン
パス全面整備など、10年以内で完結する予定で
既に多くの計画が完了しています。
　こうした計画を成し遂げ、経営の安定化に資す
るためには、潜在的リスクを極小化する「（狭義
の）リスクマネジメントシステム」を機能させる必
要があります。また、災害対策などの危機管理（ク

（注１）事後対応（危機発生後が中心）：重大なリスクが生じた場合の損失を最小限にするための活動   
（注２）事前対応が中心：想定するリスクが起こらないようにするためにリスクを管理すること
　　　（戦略、財務、ハザード、診療、オペレーション、教育・研究等）   
（注３）対象領域：教育活動、研究活動、ＩＴ情報管理（含む医療情報管理）、病院活動、施設運営管理、購買・調達業務   

学校法人大阪医科薬科大学の「リスクマネジメント（広義）」強化活動の推移（2015年以降）

実施年度
クライシスマネジメント（危機管理）（注1）

・「危機管理」改革プロジェクト開始

・「危機管理に関する理事長指針」制定
・「事業継続計画＝BCP」策定（注3）
・「災害避難訓練」開始（医学部/看護学部） 
・「危機管理教育」開始（医学部/看護学部） 
・「危機管理ホームページ」制作と公開

・「事故調査制度」制定開始

・「インシデントレポートシステム
　（サンキューレポート）運用」開始
・「ＱＩ管理室（旧医療管理室）」設置
・「内部通報窓口」設置

・「海外安全ハンドブック」制作と発行
・「安否確認システム稼働/定期点検」実施
・「大災害時対応ポケットマニュアル」発行　

・リスクマネジメントサイトの更新
・「リスクマネジメントポリシー」制定
・「リスクマネジメント規則」制定
・「最高リスク管理責任者」設置
・「リスクマネジメント会議」設置　　　
・「リスクマネジメント事務局」設置
・「リスクマネジメントシステム」運用開始
　（抽出、評価（算定）、対策、報告、見直し）
・「管理リスクの理事会報告」（情報共有）
・「リスク管理モニタリング」実施　　

・「医療保険教育研修会」開始
・「保険診療指標モニタリング委員会」設置
　（適時調査）
・「特定共同指導対策」実施

・「安全保障輸出管理」仕組み構築・運用
・「安全保障輸出管理モニタリング」実施　

・「医療総合管理部組織」再編
　（ガバナンス強化）
・「三島南病院適時調査事前対策」実施

・「医療安全業務外部監査委員会」設置
・「高難度新規医療技術評価委員会」設置

リスクマネジメント（狭義）（注２） 医療安全リスクマネジメント

活動内容 活動内容 活動内容

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

ライシスマネジメント）では、将来の大災害発生
に備え、「事業継続計画（BCP）」の策定、緊急連
絡網の構築とテスト、避難訓練の実施、ポケット
マニュアルの配布などを完了しました。加えて、
2019年度から「外国為替及び外国貿易法」に基
づく「安全保障輸出管理」の検証業務の仕組みを
構築し、実務展開を始めており、これらの関連情
報をホームページ上で公開しています。

　「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取
組」（2018年2月27日）に示されたすべての医師
の勤務実態の調査などの項目について内容を精
査の上、1年以内にすべての項目への対応を終え
ました。また、その後に国が設置した「医師の働き
方改革の推進に関する検討会議」の動向を見な
がら、「医師の研鑽に関する規程」を定めるなど、
積極的に「働き方改革」に取り組んできました。中
でも、女性医師等の支援に関しては、「女性医師
支援センター」を立ち上げ、女性医師がキャリア
を形成する上での障害になっていた短時間勤務
制度や保育制度の改革とベビーシッター補助制
度を推進し、着実に多くの成果が表れています。
■その他の働き方改革
　2018年1月に理事長名で「会議体の運営方
法」と「ノー残業デーの通年実施」の徹底に関す
る書簡を全職員に通知しました。会議時間の短
縮や17時以降の会議の原則禁止、会議資料の
事前配付による会議運営の円滑化やフロアごと
のノー残業デーの実施などを行い、実施状況の
報告を義務づけています。

本法人における「働き方改革」への取り組み
【法人】

　働きがいをもって人間らしく仕事に取り組むこ
とができる職場環境を作ることは、「生活の質（Ｑ
ＯＬ）」の向上に繋がる優先度の高い課題であり、
雇用者だけでなく、障がい者や男女を問わず全
職員が真剣に考えなければなりません。　
　2019年度から「働き方改革」関連法が順次施
行されましたが、本法人では、大学病院に勤務す
る医師のみならず、法人全体で取り組むべき問題
として業務改善や制度改革に取り組んできまし
た。その中から代表的な活動を紹介します。
■組織的な取り組み
　担当理事を置いて大学、中学校・高等学校の
異なる学校種の医師、教職員の働き方改革を推
進しています。
■医師の働き方改革
　医師の働き方改革に関して、理事8名、監事1
名と職員10名で構成される「医師の働き方改革
協議会」を設置し、その下に「医師の勤務時間管
理等検討部会」と「タスクシフティング等検討部
会」を置いて、医師の働き方改革を推進し、国の
検討内容を受けてさまざまな対応を迅速に行っ
ています。　

厚生労働省ホームページ

https://www.osaka-med.ac.jp/deps/kiki-kanri/
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リスクマネジメントサイト

経営活動の健全性と安定性の向上に資する
「リスクマネジメント」【法人】

　私たちの日々の活動に直接関わっている関係者
は、高槻市人口の約４％にも達し、ご家族を含め
るとさらに大きな消費行動をもたらしています。市
民の皆さんの生活に深く関わっている本法人が、
健全で安定的な経営を維持することは、社会的
責任を果たすため極めて重要であると言えます。
　本法人はここ数年、経営・教育・研究・診療・社
会貢献活動など多方面において積極的に改革を
推し進めています。病院新本館建築やBNCT診
療の開始、大学統合と薬学部キャンパス用地取
得、高槻中学校・高等学校の男女共学化やキャン
パス全面整備など、10年以内で完結する予定で
既に多くの計画が完了しています。
　こうした計画を成し遂げ、経営の安定化に資す
るためには、潜在的リスクを極小化する「（狭義
の）リスクマネジメントシステム」を機能させる必
要があります。また、災害対策などの危機管理（ク

（注１）事後対応（危機発生後が中心）：重大なリスクが生じた場合の損失を最小限にするための活動   
（注２）事前対応が中心：想定するリスクが起こらないようにするためにリスクを管理すること
　　　（戦略、財務、ハザード、診療、オペレーション、教育・研究等）   
（注３）対象領域：教育活動、研究活動、ＩＴ情報管理（含む医療情報管理）、病院活動、施設運営管理、購買・調達業務   

学校法人大阪医科薬科大学の「リスクマネジメント（広義）」強化活動の推移（2015年以降）

実施年度
クライシスマネジメント（危機管理）（注1）

・「危機管理」改革プロジェクト開始

・「危機管理に関する理事長指針」制定
・「事業継続計画＝BCP」策定（注3）
・「災害避難訓練」開始（医学部/看護学部） 
・「危機管理教育」開始（医学部/看護学部） 
・「危機管理ホームページ」制作と公開

・「事故調査制度」制定開始

・「インシデントレポートシステム
　（サンキューレポート）運用」開始
・「ＱＩ管理室（旧医療管理室）」設置
・「内部通報窓口」設置

・「海外安全ハンドブック」制作と発行
・「安否確認システム稼働/定期点検」実施
・「大災害時対応ポケットマニュアル」発行　

・リスクマネジメントサイトの更新
・「リスクマネジメントポリシー」制定
・「リスクマネジメント規則」制定
・「最高リスク管理責任者」設置
・「リスクマネジメント会議」設置　　　
・「リスクマネジメント事務局」設置
・「リスクマネジメントシステム」運用開始
　（抽出、評価（算定）、対策、報告、見直し）
・「管理リスクの理事会報告」（情報共有）
・「リスク管理モニタリング」実施　　

・「医療保険教育研修会」開始
・「保険診療指標モニタリング委員会」設置
　（適時調査）
・「特定共同指導対策」実施

・「安全保障輸出管理」仕組み構築・運用
・「安全保障輸出管理モニタリング」実施　

・「医療総合管理部組織」再編
　（ガバナンス強化）
・「三島南病院適時調査事前対策」実施

・「医療安全業務外部監査委員会」設置
・「高難度新規医療技術評価委員会」設置

リスクマネジメント（狭義）（注２） 医療安全リスクマネジメント

活動内容 活動内容 活動内容

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

ライシスマネジメント）では、将来の大災害発生
に備え、「事業継続計画（BCP）」の策定、緊急連
絡網の構築とテスト、避難訓練の実施、ポケット
マニュアルの配布などを完了しました。加えて、
2019年度から「外国為替及び外国貿易法」に基
づく「安全保障輸出管理」の検証業務の仕組みを
構築し、実務展開を始めており、これらの関連情
報をホームページ上で公開しています。

　「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取
組」（2018年2月27日）に示されたすべての医師
の勤務実態の調査などの項目について内容を精
査の上、1年以内にすべての項目への対応を終え
ました。また、その後に国が設置した「医師の働き
方改革の推進に関する検討会議」の動向を見な
がら、「医師の研鑽に関する規程」を定めるなど、
積極的に「働き方改革」に取り組んできました。中
でも、女性医師等の支援に関しては、「女性医師
支援センター」を立ち上げ、女性医師がキャリア
を形成する上での障害になっていた短時間勤務
制度や保育制度の改革とベビーシッター補助制
度を推進し、着実に多くの成果が表れています。
■その他の働き方改革
　2018年1月に理事長名で「会議体の運営方
法」と「ノー残業デーの通年実施」の徹底に関す
る書簡を全職員に通知しました。会議時間の短
縮や17時以降の会議の原則禁止、会議資料の
事前配付による会議運営の円滑化やフロアごと
のノー残業デーの実施などを行い、実施状況の
報告を義務づけています。

本法人における「働き方改革」への取り組み
【法人】

　働きがいをもって人間らしく仕事に取り組むこ
とができる職場環境を作ることは、「生活の質（Ｑ
ＯＬ）」の向上に繋がる優先度の高い課題であり、
雇用者だけでなく、障がい者や男女を問わず全
職員が真剣に考えなければなりません。　
　2019年度から「働き方改革」関連法が順次施
行されましたが、本法人では、大学病院に勤務す
る医師のみならず、法人全体で取り組むべき問題
として業務改善や制度改革に取り組んできまし
た。その中から代表的な活動を紹介します。
■組織的な取り組み
　担当理事を置いて大学、中学校・高等学校の
異なる学校種の医師、教職員の働き方改革を推
進しています。
■医師の働き方改革
　医師の働き方改革に関して、理事8名、監事1
名と職員10名で構成される「医師の働き方改革
協議会」を設置し、その下に「医師の勤務時間管
理等検討部会」と「タスクシフティング等検討部
会」を置いて、医師の働き方改革を推進し、国の
検討内容を受けてさまざまな対応を迅速に行っ
ています。　

厚生労働省ホームページ

https://www.osaka-med.ac.jp/deps/kiki-kanri/
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キャリア継続のための女性医師支援【法人】

・一時保育制度の新設
・病児保育の拡充
■短時間勤務制度の改善
・レジデントを対象に追加
■ベビーシッター派遣に関する補助制度の導入
・女性医師が働きやすい職場環境作りの促進
・子供を持つ男性医師への拡充
■「女性医師支援センター」の取り組みに対する
情報共有と意識改革
・スマートニュースの毎月定期発刊
・診療科を訪問しての意見交換の実施
・医学生、男性を含めた若手医師等が参加した交
流会の定期開催

・診療科長会での説明
　2019年11月には岡山大学医療人キャリアセ
ンターMUSCATの片岡仁美センター長による
開設1周年記念講演会を開催し、参加者とともに
先進事例を学びました。現在は「女性医師支援セ
ンター」の対象範囲を「診療に従事する医師」に
限定していますが、今後は「研究者」や「医療人」を
はじめ、「ダイバーシティ」を意識しつつ、ＳＤＧｓ
目標でもある「ジェンダー平等の実現」を積極的
に推進していきたいと考えています。

　2017年8月、厚生労働省は、「医師の働き方
改革に関する検討会」を立ち上げました。この議
論の中で、大きな課題として改めて浮き上がって
きたのが女性医師の勤務環境です。
　女性医師が出産育児等のライフイベントによ
り離職することを防ぎ、男性医師と協働しながら
キャリアを維持できる体制を整備することが重要
と考えています。
　本法人では、医師の働き方改革の一環として
男女雇用機会を均等にするため、2018年春に
法人直轄の「女性医師支援センター」を立ち上
げ、教員と職員が協働して職場における女性医師
のキャリアをより積極的に支援する取り組みをス
タートさせました。　
　センターでは実態把握のための調査を行い、
現場の女性医師の望む支援について分析しまし
た。その結果、支援策として「保育室」、「短時間勤
務」の制度充実が必要であることが明らかになり
ました。また、「診療科のサポート体制」が重要で
あることも明らかになり、診療科への情報提供が
必要であることを認識し、人事課の協力を得て、
以下の取り組みを行いました。
■女性医師の保育室有効利用の促進
・保育時間の延長

開設1周年記念講演会

第1回交流会

■配属部署の受け入れ体制整備（採用後）
　研修会の開催や専門知識を持つ職員の巡回、
面談の実施や、相談窓口の設置を行いました。
■「雇用促進チーム（愛称：フクシア）」の立ち上げ
　2020年1月からは従来の方法に加え、「雇用促
進チーム（愛称：フクシア）」を立ち上げ、適性の似
かよった障がい者を同じ職場に集中的に配置し、
作業効率を上げることによって達成感や働きがい
を持つことができる職場を作ろうとしています。フ
クシアの業務は主にキャンパス敷地内や大学建物
等の環境美化業務ですが、随時、郵送物の封入作
業等の事務補助業務の受託も行っていきます。
　これらの活動内容を他の医療法人や学校法人
に向けて発信することで、他の病院や学校におけ
る障がい者の方々の雇用促進に繋がっていくと
確信しています。
　本法人ではこれからも障がい特性を活かした
障がい者雇用を積極的にサポートし続け、パート
ナーシップを形成することによって働きがいのあ
る職場作りを実現していきます。

職場での共生に向けて（障がい者も、健常者も）
【法人】

　本法人ではこれまで、障がい者が仕事を通じ
て働きがいを感じつつ自ら能力を発揮し、自立し
た職業生活を過ごせるよう積極的に雇用機会を
創出し、雇用の拡大と定着の促進を図ってきまし
た。しかしながら、障がい者と協働することに慣れ
ていないこと等からミスマッチが起こり入職して
も定着し難い、また法人規模の拡大に伴う職員
数の増加、更には法定雇用率の引き上げなども
相まって法定雇用率は未達成の状態が長く続き
ました。
　そこで、定着支援策として、法人全体で以下の
ような取り組みを行った結果、2019年及び
2020年の6/1（ロクイチ）報告において法定雇
用率を上回ることができました。
■採用方法の見直し（採用前）
　関係機関からの紹介により、障がい特性を事
前に理解することでミスマッチによる早期離職を
防ぐことができました。

学校法人対象のセミナーでの講演

「フクシア」定例ミーティング 印刷物の封入・発送業務
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キャリア継続のための女性医師支援【法人】

・一時保育制度の新設
・病児保育の拡充
■短時間勤務制度の改善
・レジデントを対象に追加
■ベビーシッター派遣に関する補助制度の導入
・女性医師が働きやすい職場環境作りの促進
・子供を持つ男性医師への拡充
■「女性医師支援センター」の取り組みに対する
情報共有と意識改革
・スマートニュースの毎月定期発刊
・診療科を訪問しての意見交換の実施
・医学生、男性を含めた若手医師等が参加した交
流会の定期開催

・診療科長会での説明
　2019年11月には岡山大学医療人キャリアセ
ンターMUSCATの片岡仁美センター長による
開設1周年記念講演会を開催し、参加者とともに
先進事例を学びました。現在は「女性医師支援セ
ンター」の対象範囲を「診療に従事する医師」に
限定していますが、今後は「研究者」や「医療人」を
はじめ、「ダイバーシティ」を意識しつつ、ＳＤＧｓ
目標でもある「ジェンダー平等の実現」を積極的
に推進していきたいと考えています。

　2017年8月、厚生労働省は、「医師の働き方
改革に関する検討会」を立ち上げました。この議
論の中で、大きな課題として改めて浮き上がって
きたのが女性医師の勤務環境です。
　女性医師が出産育児等のライフイベントによ
り離職することを防ぎ、男性医師と協働しながら
キャリアを維持できる体制を整備することが重要
と考えています。
　本法人では、医師の働き方改革の一環として
男女雇用機会を均等にするため、2018年春に
法人直轄の「女性医師支援センター」を立ち上
げ、教員と職員が協働して職場における女性医師
のキャリアをより積極的に支援する取り組みをス
タートさせました。　
　センターでは実態把握のための調査を行い、
現場の女性医師の望む支援について分析しまし
た。その結果、支援策として「保育室」、「短時間勤
務」の制度充実が必要であることが明らかになり
ました。また、「診療科のサポート体制」が重要で
あることも明らかになり、診療科への情報提供が
必要であることを認識し、人事課の協力を得て、
以下の取り組みを行いました。
■女性医師の保育室有効利用の促進
・保育時間の延長

開設1周年記念講演会

第1回交流会

■配属部署の受け入れ体制整備（採用後）
　研修会の開催や専門知識を持つ職員の巡回、
面談の実施や、相談窓口の設置を行いました。
■「雇用促進チーム（愛称：フクシア）」の立ち上げ
　2020年1月からは従来の方法に加え、「雇用促
進チーム（愛称：フクシア）」を立ち上げ、適性の似
かよった障がい者を同じ職場に集中的に配置し、
作業効率を上げることによって達成感や働きがい
を持つことができる職場を作ろうとしています。フ
クシアの業務は主にキャンパス敷地内や大学建物
等の環境美化業務ですが、随時、郵送物の封入作
業等の事務補助業務の受託も行っていきます。
　これらの活動内容を他の医療法人や学校法人
に向けて発信することで、他の病院や学校におけ
る障がい者の方々の雇用促進に繋がっていくと
確信しています。
　本法人ではこれからも障がい特性を活かした
障がい者雇用を積極的にサポートし続け、パート
ナーシップを形成することによって働きがいのあ
る職場作りを実現していきます。

職場での共生に向けて（障がい者も、健常者も）
【法人】

　本法人ではこれまで、障がい者が仕事を通じ
て働きがいを感じつつ自ら能力を発揮し、自立し
た職業生活を過ごせるよう積極的に雇用機会を
創出し、雇用の拡大と定着の促進を図ってきまし
た。しかしながら、障がい者と協働することに慣れ
ていないこと等からミスマッチが起こり入職して
も定着し難い、また法人規模の拡大に伴う職員
数の増加、更には法定雇用率の引き上げなども
相まって法定雇用率は未達成の状態が長く続き
ました。
　そこで、定着支援策として、法人全体で以下の
ような取り組みを行った結果、2019年及び
2020年の6/1（ロクイチ）報告において法定雇
用率を上回ることができました。
■採用方法の見直し（採用前）
　関係機関からの紹介により、障がい特性を事
前に理解することでミスマッチによる早期離職を
防ぐことができました。

学校法人対象のセミナーでの講演

「フクシア」定例ミーティング 印刷物の封入・発送業務
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ギー管理指定工場となり、年間の合計使用量を
５年度間平均1％以上の低減が義務づけられて
います。新しく建築された中央手術棟や関西ＢＮ
ＣＴ共同医療センターでは省エネタイプ機器を
使用し、ＬＥＤ照明器具を全面採用するなど、省
エネルギー化を推進した結果、二酸化炭素排出
抑制に貢献し、事業者クラス分け評価制度（ＳＡ
ＢＣＤ評価制度）の優良事業者として経済産業省
のホームページで公表されました。
　これからも「施設課」や「省エネルギー推進委
員会」を中心に、教職員や学生・生徒が一丸と
なって、法人全体の省エネルギー活動に取り組ん
でいきます。

環境に優しく、災害に強いエネルギー活動の実践
【法人】

　大阪医科薬科大学病院では2016年以降、最
新設備の手術室・ICU・病棟重症個室等を備えた
中央手術棟やＰＥＴ検査・ＢＮＣＴ治療を行う関
西ＢＮＣＴ共同医療センターを竣工させました。
中央手術棟には、停電時に対応する非常用発電
機400ｋWが2台あり、瞬時でも電気が途絶える
と生命維持に支障を来す手術室・ICUなどのコン
セントには、無停電電源装置から電源を供給し、
非常用発電機と併用した停電時対応可能の電力
システムを構築しています。2019年1月に高槻
市域において発生した大規模な工事トラブルに
よる約20時間に及ぶ法人本部キャンパス全域の
停電時も、支障なく医療活動を継続できました。
　また、近年気候変動によるゲリラ豪雨や台風、
大雨により水害被害が多く発生していることを考
慮し、電力設備関係と大型熱源機器関係を屋上
階に設置して浸水被害による病院機能停止を防
ぐよう配慮し、自然災害に対する強靭化を図って
います。災害と気候変動に適切に対応できる持
続可能で省エネルギーな環境を維持する活動を
推進しています。
　本部キャンパスは、エネルギー使用量が原油
換算で3,000klを超えるため、第一種エネル 無停電コンセント

2010年～2015年は学校法人大阪医科大学

学校法人大阪医科薬科大学のエネルギー使用量・延べ床面積の推移
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2019年度

ては、誰もが公平に能力を発揮し向上できるよう、
内外で開催される研修への参加を奨励し、資格
取得制度や人事評価制度の拡充を図っています。

学びがい、働きがいを守る、持続可能な支援体制と仕組み
【法人、大学、高等学校・中学校】

　大阪医科薬科大学並びに高槻高等学校・中学
校では、約4,500名に上る学生・生徒の大多数
が、入学後４～6年間という長期間にわたる学業
生活を過ごすことから、教育や研究活動のみなら
ず、生活面や経済面の不安や悩みなどを解決す
るために「保健管理室・学生生活支援センター・
学生相談室」を設置し、「担任教員・校医・養護教
諭・生活指導教員・スクールカウンセラー」などが
親身になって相談に応じています。加えて、携行で
きる「手引書」を配布し、生活相談、健康管理、危
機管理などをわかりやすく解説しています。特に
女性が多い学び舎でもあり、ジェンダー平等やハ
ラスメント等の人権に関する悩みに注意を払って
います。経済面では多様な奨学金制度を設け、経
済困窮などによって将来の夢が閉ざされることが
ないよう支援しています。また、大学では、学生生
活支援センターとIR室が協働して「学生生活、不
安、悩み、ハラスメント」など多岐にわたる内容の
「学勢調査」を毎年実施し、学生生活を向上させ
るために、集計結果を「大学ホームページ」など
を通じて内外に公開しています。
　新型コロナウイルス感染症に関しては、全学生
を対象に、週1回、安否確認システムを使った健
康調査で心身の健康確認を行い、体調不良や気
になるコメントがあれば電話連絡をして話を聴い
ています。陽性者、濃厚接触者については、毎日、
システムによる健康調査を行うとともに、保健師
が電話連絡をし、体調の確認だけでなく、不安や
困りごとについても話を聴いています。
　一方、本学卒業生の多くが勤務する大学病院
の開設者である本法人では、人権、ハラスメント、
コンプライアンスなど職場教育を充実させ、女性
差別や社会的弱者の立場を考えるための教育機
会を設けています。職員にとって、健康的かつ安
全で持続可能な職場であり続けるためには、社
会人として規律を重んじ、インテグリティに満ち
た職場環境を維持する必要があるため、2012年
に「倫理心得」を制定し、毎年、内容の見直しや遵
守徹底を指導しています。また、業務執行におい
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ギー管理指定工場となり、年間の合計使用量を
５年度間平均1％以上の低減が義務づけられて
います。新しく建築された中央手術棟や関西ＢＮ
ＣＴ共同医療センターでは省エネタイプ機器を
使用し、ＬＥＤ照明器具を全面採用するなど、省
エネルギー化を推進した結果、二酸化炭素排出
抑制に貢献し、事業者クラス分け評価制度（ＳＡ
ＢＣＤ評価制度）の優良事業者として経済産業省
のホームページで公表されました。
　これからも「施設課」や「省エネルギー推進委
員会」を中心に、教職員や学生・生徒が一丸と
なって、法人全体の省エネルギー活動に取り組ん
でいきます。

環境に優しく、災害に強いエネルギー活動の実践
【法人】

　大阪医科薬科大学病院では2016年以降、最
新設備の手術室・ICU・病棟重症個室等を備えた
中央手術棟やＰＥＴ検査・ＢＮＣＴ治療を行う関
西ＢＮＣＴ共同医療センターを竣工させました。
中央手術棟には、停電時に対応する非常用発電
機400ｋWが2台あり、瞬時でも電気が途絶える
と生命維持に支障を来す手術室・ICUなどのコン
セントには、無停電電源装置から電源を供給し、
非常用発電機と併用した停電時対応可能の電力
システムを構築しています。2019年1月に高槻
市域において発生した大規模な工事トラブルに
よる約20時間に及ぶ法人本部キャンパス全域の
停電時も、支障なく医療活動を継続できました。
　また、近年気候変動によるゲリラ豪雨や台風、
大雨により水害被害が多く発生していることを考
慮し、電力設備関係と大型熱源機器関係を屋上
階に設置して浸水被害による病院機能停止を防
ぐよう配慮し、自然災害に対する強靭化を図って
います。災害と気候変動に適切に対応できる持
続可能で省エネルギーな環境を維持する活動を
推進しています。
　本部キャンパスは、エネルギー使用量が原油
換算で3,000klを超えるため、第一種エネル 無停電コンセント

2010年～2015年は学校法人大阪医科大学

学校法人大阪医科薬科大学のエネルギー使用量・延べ床面積の推移
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2019年度

ては、誰もが公平に能力を発揮し向上できるよう、
内外で開催される研修への参加を奨励し、資格
取得制度や人事評価制度の拡充を図っています。

学びがい、働きがいを守る、持続可能な支援体制と仕組み
【法人、大学、高等学校・中学校】

　大阪医科薬科大学並びに高槻高等学校・中学
校では、約4,500名に上る学生・生徒の大多数
が、入学後４～6年間という長期間にわたる学業
生活を過ごすことから、教育や研究活動のみなら
ず、生活面や経済面の不安や悩みなどを解決す
るために「保健管理室・学生生活支援センター・
学生相談室」を設置し、「担任教員・校医・養護教
諭・生活指導教員・スクールカウンセラー」などが
親身になって相談に応じています。加えて、携行で
きる「手引書」を配布し、生活相談、健康管理、危
機管理などをわかりやすく解説しています。特に
女性が多い学び舎でもあり、ジェンダー平等やハ
ラスメント等の人権に関する悩みに注意を払って
います。経済面では多様な奨学金制度を設け、経
済困窮などによって将来の夢が閉ざされることが
ないよう支援しています。また、大学では、学生生
活支援センターとIR室が協働して「学生生活、不
安、悩み、ハラスメント」など多岐にわたる内容の
「学勢調査」を毎年実施し、学生生活を向上させ
るために、集計結果を「大学ホームページ」など
を通じて内外に公開しています。
　新型コロナウイルス感染症に関しては、全学生
を対象に、週1回、安否確認システムを使った健
康調査で心身の健康確認を行い、体調不良や気
になるコメントがあれば電話連絡をして話を聴い
ています。陽性者、濃厚接触者については、毎日、
システムによる健康調査を行うとともに、保健師
が電話連絡をし、体調の確認だけでなく、不安や
困りごとについても話を聴いています。
　一方、本学卒業生の多くが勤務する大学病院
の開設者である本法人では、人権、ハラスメント、
コンプライアンスなど職場教育を充実させ、女性
差別や社会的弱者の立場を考えるための教育機
会を設けています。職員にとって、健康的かつ安
全で持続可能な職場であり続けるためには、社
会人として規律を重んじ、インテグリティに満ち
た職場環境を維持する必要があるため、2012年
に「倫理心得」を制定し、毎年、内容の見直しや遵
守徹底を指導しています。また、業務執行におい
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臨床・疫学研究専門部会
【審査対象の確認】
次の研究または治療に該当
①人及び人に関する情報やデータ、またはヒト由来試料を対象とする研究
②人に対する治療等の医療行為
③薬学もしくは看護学に関する研究

YES

ティ意識の向上を目指しています（図２）。

※機密情報の取得や攻撃を目的として、特定の

企業、大学や個人に送りつけられる電子メール

のこと。

■教育用情報機器への情報セキュリティ対応と
学生・生徒への情報セキュリティ教育の実施

　教育情報システムに接続する全ての端末を登録

制として管理体制の強化を図っています。また、

全学生に対して個人情報に関わる教育講演を行

い、個人情報に対する認識の重要性を周知する

とともに、著作権問題や個人情報の保護、研究

データの取り扱いなど、情報を取り扱う上で必要

な社会規範に関する教育又は医療倫理に関する

教育を実施しています。

■情報セキュリティ研修
（標的型サイバー攻撃等）の実施

　最近のサイバー攻撃や巧妙な手口を使った情報

漏洩を防ぐために情報セキュリティ研修やe-

ラーニングによる研修を実施しており、不正アク

セスや内部情報漏洩、さらには医療業界を取り

巻く脅威や情報セキュリティ事故の事例を基に、

実被害として医療業界にも顕在化してきたサイ

バー空間での脅威について研修を行っています。

情報セキュリティ管理体制とその活動【法人】

　本法人は、診療情報や学生・生徒の成績、入試

情報など、機微な個人情報が大量に存在します。

そのため、情報システム基本ポリシーに基づいて

2016年に確立された情報システム運用管理体

制の下で、病院・大学・高等学校/中学校、それぞ

れに管理責任者を置いています。また、各部門に

は複数の独立した情報システムがあることから、

それぞれに情報システム責任者を置いて管理し

ています。これらの管理責任者及び情報システム

責任者は、規則に基づいて情報システム企画管

理委員会に出席し、各部門のシステム管理上の問

題を把握し報告するとともに、情報セキュリティ

対策を講じています。

■情報セキュリティ監視体制
（情報セキュリティ監視オペレータ室の設置）

　情報セキュリティインシデントになりうるアラー

ムを検知するための機器（図１）を備えた監視オ

ペレータ室で、日々情報セキュリティインシデント

の解析と対応を行っています。

■標的型メール攻撃
（標的型サイバー攻撃）対策訓練の実施

　標的型メール（※）を理解し意識啓発するため

に、実際と同様の標的型メールを送信し疑似体

験することで、教員並びに職員の情報セキュリ

（図１）サイバー攻撃常時監視 不正通信可視化システム （図２）標的型メール攻撃 対策訓練の仕組み
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ました。
　これを契機として、研究活動に関する不正や不
祥事が発生しない環境づくりが急務であるとし
て、研究者による研究計画の明確化と所属長の
承認、さらには組織的な審査制度の確立を図り
ました。2020年度からは「研究実施届システム」
を構築することにより研究者による研究計画の
義務付け及び研究計画の「申請先判断フロー
チャート」を定めることで、研究活動の透明性確
認と、研究活動に伴うトラブルの未然防止に努め
ています。

研究者の不正や不祥事を起こさせない仕組み
（公正性の確保）【法人】

　組織が法令や倫理的な行動基準を遵守し活
動することは、公正な事業や教育・研究・診療活
動を行うための基礎となります。このため本法人
では、2011年に「倫理心得」を制定し、毎年見直
しを行い、ホームページ等で理解の徹底を図って
います。職員は、それぞれのミッションを果たすた
め、倫理指針等を理解し、日々の活動を行ってい
ます。
　非常に稀なケースですが、研究者が所属長と
の十分なコンセンサスがないまま研究活動を進
め、安全性の確保に問題が生じた事例があり

審査対象外
【審査対象の確認】
次の研究または治療に該当
①人及び人に関する情報やデータ、またはヒト由来試料を対象とする研究
②人に対する治療等の医療行為
③薬学もしくは看護学に関する研究

NO

研究倫理委員会（本会）

（病院看護部）
看護研究委員会

（看護学部・看護学研究科）
看護研究専門部会

【人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の対象となる研究】
人（試料・情報を含む。）を対象として実施する次の研究
①傷病等の成因及び病態の理解
②傷病の予防方法
③診断方法
④治療方法の改善及び有効性の検証

【看護研究における倫理指針・看護研究のための倫理指針の対象となる研究】
看護研究

治験審査委員会【治験】
薬機法に基づき医薬品・医療機器の承認を得るための研究

【医療提供上（治療上）において先にQI管理室への報告が必要な次の項目】
②未承認新規医薬品・医療機器を用いた医療を提供する事項

YES

薬学研究専門部会（仮称）【薬理の疫学研究】
薬学部で実施する研究（要検討）

YES

YES

YES

YES

YES

高難度新規医療技術評価委員会

病院倫理委員会

病院倫理委員会

【医療提供上（治療上）において先にQI管理室への報告が必要な次の項目】
①高難度新規医療技術を導入する事項

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

外部ベンダー

メールサーバ

△△△@xxx.co.jp http://

実在の組織を
装ったメール

・開封者情報の発信

・教育用コンテンツの表示

教員・職員

研究及び治療等に関する委員会判断フロー図（抜粋）
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臨床・疫学研究専門部会
【審査対象の確認】
次の研究または治療に該当
①人及び人に関する情報やデータ、またはヒト由来試料を対象とする研究
②人に対する治療等の医療行為
③薬学もしくは看護学に関する研究

YES

ティ意識の向上を目指しています（図２）。

※機密情報の取得や攻撃を目的として、特定の

企業、大学や個人に送りつけられる電子メール

のこと。

■教育用情報機器への情報セキュリティ対応と
学生・生徒への情報セキュリティ教育の実施

　教育情報システムに接続する全ての端末を登録

制として管理体制の強化を図っています。また、

全学生に対して個人情報に関わる教育講演を行

い、個人情報に対する認識の重要性を周知する

とともに、著作権問題や個人情報の保護、研究

データの取り扱いなど、情報を取り扱う上で必要

な社会規範に関する教育又は医療倫理に関する

教育を実施しています。

■情報セキュリティ研修
（標的型サイバー攻撃等）の実施

　最近のサイバー攻撃や巧妙な手口を使った情報

漏洩を防ぐために情報セキュリティ研修やe-

ラーニングによる研修を実施しており、不正アク

セスや内部情報漏洩、さらには医療業界を取り

巻く脅威や情報セキュリティ事故の事例を基に、

実被害として医療業界にも顕在化してきたサイ

バー空間での脅威について研修を行っています。

情報セキュリティ管理体制とその活動【法人】

　本法人は、診療情報や学生・生徒の成績、入試

情報など、機微な個人情報が大量に存在します。

そのため、情報システム基本ポリシーに基づいて

2016年に確立された情報システム運用管理体

制の下で、病院・大学・高等学校/中学校、それぞ

れに管理責任者を置いています。また、各部門に

は複数の独立した情報システムがあることから、

それぞれに情報システム責任者を置いて管理し

ています。これらの管理責任者及び情報システム

責任者は、規則に基づいて情報システム企画管

理委員会に出席し、各部門のシステム管理上の問

題を把握し報告するとともに、情報セキュリティ

対策を講じています。

■情報セキュリティ監視体制
（情報セキュリティ監視オペレータ室の設置）

　情報セキュリティインシデントになりうるアラー

ムを検知するための機器（図１）を備えた監視オ

ペレータ室で、日々情報セキュリティインシデント

の解析と対応を行っています。

■標的型メール攻撃
（標的型サイバー攻撃）対策訓練の実施

　標的型メール（※）を理解し意識啓発するため

に、実際と同様の標的型メールを送信し疑似体

験することで、教員並びに職員の情報セキュリ

（図１）サイバー攻撃常時監視 不正通信可視化システム （図２）標的型メール攻撃 対策訓練の仕組み
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ました。
　これを契機として、研究活動に関する不正や不
祥事が発生しない環境づくりが急務であるとし
て、研究者による研究計画の明確化と所属長の
承認、さらには組織的な審査制度の確立を図り
ました。2020年度からは「研究実施届システム」
を構築することにより研究者による研究計画の
義務付け及び研究計画の「申請先判断フロー
チャート」を定めることで、研究活動の透明性確
認と、研究活動に伴うトラブルの未然防止に努め
ています。

研究者の不正や不祥事を起こさせない仕組み
（公正性の確保）【法人】

　組織が法令や倫理的な行動基準を遵守し活
動することは、公正な事業や教育・研究・診療活
動を行うための基礎となります。このため本法人
では、2011年に「倫理心得」を制定し、毎年見直
しを行い、ホームページ等で理解の徹底を図って
います。職員は、それぞれのミッションを果たすた
め、倫理指針等を理解し、日々の活動を行ってい
ます。
　非常に稀なケースですが、研究者が所属長と
の十分なコンセンサスがないまま研究活動を進
め、安全性の確保に問題が生じた事例があり

審査対象外
【審査対象の確認】
次の研究または治療に該当
①人及び人に関する情報やデータ、またはヒト由来試料を対象とする研究
②人に対する治療等の医療行為
③薬学もしくは看護学に関する研究

NO

研究倫理委員会（本会）

（病院看護部）
看護研究委員会

（看護学部・看護学研究科）
看護研究専門部会

【人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の対象となる研究】
人（試料・情報を含む。）を対象として実施する次の研究
①傷病等の成因及び病態の理解
②傷病の予防方法
③診断方法
④治療方法の改善及び有効性の検証

【看護研究における倫理指針・看護研究のための倫理指針の対象となる研究】
看護研究

治験審査委員会【治験】
薬機法に基づき医薬品・医療機器の承認を得るための研究

【医療提供上（治療上）において先にQI管理室への報告が必要な次の項目】
②未承認新規医薬品・医療機器を用いた医療を提供する事項

YES

薬学研究専門部会（仮称）【薬理の疫学研究】
薬学部で実施する研究（要検討）

YES

YES

YES

YES

YES

高難度新規医療技術評価委員会

病院倫理委員会

病院倫理委員会

【医療提供上（治療上）において先にQI管理室への報告が必要な次の項目】
①高難度新規医療技術を導入する事項

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

外部ベンダー

メールサーバ

△△△@xxx.co.jp http://

実在の組織を
装ったメール

・開封者情報の発信

・教育用コンテンツの表示

教員・職員

研究及び治療等に関する委員会判断フロー図（抜粋）
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～将来の医療界を支える人材の育成～【大阪医科薬科大学】
大阪医科薬科大学のこれからの教育
～将来の医療界を支える人材の育成～【大阪医科薬科大学】
大阪医科薬科大学のこれからの教育

社会貢献 教育

の連携活動の強みを活かした多職種連携教育、
教育国際化の推進、教学改革・内部質保証など
を中心に教育の向上に取り組んでいます。

　医学部、薬学部、看護学部の3学部を有する本
学は、本邦有数の医療系総合大学を目指し6つ
のビジョンを提示して、優秀な医療人育成に向け
た教育活動を行っています。とりわけ、各学部間

大阪医科薬科大学のビジョン

長所を活かした特色あるカリキュラムとなってい
ます。
　また、新たな取り組みとして、数理科学に基づ
いたデータサイエンス・人工知能（AI）を系統的
に学習できるための教育課程一貫型のカリキュ
ラムを作成しています。高校における情報科目と
連結したデータサイエンス概論、数理科学との連
結、医療におけるAIの活用と課題、医療人の在り
方、さらには情報駆動型社会であるSociety5.0
における倫理や法制度について学修します。
　教育の国際化の推進も特色の一つです。学部
教育センターと中山国際医学医療交流センター
が連携して、海外の大学との相互短期留学や単
位認定のみならず、正規の「単位互換制度」を導
入して、教育のグローバリゼーションを一層推し
進めることで、国際的視野をもった良質の医療人
の育成を行っています。
　本学は「建学の精神」及び学是である「至誠仁
術」に沿い、社会のサステナビリティに貢献する
医療人を育成するために大学が一丸となって教
学の向上に取り組んでいます。大学統合以前よ
り、大阪医科大学では「教育戦略会議」が、大阪
薬科大学では「内部質保証委員会」が全学的な
教学の方針決定や企画等を行い、大学としての
内部質保証を推進してきました。大学統合後も、
新たに位置づける全学内部質保証推進組織の
下、各学部等組織が教育活動を実践して自己点
検・評価を行うことによって教学システムの
PDCAサイクルを適切に稼働させ、さらなる質の
向上に繋げていきます。
　また、教学IR (Institutional Research) 部
門による教育内容の情報収集、データ整理と検
証に基づく改善と向上、及び『FD&SD「教育・
研究集会」』等による全学的な教職協働の推進
と実働が本学の教育水準をさらに高いものにし
ています。

　医療系教育を取り巻く環境は、社会情勢の変
化、生命科学の発展により、急激に変化していま
す。とくに近年、医療界は、「高度先進化医療によ
る新知識や新概念の登場」、「医療の細分化と、そ
れに対峙する総合診療の必要性」、「生命科学の
飛躍的発展と新たな生命倫理問題の登場」、「ユ
ビキタス社会の到来による高度情報化社会」、
「患者の知識増大と権利意識の増大」など様々
な方向から大きな影響を受けて急速な変容が進
んでいます。現在の医療が抱える課題は、このよ
うな技術革新とそれに付随する生命倫理的問題
から、超高齢化社会の到来と医療資源の不足な
どの公衆衛生的なものまで多様性に満ちていま
す。それゆえに、それらの要求に対応し、社会のサ
ステナビリティ維持に貢献できる医療人を育て
る教育が必須です。
　このような急激かつ継続的に変化し、かつ予測
が困難な現状に対し、「教育」は以前の知識獲得
を第一とする方向から、「自ら課題を発見し解決
を目指す」アクティブラーニング主体へと変貌し
ています。本学においては、学生がアクティブラー
ニングの姿勢を保ちながら、教育課程のロード
マップの中で、着実に学修成果（アウトカム）を獲
得してそれを蓄積し、学修目標（コンピテンス）に
到達できるような教育環境を整えることを重視し
ています。
　本学では、医学部、薬学部、看護学部の3学部
合同カリキュラムである教育課程一貫型の「多職
種連携論」の充実を図っています。本カリキュラム
は、早期（低学年）の合同講義から始まり、中高学
年における医療倫理課題に対する合同ディス
カッション、さらには高学年における合同カン
ファレンスと合同臨床・臨地実習などから構成さ
れる教育課程一貫性のプログラムです。卒業後
臨床現場で直ちに医薬看のチーム医療を実践で
きることを目的とする、医療系総合大学としての
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～将来の医療界を支える人材の育成～【大阪医科薬科大学】
大阪医科薬科大学のこれからの教育
～将来の医療界を支える人材の育成～【大阪医科薬科大学】
大阪医科薬科大学のこれからの教育

社会貢献 教育

の連携活動の強みを活かした多職種連携教育、
教育国際化の推進、教学改革・内部質保証など
を中心に教育の向上に取り組んでいます。

　医学部、薬学部、看護学部の3学部を有する本
学は、本邦有数の医療系総合大学を目指し6つ
のビジョンを提示して、優秀な医療人育成に向け
た教育活動を行っています。とりわけ、各学部間

大阪医科薬科大学のビジョン

長所を活かした特色あるカリキュラムとなってい
ます。
　また、新たな取り組みとして、数理科学に基づ
いたデータサイエンス・人工知能（AI）を系統的
に学習できるための教育課程一貫型のカリキュ
ラムを作成しています。高校における情報科目と
連結したデータサイエンス概論、数理科学との連
結、医療におけるAIの活用と課題、医療人の在り
方、さらには情報駆動型社会であるSociety5.0
における倫理や法制度について学修します。
　教育の国際化の推進も特色の一つです。学部
教育センターと中山国際医学医療交流センター
が連携して、海外の大学との相互短期留学や単
位認定のみならず、正規の「単位互換制度」を導
入して、教育のグローバリゼーションを一層推し
進めることで、国際的視野をもった良質の医療人
の育成を行っています。
　本学は「建学の精神」及び学是である「至誠仁
術」に沿い、社会のサステナビリティに貢献する
医療人を育成するために大学が一丸となって教
学の向上に取り組んでいます。大学統合以前よ
り、大阪医科大学では「教育戦略会議」が、大阪
薬科大学では「内部質保証委員会」が全学的な
教学の方針決定や企画等を行い、大学としての
内部質保証を推進してきました。大学統合後も、
新たに位置づける全学内部質保証推進組織の
下、各学部等組織が教育活動を実践して自己点
検・評価を行うことによって教学システムの
PDCAサイクルを適切に稼働させ、さらなる質の
向上に繋げていきます。
　また、教学IR (Institutional Research) 部
門による教育内容の情報収集、データ整理と検
証に基づく改善と向上、及び『FD&SD「教育・
研究集会」』等による全学的な教職協働の推進
と実働が本学の教育水準をさらに高いものにし
ています。

　医療系教育を取り巻く環境は、社会情勢の変
化、生命科学の発展により、急激に変化していま
す。とくに近年、医療界は、「高度先進化医療によ
る新知識や新概念の登場」、「医療の細分化と、そ
れに対峙する総合診療の必要性」、「生命科学の
飛躍的発展と新たな生命倫理問題の登場」、「ユ
ビキタス社会の到来による高度情報化社会」、
「患者の知識増大と権利意識の増大」など様々
な方向から大きな影響を受けて急速な変容が進
んでいます。現在の医療が抱える課題は、このよ
うな技術革新とそれに付随する生命倫理的問題
から、超高齢化社会の到来と医療資源の不足な
どの公衆衛生的なものまで多様性に満ちていま
す。それゆえに、それらの要求に対応し、社会のサ
ステナビリティ維持に貢献できる医療人を育て
る教育が必須です。
　このような急激かつ継続的に変化し、かつ予測
が困難な現状に対し、「教育」は以前の知識獲得
を第一とする方向から、「自ら課題を発見し解決
を目指す」アクティブラーニング主体へと変貌し
ています。本学においては、学生がアクティブラー
ニングの姿勢を保ちながら、教育課程のロード
マップの中で、着実に学修成果（アウトカム）を獲
得してそれを蓄積し、学修目標（コンピテンス）に
到達できるような教育環境を整えることを重視し
ています。
　本学では、医学部、薬学部、看護学部の3学部
合同カリキュラムである教育課程一貫型の「多職
種連携論」の充実を図っています。本カリキュラム
は、早期（低学年）の合同講義から始まり、中高学
年における医療倫理課題に対する合同ディス
カッション、さらには高学年における合同カン
ファレンスと合同臨床・臨地実習などから構成さ
れる教育課程一貫性のプログラムです。卒業後
臨床現場で直ちに医薬看のチーム医療を実践で
きることを目的とする、医療系総合大学としての

社
会
貢
献

20 21

1
SDG

2
SDG

5
SDG

6
SDG

7
SDG

8
SDG

10
SDG

11
SDG

12
SDG

13
SDG

14
SDG

15
SDG

16
SDG

17
SDG

9
SDG

3
SDG

4
SDG

大阪医科薬科大学様 _サステナビリティA4_2021



15校に上っています。

■学びの質の拡充

　医学部では、6年生の「選択臨床実習」での交

流を見直し、2020年度より新たに国立台湾大

学医学部との単位互換をスタートさせました。原

則4週間の研修とし、両大学同じ評価表を用いて

学生を評価し、互いに派遣先の大学で単位付与

の審議及び単位認定を行います。また、2019年

度より留学生の本学でのクリニカル・エレクティ

ブを原則1科目2週間とし、より専門性の高い学

びのプログラムへと刷新しました。本学学生の臨

床実習プログラムに留学生を参加させることによ

り、学内での国際交流にも一役買っています。

　看護学部では、2019年度よりミネソタ州立大

学マンケート校での短期プログラムを開始しまし

た。今後、留学プログラムの単位認定を含め、プ

ログラムを充実していきます。

　当センターでは、「海外交流支援制度」を設け、

学部学生だけではなく、大学院生や研修医など

若手の海外研修も支援しています。医療人として

の専門性を高め、職業人として自分が持つ知識

や技術が世界でどのように役に立つのかをしっ

かり自覚し、持続可能な国際社会に貢献できる

次世代医療人育成の一助になるようさらなる国

際交流の質の向上を図っています。

グローバル人材育成のための国際交流
【医学部/薬学部/看護学部】

　本学の卒業生である中山太郎元外務大臣・名

誉顧問の提唱により設置された「中山国際医学

医療交流センター」は、本法人の「人間性豊かな

良質の医療人及び次世代のリーダー・グローバ

ル人材の育成」に重要な役割を果たしています。

　本法人は「国際的視野に立った教育・研究或

いは良質な医療の実践」を大学設置の目的とし

ており、我が国の高等教育におけるグローバル化

が急速に進む中、本学の教育においても「国際

化」は当然のものです。 高等教育は、世界が直

面する課題の解決に貢献するという使命があり、

個人が属する地域や国を超えた、共通する課題

や問題を克服する力を養うことが求められて

います。

■学びの場の拡充

　当センターは開設以来、アジアを主とした交流

校を中心に、短期留学プログラムを展開してお

り、2019年には新たに、ミネソタ州立大学マン

ケート校、北京大学深圳医院との協定を締結し、

医学部、看護学部両学部の学びの場を広げてい

ます。2020年3月現在、協定締結校・施設の数は

ミネソタ州立大学マンケート校訪問 医学部クリニカル・エレクティブ修了式

研究を行いました。

　その他、大学企画及び学生の自主企画による

海外研修に対する各種の支援を行っています。薬

学部が企画する短期留学制度としては、2016年

度よりオーストラリア薬学英語研修、2018年度

よりカナダ・バンクーバー医療英語研修を実施し

ており、参加学生に現地の医療施設の見学や医

療英語の研修を提供しています。帰国後は、公開

発表会を開催し、現地で学んだ知識、経験を多く

の在学生と共有しており、こうした研修に参加す

る学生を対象に国際交流基金から助成金を支給

することで、国際的視野を広げられるよう支援し

ています。

　薬学部では、薬学領域のグローバル化に対応

するため国際交流委員会を中心に、①海外学術

交流協定大学等との学術交流事業、②海外研修

短期留学制度、③国際学会発表助成制度、④外

国人留学生受け入れ助成制度などのプログラム

を実施しています。

　海外学術交流協定大学としては、台北医学大

学（台湾）、香港浸会大学（香港）、シーナカリン

ウィロート大学（タイ）の３大学と学術交流協定

を締結しています。このうちシーナカリンウィロー

ト大学とは、2014年度より学部生の短期留学

（派遣・受け入れ）を定期的に行っています。毎年

3名程の学生が来訪し、希望する研究室において

約6週薬学研究に参加します。また、留学期間中

に大学病院・薬局などの医療機関や製薬企業の

研究施設を訪問し、研修を受けています。一方、

本学からも毎年数名の学生が先方を訪問し、約

1ケ月間、実習・演習や医療英語の授業を受講す

るとともに、タイの医療機関を視察します。また、

香港浸会大学には、本学部教員が留学し、共同

タイでの医療機関視察

茶道部による留学生の茶道体験

【医学部／看護学部】 【薬学部】
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15校に上っています。

■学びの質の拡充

　医学部では、6年生の「選択臨床実習」での交

流を見直し、2020年度より新たに国立台湾大

学医学部との単位互換をスタートさせました。原

則4週間の研修とし、両大学同じ評価表を用いて

学生を評価し、互いに派遣先の大学で単位付与

の審議及び単位認定を行います。また、2019年

度より留学生の本学でのクリニカル・エレクティ

ブを原則1科目2週間とし、より専門性の高い学

びのプログラムへと刷新しました。本学学生の臨

床実習プログラムに留学生を参加させることによ

り、学内での国際交流にも一役買っています。

　看護学部では、2019年度よりミネソタ州立大

学マンケート校での短期プログラムを開始しまし

た。今後、留学プログラムの単位認定を含め、プ

ログラムを充実していきます。

　当センターでは、「海外交流支援制度」を設け、

学部学生だけではなく、大学院生や研修医など

若手の海外研修も支援しています。医療人として

の専門性を高め、職業人として自分が持つ知識

や技術が世界でどのように役に立つのかをしっ

かり自覚し、持続可能な国際社会に貢献できる

次世代医療人育成の一助になるようさらなる国

際交流の質の向上を図っています。

グローバル人材育成のための国際交流
【医学部/薬学部/看護学部】

　本学の卒業生である中山太郎元外務大臣・名

誉顧問の提唱により設置された「中山国際医学

医療交流センター」は、本法人の「人間性豊かな

良質の医療人及び次世代のリーダー・グローバ

ル人材の育成」に重要な役割を果たしています。

　本法人は「国際的視野に立った教育・研究或

いは良質な医療の実践」を大学設置の目的とし

ており、我が国の高等教育におけるグローバル化

が急速に進む中、本学の教育においても「国際

化」は当然のものです。 高等教育は、世界が直

面する課題の解決に貢献するという使命があり、

個人が属する地域や国を超えた、共通する課題

や問題を克服する力を養うことが求められて

います。

■学びの場の拡充

　当センターは開設以来、アジアを主とした交流

校を中心に、短期留学プログラムを展開してお

り、2019年には新たに、ミネソタ州立大学マン

ケート校、北京大学深圳医院との協定を締結し、

医学部、看護学部両学部の学びの場を広げてい

ます。2020年3月現在、協定締結校・施設の数は

ミネソタ州立大学マンケート校訪問 医学部クリニカル・エレクティブ修了式

研究を行いました。

　その他、大学企画及び学生の自主企画による

海外研修に対する各種の支援を行っています。薬

学部が企画する短期留学制度としては、2016年

度よりオーストラリア薬学英語研修、2018年度

よりカナダ・バンクーバー医療英語研修を実施し

ており、参加学生に現地の医療施設の見学や医

療英語の研修を提供しています。帰国後は、公開

発表会を開催し、現地で学んだ知識、経験を多く

の在学生と共有しており、こうした研修に参加す

る学生を対象に国際交流基金から助成金を支給

することで、国際的視野を広げられるよう支援し

ています。

　薬学部では、薬学領域のグローバル化に対応

するため国際交流委員会を中心に、①海外学術

交流協定大学等との学術交流事業、②海外研修

短期留学制度、③国際学会発表助成制度、④外

国人留学生受け入れ助成制度などのプログラム

を実施しています。

　海外学術交流協定大学としては、台北医学大

学（台湾）、香港浸会大学（香港）、シーナカリン

ウィロート大学（タイ）の３大学と学術交流協定

を締結しています。このうちシーナカリンウィロー

ト大学とは、2014年度より学部生の短期留学

（派遣・受け入れ）を定期的に行っています。毎年

3名程の学生が来訪し、希望する研究室において

約6週薬学研究に参加します。また、留学期間中

に大学病院・薬局などの医療機関や製薬企業の

研究施設を訪問し、研修を受けています。一方、

本学からも毎年数名の学生が先方を訪問し、約

1ケ月間、実習・演習や医療英語の授業を受講す

るとともに、タイの医療機関を視察します。また、

香港浸会大学には、本学部教員が留学し、共同

タイでの医療機関視察

茶道部による留学生の茶道体験

【医学部／看護学部】 【薬学部】
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質の高い教育や生涯学習機会の提供と促進
【大学院医学研究科/薬学部 生涯学習センター】

■薬剤師の継続した自己研鑽のための支援事業
　【薬学部生涯学習センター】

　薬剤師を取り巻く環境は大きく変化し、チーム

医療や医療安全への関わりだけでなく、地域での

セルフメディケーションや在宅医療での役割も求

められています。大阪医科薬科大学ではこのよう

な社会的なニーズに応えられる生涯学習プログ

ラムを体系的に企画・提供する体制を整えるた

め、2016年度に薬学部に生涯学習センターを

開設しました。

　2019年度には「公開教育講座」で最新の薬物

治療を学び、漢方薬を初歩から学べる「漢方薬入

門セミナー」、少人数を対象として医療安全に関

する問題解決能力を身につける「サテライトセミ

ナー」や倫理的な問題について学ぶ「生命医療倫

理セミナー」をそれぞれ実施しました。さらには

副作用の早期発見につながる「フィジカルアセス

メントセミナー」、在宅医療で活かせる技能修得

を目的とした「薬剤師が実践できる褥瘡治療実

技セミナー」、「無菌調製セミナー」を実施しまし

た。サンスター（株）との共同セミナーでは、サン

スター（株）による高齢者のオーラルフレイルと口

腔ケアについて実技を織り交ぜた講演と本学に

よる抗がん薬の副作用である口腔粘膜障害への

対処法についての講演を行いました。

　生涯学習プログラムをさらに改善し、薬剤師の

要望も取り入れ、知識修得のみならず技能や態

度を含めた薬剤師としての職能を総合的にスキ

ルアップできる研修内容を提供し、地域社会にお

ける薬剤師の能力向上を支援していきます。

■医科学専攻修士課程設置による
　リカレント教育の推進【大学院医学研究科】

　社会の様々な分野で就労経験をもつ人が、ス

キルアップやキャリアアップに必要な知識・技術

を学ぶリカレント教育は「社会人の学び直し」と

も呼ばれ、近年わが国でも推奨されています。

2020年4月、大阪医科薬科大学は、地域の医

療・福祉の現場あるいは医療関連企業などで働

く方々に、最新かつ現場に根差した知識と研究法

を修得する機会を提供するため、大学院医学研

究科に「医療科学コース」、「社会健康医療学コー

ス」の2コースからなる医科学専攻修士課程（定

員4名）を設置しました。

　本学大学院医学研究科は、60年以上にわたり

医学研究科博士課程において、医学研究者及び

高度医療人の養成を通して社会に貢献してきま

した。修士課程の設置により、大阪医科薬科大学

がより多様な人材を社会に送り出すことが可能

となります。今後、修士課程での教育・人材養成

の実績を積みながら、地域の行政機関や医療機

器・素材メーカーなど、さらに幅広い分野からの

入学者獲得を目指しています。

中等教育の現在とこれから
【高等学校・中学校】

ました。
　2019年度、本校は「科学の甲子園」（高校生
対象）、「科学の甲子園ジュニア」（中学生対象）と
もに大阪府代表校となりました。また、高校3年
生は本校でのさまざまな学びの履歴を活かして
難関大学の推薦入試やＡＯ型入試に挑戦し、こ
れまでになく多くの合格を勝ち取っています。
　さらには先述の新しい教育内容に対応すべく、
施設・設備を抜本的に整備いたしました。「志を
育む空間」を設計コンセプトとし、学究の場であ
る図書館、発表の場である講堂、創造の場である
中庭を、学校の中心・核と位置づけ、近隣の学校
をしのぐ最新の施設・設備を整え、主体性や協働
性を育む多様で豊かな教育環境を創出します。
　本校は、今後も時代を見据えた教育の本流を
率先垂範してまいります。

　本校は、2012年に「グローバルマインドをもっ
た次世代リーダーの育成」というスクールミッ
ションを定め、国境線を意識せず（＝インターナ
ショナルな発想ではなく）自らが「地球」という大
きな船の乗組員であるという意識を持って「地球
規模」での問題解決に挑むリーダーを育成すると
いう大義を掲げました。同時に、米国・英国での
「次世代リーダー養成プログラム」、スタンフォー
ド大学と連携したオンラインプログラム、海外
フィールドワーク等、グローバルリーダー育成の
環境整備にも努めてきました。これらは本物と向
き合うハイエンドなプログラムで、生徒は日々の
学習で自分の可能性に挑戦する指向性を養いつ
つ参加しています。
　学生時代は目立った成績でなくとも社会に出
て成功する人は、学生時代に「認知能力」だけで
なく「非認知能力」を継続的に伸ばしてきた場合
が多いと言われています。認知能力を上回る非認
知能力を身につけることで、ストレス耐性が高ま
り社会への適応性が高まるのです。
　この能力獲得を日々の教育活動の中で担保す
るため、「探究学習」と「コース制」の導入に至りま
した。「探究学習」では生徒が興味・関心のある
テーマから特定の課題を設定し、その課題解決
に向かって時間をかけ、個人やグループで実験や
フィールドワークを通して学習を深めます。試行
錯誤の連続で、グループ内で意見対立もあります
が、このプロセスが重要であると考えています。そ
して、探究対象をある程度分類し、生徒が選択で
きる環境として「コース制」を導入しました。
　「探究学習」は次期学習指導要領の大きな柱
であり、早晩、全国の高等学校で導入されます。
本校では一足先にこれを進め、現在では大方の
ご理解を得、「探究学習」と「コース制」ともに着実
に推進してきた結果、徐々にその成果が見えてきサンスター（株）との共同セミナー「オーラルフレイルと口腔ケア指導」 高槻高等学校・中学校図書館

高槻高等学校・中学校正門
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質の高い教育や生涯学習機会の提供と促進
【大学院医学研究科/薬学部 生涯学習センター】
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　薬剤師を取り巻く環境は大きく変化し、チーム

医療や医療安全への関わりだけでなく、地域での

セルフメディケーションや在宅医療での役割も求

められています。大阪医科薬科大学ではこのよう
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技術の開発及び技術へのアクセス/健康

教育・研究に関る活動実績の紹介
【大阪医科薬科大学】

技術の開発及び技術へのアクセス/健康

教育・研究に関る活動実績の紹介
【大阪医科薬科大学】

社会貢献 研究

数約600の内、僅かに6大学（１％）のみが該当
し、合計補助金額は1億200万円に上ります。
　加えて、ここ数年、研究活動活性化のための改
革を推し進め、多彩な新プログラムを導入・展開
してきました。その結果、文部科学省私立大学研
究ブランディング事業、日本医療研究開発機構
（AMED）、科研費等の競争的資金の採択実績を
飛躍的に向上させています。本学はこれからも教
育・研究活動への弛まない研鑽と改革努力を続
けていきます。

　私立大学が「建学の精神」に基づきその使命を
永続的に果たし、法人の継続性を確保するため
には、財政基盤の安定化、経営基盤の強化が必
須です。その財源として、学生・生徒等納付金や
診療収入等収入の多様化と安定化を図ることが
必要で、競争的資金をはじめとする各種補助金
等の獲得が重要になります。　
　2019年度、大阪医科大学は私立大学等改革
総合支援事業補助金を申請し、全４タイプで選
定されました。全４タイプの選定は、私立大学総

ます。
　高校２年では、パラオでのフィールドワークを
通して現地での調査や資料収集に取り組むこと
で、それぞれの研究課題に関する問題意識を深
めます。３学期には、それぞれの課題研究論文を
完成させ、校内外での発表を通して課題研究を
完成させます。
　高校３年では課題研究論文のテーマに基づき
「アジアの人々の健康を支えるための提言書」（日
本語版・英語版）を作成します。
　2019年度実践例として、「グローバルヘルス
概論」、「ファストファッションとフェアトレード」、
「水について」、「少子高齢化について」、「食糧問
題について」、「グローバルヘルスと感染症」、
「ジェンダーについて」、「観光と環境問題」など、
17のSDGs目標のうち16を網羅しています。
　こうしたSDGs関連教育を通して、生徒が
SDGsを意識しながら広く世界で役立ち活躍す
る人材となることを期待しています。

ＳＤＧｓ教育の取り組み【高等学校・中学校】

　文部科学省の指定を受けた高槻高等学校・中
学校のスーパーグローバルハイスクール（SGH）
事業は、大阪医科薬科大学との一体的な高大連
携により、「グローバルヘルス」に問題意識を持
ち、環境・貧困・教育など様々な観点から歴史的
にも日本と関係の深いアジアの人々の健康問題
に取り組むグローバル人材を育成し、さらには思
考力・コミュニケーション力・リーダーシップを高
めることによってバランス感覚のあるグローバル
マインドを育成する教育システムの開発を目的と
しており、その性質上、SDGsの理念と密接に関
連しています。
■中学校における取り組み
　中学3年では、国際人に求められる教養や論理
的思考力の習得、国際保健の基本的理解、ツー
ルとしての英語を活用した世界の諸事情（グロー
バルイシュー）の学習を通して、バランスの取れた
グローバルマインドを身につけるように指導して
います。2019年度は、ユニセフ協会から送られ
た資料を使用しSDGsに関する授業を行い、それ
をもとに夏休みの課題として「これからの社会を
持続可能で、より良いものにするためにはどのよ
うにすればよいのか、中学3年生としてできること
は何であろうか」をテーマにレポートを提出させ
ました。その際、本校卒業生で米国NPO法人
コペルニク共同創設者兼CEOの中村俊裕さんの
活動を参考にしながら、SDGsの理解を深めて
います。
■高等学校における取り組み
　高校１年の前半は講義を通して生徒にグロー
バルイシュー、特にグローバルヘルスに関する問
題意識を持たせます。調べ学習やグループ学習を
通して生徒が能動的に学ぶ姿勢をつくり、後半は
各自が課題研究のテーマを決定の上、班に分か
れて調べ学習を行います。その際、３学期の台湾
研修でのプレゼンテーション（英語）発表を目標
として位置づけ、中間発表等をさせる中で研究を
深め、２年次のより高度な研究への足掛かりとし パラオフィールドワーク

台湾研修（課題研究中間発表）

■私立大学等改革総合支援事業補助金４タイプの事業内容（選定率） ※大阪医科大学
・タイプ１：特色ある教育の展開（31％）
・タイプ２：特色ある高度な研究の展開（54％）
・タイプ３：地域社会への貢献－地域連携型（24％）
・タイプ４：社会実装の推進（53％）

■「科研費」の採択実績 ※大阪医科大学、大阪薬科大学合計
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技術の開発及び技術へのアクセス/健康

教育・研究に関る活動実績の紹介
【大阪医科薬科大学】

技術の開発及び技術へのアクセス/健康

教育・研究に関る活動実績の紹介
【大阪医科薬科大学】
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（AMED）、科研費等の競争的資金の採択実績を
飛躍的に向上させています。本学はこれからも教
育・研究活動への弛まない研鑽と改革努力を続
けていきます。
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には、財政基盤の安定化、経営基盤の強化が必
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ました。その際、本校卒業生で米国NPO法人
コペルニク共同創設者兼CEOの中村俊裕さんの
活動を参考にしながら、SDGsの理解を深めて
います。
■高等学校における取り組み
　高校１年の前半は講義を通して生徒にグロー
バルイシュー、特にグローバルヘルスに関する問
題意識を持たせます。調べ学習やグループ学習を
通して生徒が能動的に学ぶ姿勢をつくり、後半は
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深め、２年次のより高度な研究への足掛かりとし パラオフィールドワーク

台湾研修（課題研究中間発表）

■私立大学等改革総合支援事業補助金４タイプの事業内容（選定率） ※大阪医科大学
・タイプ１：特色ある教育の展開（31％）
・タイプ２：特色ある高度な研究の展開（54％）
・タイプ３：地域社会への貢献－地域連携型（24％）
・タイプ４：社会実装の推進（53％）

■「科研費」の採択実績 ※大阪医科大学、大阪薬科大学合計
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インターバル速歩介入

シニアコホート

次世代母子コホート

小型活動量計 速歩が目標レベルを超えたかどうかを
「祝福音」でフィードバック

オーラルフレイル及び口腔内細菌叢と
その後の医療費、要介護化、死亡との関連を検討

妊婦の唾液採取

乳児の唾液採取

検査キット（コットン）を2分間口に含み採取

検査キット（コットン）を2分間口腔に入れ採取

口腔機能
（オーラルフレイル）

5年後

医療費

要介護化

死亡口腔内細菌叢

普通歩行 普通歩行普通歩行 速歩速歩

個別処方された運動強度で普通歩行3分と速歩3分を繰り返す

3分 3分 3分 3分

産学官連携推進室

産学官連携推進室

・シーズ&ニーズ集への掲載
・出展支援
・企業等のマッチング支援　等

・受託・共同研究契約の締結
・研究期間中の相談対応
・知的財産等の取得支援
・競争的資金等の獲得支援　等

・特許出願
・企業とのマッチング支援
・共同出願契約の締結
・権利化支援  等

・シーズ&ニーズ集への掲載
・出展支援
・企業等のマッチング支援　等

シーズ委員会

・受託・共同研究契約の締結
・研究期間中の相談対応
・知的財産等の取得支援
・競争的資金等の獲得支援　等

・特許出願
・企業とのマッチング支援
・共同出願契約の締結
・権利化支援  等

受託・共同研究
審査会

知的財産
管理委員会

［構成員］
産学官連携推進室長
URA
産学官連携コーディーネーター　他

［審議事項］
・研究戦略の策定
・競争的資金等の獲得推進
・研究成果の発信及び活用方策の策定
・産学連携活動に係る企画、評価

産学官連携
推進委員会［専門スタッフ］

URA（2名）
産学官連携コーディーネーター（2名）
産学官連携に関する専門家

・技術相談、企業・大学等の
  マッチング支援
・競争的資金等の獲得支援
・共同研究・受託研究
・大学発ベンチャー
（ベンチャービジネスの創出・育成支援）　等

産学官連携
セクション

知的財産
セクション

シーズ&ニーズ等に
関する案件等

受託・共同研究等に
関する案件等

知的財産等に
関する案件等

［専門スタッフ］
URA（2名）
産学（知的財産や法律などの専門家）

・発明相談
・知的財産権の出願及び維持・管理
・技術移転契約（実施許諾・譲渡）
・NDA契約、MTA契約　等

腔内細菌叢とこれらの関連を明らかにすること
で、健康寿命の延伸を阻害する要因の解明だけ
でなく、小児から高齢者までをターゲットとした
疾病予防に広く活用できる成果となることが期
待されます。
■これまでの活動の進捗状況
　疫学研究分野ではこの3年間、
1）高槻市在住高齢者を対象としてシニアコホート
によるオーラルフレイルと健康寿命延伸を阻害す
る病態や疾患
2）インターバル速歩介入による口腔機能改善　
3）次世代コホートによる妊婦の口腔細菌叢と妊
娠転帰及び児の口腔細菌叢形成の関連・評価を
目的とした研究事業に着手してきました。速歩介
入によって男性の口腔関連QOLの改善傾向を認
め、シニアコホートは既に600名余りのベースラ
イン調査を終え、最終的に850名を登録予定で
す。次世代コホートでは、2020年9月現在で妊
婦とその児342組の唾液を採取し、2021年に
は650組の登録となります。対象者の唾液は凍
結保存しており、事業は現在も進行中です。

連携：高槻市（健康づくり推進課、高槻商工会議
所、長寿介護課、医療給付課、市民課、子ど
も未来部）、サンスター（株）、高槻市医師
会、高槻市歯科医師会、高槻シニアクラブ

【健康寿命をのばす「たかつきモデル」事業】

オミックス医療に向けた口腔内細菌叢研究と
ライフコース疫学研究融合による
少子高齢中核市活性化モデルを基盤として

　2017年度文部科学省私立大学研究ブラン
ディング事業に難関を突破した採択課題「オミッ
クス医療に向けた口腔内細菌叢研究とライフ
コース疫学研究融合による少子高齢中核市活性
化モデルを基盤として」は、学長リーダーシップの
下、産学官連携体制で2017年度から3年間にわ
たり研究活動を行い、健康寿命をのばす「たかつ
きモデル」事業として継続しています。本事業の目
指すところは、「口腔内細菌叢研究の総合的推
進」による成果を活用し、口腔内細菌叢と疾病に
なる前（いわゆる未病）の段階との関連を明らか
にすることで、疾病予防・健康増進のためのエビ
デンスを提供し、研究事業の成果を産学官連携
事業として社会に還元することです。

　

■口腔健康・口腔内細菌叢に着目した背景と期
待される成果
　口腔の健康状態は、糖尿病、動脈硬化、認知症
等の病気や病態との関連が示唆されています。口

■医学研究機関としての使命
～本学のメディカル・イノベーション～
　“メディカル・イノベーションは医学研究の実用
化で初めて達成される”という使命感の下、本学
においては、研究者のシーズ＆ニーズ集の発掘、
コンセプト検証のための他学との研究連携、実用
化に向けた企業との連携、適切な知財運用、開発
資金獲得援助等総合的かつ機動的な活動を展
開しています。更には大学病院の臨床研究セン
ターが臨床研究や治験における医師と患者の支
援を実施しており、この活動を今後、薬学研究、
看護学研究に拡大する予定です。

～メディカル・イノベーション再考と実践～【医学部 胸部外科学教室】
産学官連携による新規医療機器開発と事業化

　我が国では、世界的にもトップクラスの医学研
究が活発に行われていますが、医薬品と医療機
器のほとんどを欧米開発品の輸入に依存し、医
療技術や診療ガイドラインまでもが輸入された
日本バージョンになっているのが実情です。

■臨床課題を解決するための医療機器開発
～私たちの取り組み例～
　本学では“事業化＝患者に届く”を開発研究の
ゴールと設定し、コンセプト検証と製品規格化か
ら販売戦略等に至るまで、研究開始から考慮し
た“社会実装型医学研究”を実践しており、モノづ
くり企業や製造販売企業と連携して活動する必
要があります。小児先天性心疾患の多くの手術で
は布状医療材料がパッチとして修復に用いられ
ますが、現在やむなく使用している輸入既製品の
多くは経年的材料劣化や患児の成長に伴うサイ
ズアップができないことの問題点があり再手術に
よる交換が必要となることが少なくありません。
　この問題を解決するため、私たちは新しいコン
セプトの“体内で一部が吸収され自己の組織が再
生し、残る部分が伸長可能な構造であるハイブリ
ッドパッチ”をAMED補助金と企業協力を得て開
発し、関係学会の支援を得て臨床治験で安全性
と有効性の検証を行っています。2022年に保険
承認・上市化（含む海外展開）される予定で、後
続開発も開始しました。

連携：関西大学、東京農工大学、
帝人（株）、福井経編興業（株）、
川澄化学工業（株）、日本毛織（株）、
（株）東海メディカルプロダクツ
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ゴールと設定し、コンセプト検証と製品規格化か
ら販売戦略等に至るまで、研究開始から考慮し
た“社会実装型医学研究”を実践しており、モノづ
くり企業や製造販売企業と連携して活動する必
要があります。小児先天性心疾患の多くの手術で
は布状医療材料がパッチとして修復に用いられ
ますが、現在やむなく使用している輸入既製品の
多くは経年的材料劣化や患児の成長に伴うサイ
ズアップができないことの問題点があり再手術に
よる交換が必要となることが少なくありません。
　この問題を解決するため、私たちは新しいコン
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連携：関西大学、東京農工大学、
帝人（株）、福井経編興業（株）、
川澄化学工業（株）、日本毛織（株）、
（株）東海メディカルプロダクツ
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整形外科大学院生、筆者（左から2人目）、
大阪産業大学 花之内先生（右から3番目）と共同研究。

新規半月板scaffoldを用いた治療

整形外科実験室での風景

縫合不能な半月板損傷

1 2

3 4

変性半月板の切除

半月板scaffold移植 scaffoldの固定

自己組織に置換

学学連携研究で進めており、スポーツ選手から

高齢者の方まで多くの人々のQOL向上に寄与で

きると信じています。大阪医科薬科大学からはじ

まる日本初の半月板治療をできるだけ早く臨床

応用できるよう取り組んでいます。

連携：関西大学、大阪産業大学、

　　　グンゼ（株）、（株）プロテクティア

～膝治療から健康寿命の延伸を！～【医学部 整形外科学教室】
半月板研究を中心とした新規膝治療の開発

　超高齢化社会に突入している日本では、平均

寿命のみならず、いつまでも心身ともに自立し、健

康的に生活できる健康寿命の延伸が重要課題と

言えます。現在、変形性膝関節症の患者は日本で

2,500万人以上とも言われており、これまで支援

する立場であった方が、支援を受ける患者へと立

場が変わることも多くなっています。

　変形性膝関節症は軟骨とともに半月板損傷の

影響が非常に大きい疾患です。「半月板」とは膝

関節の中にある三日月型をした組織で関節内の

クッションと安定性の役割をはたしており、損傷

すれば、屈伸の際に痛みやひっかかりを感じ「生

活の質（QOL）」を低下させます。海外では人工

半月板、同種半月板移植、そして半月板scaffold

（自己組織置換型半月板）の移植といった治療の

選択肢がありますが、日本における半月板治療は

縫合か切除のみで、切除後は変形性膝関節症に

移行する可能性が高くなり、新規膝治療の開発

が待ち望まれています。

　そこで私たちは、日本医療研究開発機構

（AMED）の2016年度医工連携事業化推進事

業に採択され、産学パートナーシップとして日本

初の半月板scaffoldの開発を、「グンゼ（株）」そ

して「（株）プロテクティア」とスタートさせました。

安全性を第一に考えた新規治療を確立するた

め、すでに臨床応用されている基材を中心に研究

を行いました。また、手術後評価向上のための研

究にも力を入れており、関節内組織の柔軟性や

緊張の評価のために用いるプローブセンサの開

発を大阪産業大学と行っています。1回の手術で

損傷した半月板がすべて自分の組織に置換され

治る、夢のような安全性の高い治療を産学及び、

は、母性や父性は生まれながらにもっているもの

ではなく、育児をする中で育まれるものであるこ

とを裏付けました。

　これらの研究成果は2016年1月と3月に放

映された「NHKスペシャル ママたちが非常事

態!?」でも取り上げられ反響を呼び、全国の多く

の育児期の母親、父親の安心につながりました。

また、DVDや書籍化され、育児支援の専門家に

も成果を活用していただいています。

　当該研究をさらに発展させ、現在母子保健の

重要課題である産後うつ予防、いまだ確立されて

いない父親看護学の研究にも取り組んでいます。

今後も親となる人々に加え、それらを支える親継

承期の人々を含めた看護に関する研究など、変

化する社会のニーズをとらえ、社会への還元性の

高い研究を積み重ねていきたいと考えています。

～脳科学を基盤とした効果の検証～【看護学部 公衆衛生看護学】

児童虐待防止のための
親性育成看護介入プログラムの開発

　近年、大きな社会問題化している少子化対策、

虐待予防につながる「親となる人々を支える看護」

に関する研究に取り組んでいます。その一つとし

て「児童虐待防止のための親性育成看護介入プ

ログラムの開発-脳科学を基盤とした効果の検

証-」に取り組みました。

　きっかけは、出産後、母親は本能的に育児がで

きて当たり前という、周囲の声に悩む母親たちの

存在です。そこで、青年期の男女に赤ちゃんとの

ふれあい体験を一定期間実施してもらい、体験

前後で赤ちゃんの泣き声を聞いた時の脳活動の

変化をｆＭＲＩで調べました。その結果、体験後は、

泣き声を聞いた時「どうして泣いているんだろう」

「早く抱っこしてあげたい」など、共感性をつかさど

る脳部位が活発化していることがわかりました。

　つまり、今まで見ることのできなかった母性や

父性を可視化することができました。この結果

研究成果を紹介した書籍・DVD
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整形外科大学院生、筆者（左から2人目）、
大阪産業大学 花之内先生（右から3番目）と共同研究。

新規半月板scaffoldを用いた治療

整形外科実験室での風景

縫合不能な半月板損傷
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自己組織に置換

学学連携研究で進めており、スポーツ選手から

高齢者の方まで多くの人々のQOL向上に寄与で

きると信じています。大阪医科薬科大学からはじ
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～膝治療から健康寿命の延伸を！～【医学部 整形外科学教室】
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康的に生活できる健康寿命の延伸が重要課題と
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すれば、屈伸の際に痛みやひっかかりを感じ「生

活の質（QOL）」を低下させます。海外では人工

半月板、同種半月板移植、そして半月板scaffold

（自己組織置換型半月板）の移植といった治療の
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移行する可能性が高くなり、新規膝治療の開発

が待ち望まれています。
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（AMED）の2016年度医工連携事業化推進事
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証-」に取り組みました。

　きっかけは、出産後、母親は本能的に育児がで

きて当たり前という、周囲の声に悩む母親たちの

存在です。そこで、青年期の男女に赤ちゃんとの

ふれあい体験を一定期間実施してもらい、体験

前後で赤ちゃんの泣き声を聞いた時の脳活動の

変化をｆＭＲＩで調べました。その結果、体験後は、

泣き声を聞いた時「どうして泣いているんだろう」

「早く抱っこしてあげたい」など、共感性をつかさど

る脳部位が活発化していることがわかりました。

　つまり、今まで見ることのできなかった母性や

父性を可視化することができました。この結果

研究成果を紹介した書籍・DVD

30 31

1
SDG

2
SDG

5
SDG

6
SDG

7
SDG

8
SDG

10
SDG

11
SDG

12
SDG

13
SDG

14
SDG

15
SDG

16
SDG

3
SDG

4
SDG

9
SDG

17
SDG

1
SDG

2
SDG

5
SDG

6
SDG

7
SDG

8
SDG

10
SDG

11
SDG

12
SDG

13
SDG

14
SDG

15
SDG

16
SDG

9
SDG

3
SDG

4
SDG

17
SDG

大阪医科薬科大学様 _サステナビリティA4_2021



などで用いられています。医療職者が行う禁煙支
援を促進し、特定保健指導を含む保健指導の機
会においては、複数の生活習慣の問題を有するこ
とが多い喫煙者に対する禁煙指導の強化によ
り、一層の生活習慣病予防・改善につながるもの
と考えます。
　たばこ対策に関しては、我が国のたばこ規制は
諸外国と比較して遅れていることを指摘し、厚生
労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検
討会報告書（通称、たばこ白書）（2016）」の第3
章たばこ対策の根拠資料の一つとなっています。
これまで我が国の喫煙は紙巻たばこが主流でし
たが、近年は煙のでない新型たばこの流行が顕
著で、公衆衛生上の新たな課題となっています。
こうした研究を発展させ、たばこの多様化が進ん
でいる現代社会に対応するたばこ対策に寄与し
ていきたいと考えています。

　メタボリックシンドロームを含む生活習慣病の
予防に向けて、危険因子の一つである喫煙を
テーマとした研究を行っています。主な研究活動
は、喫煙と生活習慣病に関する研究、たばこ対策
に関する研究です。
　喫煙はメタボリックシンドロームのリスクを増
大させること、喫煙者は生活習慣に偏りがあるも
のの、禁煙年数が長いほど生活習慣の乱れは少
ないことを明らかにしてきました。また、メタボ
リックシンドロームを含む生活習慣病は肥満を
基盤として次々と心疾患、脳血管疾患、認知症な
どの疾病が引き起こされていきますが、喫煙者は
体重の減量に成功しにくいことが分かりました。
これらの研究知見は、厚生労働省「禁煙支援マ
ニュアル（第二版）（2013）」・「禁煙支援マニュア
ル（第二版）増補改訂版（2018）」、日本肥満学
会「肥満症診療ガイドライン2016」、書籍では
「第三期 特定健診・特定保健指導ガイド（2018）」

栽培に挑戦中の植物（　　　　　　　　  var. 　　　　　　　）

喫煙と生活習慣病に関する研究成果概要図

Paris polyphylla yunnanensis

リンレイ村の農家さん達

伝統薬（薬草）の聞き取り調査時の現地スタッフ（前列）及び伝統医学医師（後列）

生活習慣病予防に向けたたばこ対策の推進に関する研究
【看護学部 母性看護学・助産学領域】

生薬研究を通じたグローバルな社会貢献
【薬学部 臨床漢方薬学研究室】

高く痩せた土地のため作物の収穫量が十分に得
られない村」で付加価値の高い薬用植物を栽培
するための調査及び技術指導を行いました。
　今後も、ミャンマーにおいて、現地に自生してい
る付加価値の高い薬用植物の調査と選抜、それ
らの栽培法及び加工法の検討を進めていく予定
です。
　本学で培われた研究成果と技術が村の発展に
寄与し、「だれもが十分な医療と教育が受けられ
るような村」になることを目指し協力を継続して
いきます。
連携：（株）ボーダレス・ジャパン

　本学の研究課題の一つに、乱獲により環境破
壊が問題になっている生薬・甘草の国産化があり
ます。本研究は、漢方薬などに多量に使用される
生薬のうち、中国からの輸入が100%である生
薬の一部を国内生産に切り替える研究も兼ねて
います。これまでに多くの成果を上げており、現在
は秋田県美郷町の「‶生薬の里 美郷”構想」推進事
業においても技術協力を行っています。
　これらの研究成果を基盤にして、今回、「ミャン
マー国貧困農家の所得向上及び健康改善のため
の無農薬ハーブ及び雑穀等生産・販売ビジネス
（SDGsビジネス）調査」を独立行政法人国際協
力機構（JICA）より委託された（株）ボーダレス・
ジャパンと連携して、ミャンマーのシャン州で派
遣技術者として活動を行いました。この調査は、
「農業で十分な収入を得られるようになり、食べ
物に困らず、教育や医療を必要なときに受けられ
る世界」を目指すもので、ＳＤＧｓ目標２の「飢餓
をゼロに」に沿った活動です。今回の派遣では、
「大きな町から遠く離れているため収穫した作物
を市場へ売りに行くことが出来ず、さらに標高が
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などで用いられています。医療職者が行う禁煙支
援を促進し、特定保健指導を含む保健指導の機
会においては、複数の生活習慣の問題を有するこ
とが多い喫煙者に対する禁煙指導の強化によ
り、一層の生活習慣病予防・改善につながるもの
と考えます。
　たばこ対策に関しては、我が国のたばこ規制は
諸外国と比較して遅れていることを指摘し、厚生
労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検
討会報告書（通称、たばこ白書）（2016）」の第3
章たばこ対策の根拠資料の一つとなっています。
これまで我が国の喫煙は紙巻たばこが主流でし
たが、近年は煙のでない新型たばこの流行が顕
著で、公衆衛生上の新たな課題となっています。
こうした研究を発展させ、たばこの多様化が進ん
でいる現代社会に対応するたばこ対策に寄与し
ていきたいと考えています。

　メタボリックシンドロームを含む生活習慣病の
予防に向けて、危険因子の一つである喫煙を
テーマとした研究を行っています。主な研究活動
は、喫煙と生活習慣病に関する研究、たばこ対策
に関する研究です。
　喫煙はメタボリックシンドロームのリスクを増
大させること、喫煙者は生活習慣に偏りがあるも
のの、禁煙年数が長いほど生活習慣の乱れは少
ないことを明らかにしてきました。また、メタボ
リックシンドロームを含む生活習慣病は肥満を
基盤として次々と心疾患、脳血管疾患、認知症な
どの疾病が引き起こされていきますが、喫煙者は
体重の減量に成功しにくいことが分かりました。
これらの研究知見は、厚生労働省「禁煙支援マ
ニュアル（第二版）（2013）」・「禁煙支援マニュア
ル（第二版）増補改訂版（2018）」、日本肥満学
会「肥満症診療ガイドライン2016」、書籍では
「第三期 特定健診・特定保健指導ガイド（2018）」

栽培に挑戦中の植物（　　　　　　　　  var. 　　　　　　　）

喫煙と生活習慣病に関する研究成果概要図

Paris polyphylla yunnanensis

リンレイ村の農家さん達

伝統薬（薬草）の聞き取り調査時の現地スタッフ（前列）及び伝統医学医師（後列）

生活習慣病予防に向けたたばこ対策の推進に関する研究
【看護学部 母性看護学・助産学領域】

生薬研究を通じたグローバルな社会貢献
【薬学部 臨床漢方薬学研究室】

高く痩せた土地のため作物の収穫量が十分に得
られない村」で付加価値の高い薬用植物を栽培
するための調査及び技術指導を行いました。
　今後も、ミャンマーにおいて、現地に自生してい
る付加価値の高い薬用植物の調査と選抜、それ
らの栽培法及び加工法の検討を進めていく予定
です。
　本学で培われた研究成果と技術が村の発展に
寄与し、「だれもが十分な医療と教育が受けられ
るような村」になることを目指し協力を継続して
いきます。
連携：（株）ボーダレス・ジャパン

　本学の研究課題の一つに、乱獲により環境破
壊が問題になっている生薬・甘草の国産化があり
ます。本研究は、漢方薬などに多量に使用される
生薬のうち、中国からの輸入が100%である生
薬の一部を国内生産に切り替える研究も兼ねて
います。これまでに多くの成果を上げており、現在
は秋田県美郷町の「‶生薬の里 美郷”構想」推進事
業においても技術協力を行っています。
　これらの研究成果を基盤にして、今回、「ミャン
マー国貧困農家の所得向上及び健康改善のため
の無農薬ハーブ及び雑穀等生産・販売ビジネス
（SDGsビジネス）調査」を独立行政法人国際協
力機構（JICA）より委託された（株）ボーダレス・
ジャパンと連携して、ミャンマーのシャン州で派
遣技術者として活動を行いました。この調査は、
「農業で十分な収入を得られるようになり、食べ
物に困らず、教育や医療を必要なときに受けられ
る世界」を目指すもので、ＳＤＧｓ目標２の「飢餓
をゼロに」に沿った活動です。今回の派遣では、
「大きな町から遠く離れているため収穫した作物
を市場へ売りに行くことが出来ず、さらに標高が
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影響の評価と負荷軽減策の開発についての研究

を行ってきました。これらの研究には、臨床、感染

症、循環器、環境、そして動物を背景とする研究

者が相互に協働し、各々の専門性を活かして一

丸となって取り組んでいます。現在、科学研究費

をはじめ、日本医療研究開発機構（AMED）や科

学技術振興機構（JST）の支援を受けて、オゾン

処理等の高度な水処理法の開発及び有効性の

評価を行い、流域での水質管理や広域における

安全保障として社会貢献が出来るように日々取

り組んでいます。

　近代的で豊かな現代社会の高度化が進む一

方で、持続可能な人類の繁栄と地球環境との関

わりについて考えることの重要性を示唆する環

境問題が世界的な規模で進行しつつあります。

　近年の環境汚染問題は、現代生活を送るため

に必須の化学物質や、病気の治療や健康のため

に用いられる医薬品、そしてヒトや動物の活動に

由来する病原性微生物が原因している場合も少

なくないことが、近年の研究により明らかにされ

ています。これらは、重金属やダイオキシンといっ

た従来型の環境問題と異なり、使用や製造の制

限による解決を図ることは困難であり、評価と対

策に向けた取り組みを行うことが社会的な課題

になっています。

　医療機関では病気の治療のため恒常的に医薬

品が用いられています。また、病原性微生物から

の病院環境の保護や、薬剤耐性菌抑止に向けた

対策が必要です。今まさに発生しうる院内感染の

早期探知とリスク評価に対して不可欠なものに

なっています。特に、薬剤耐性菌の問題は暮らし

の幅広い領域に関連する課題であるため、WHO

はヒト－動物－環境による包括的な対策として

One Healthによる取り組みを提唱し、各国に国

家行動計画の策定を求めています。日本において

も薬剤耐性菌の蔓延抑止に向けたアクションプ

ランが制定され、対策が進んでいます。これらの

計画の中で、水環境はヒトの生活や居住の安全

保障にとどまらず、生態系にとっても重要である

ため、環境の薬剤耐性菌への影響について研究

を行うことの重要性が挙げられています。

　私たちは、これまでに病院と密に協力した体制

の下、医療機関に由来する排水の環境への負荷

オゾンを用いた高度排水浄化法の開発

ワンヘルス（One Health）アプローチ
（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院
 AMR臨床リファレンスセンター）

連携：
国立感染症研究所　センター長　黒田 誠
京都大学大学院工学研究科　教授　田中 宏明
酪農学園大学獣医学群　准教授　臼井 優
福島県立医科大学医学部　准教授　村上 道夫
三菱電機（株）先端技術総合研究所

■バイオフィリアの考え方を取り入れたすべての
　施設利用者のストレスが軽減される病院（※）
・患者さんやそのご家族の個別性に配慮した
　ストレスフリーな環境
・スタッフ間のコミュニケーションを活性化す 
　る働きやすい環境
■時代の変化に柔軟に対応可能で、継続的に質
　の高い医療を提供できる病院
・将来の技術革新、医療制度や医学の変化に
　柔軟に対応できるフレキシブルな構造の病院
・エネルギー効率が高く維持管理が容易な施設
・大規模災害時にも機能維持可能な安全・安心な病院
■次代を担う人材育成が実現可能な病院
・スタッフ諸室の集約配置による学びやすい病院

　大阪医科薬科大学病院の新本館建築プロジェ
クトは、着工からちょうど１年が経過し、関係者
各位のご協力の下、順調に進んでいます。地上12
階地下1階建て免振高層タワーとして建築され
る病院新本館には、大阪医科薬科大学病院のほ
とんどの機能が集約される予定で、2025年のグ
ランドオープンを目指します。「超スマート医療を
推進する大学病院（Super Smart Hospital）」
をスローガンに、患者さんや職員をはじめ、すべ
てのステークホルダーが満足できる、期待と希望
に満ちた未来志向で最新の医療設備を完備する
地域の中核拠点病院となります。
　病院新本館や新病院管理棟など全棟が完成
する2028年は、2030年を活動目標の達成年と
する国連SDGｓと時を同じくし、活動コンセプト
もSDGｓの理念を多く取り入れています。

医療と環境に配慮した病院排水浄化法の開発
【薬学部 衛生化学研究室】

健康/コミュニティへの参画

～超スマート医療を推進する大学病院～【大阪医科薬科大学病院】～超スマート医療を推進する大学病院～【大阪医科薬科大学病院】

2020年度

新本館工事開始

2022年度

新本館A棟オープン

今後10年の建築プロジェクトロードマップ

（※）人は自然と触れ合うことで、健康や幸せを得られる
　　という概念を建築デザインに活かすこと。

完成予想イメージ

2025年度

新本館
グランドオープン

2027年度

新病院管理棟オープン

2028年度

南側外橋整備完了
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■診療実績

①外来初診患者数：52,264人

②延べ外来患者数：569,763人

③一日入院患者数：774.0人

④病 床 稼 働 率：92.2％　

　　　　　　　　

■救急医療の活動実績

①時間内：1,167件（内入院630件）

②時間外：2,224件（内入院1,095件）

③合 計：3,391件（内入院1,625件）　

■広域医療連携センターの活動実績

①紹介患者数：21,602人　

②紹 介 率：73.3％

③逆紹介患者数：16,844人

④逆 紹 介 率：54.9％ 

（大阪医科薬科大学病院の多様な活動例は

Ｐ58で紹介しています。）

　大阪医科薬科大学病院、三島南病院、健康科

学クリニック、BNCT共同臨床研究所・関西

BNCT共同医療センター、小児高次脳機能研究

所・ＬＤセンター、訪問看護ステーション並びにケ

アプランセンター等は、最先端の高度先進医療や

救急医療、健康診断から急性期医療、回復期医

療、慢性期医療、訪問看護に至るまで、患者さんの

様々な医療ニーズにお応えしながら、安全かつ良

質で行き届いた医療を提供し、身近にある地（知）

の中核拠点（COC=Center of Community）と

して日々活動しています。

　また、良識ある人間性豊かな医療人を育成す

る役割を担っており、三島医療圏（高槻市・茨木

市・摂津市・島本町）のみならず、全国に優秀な医

療人材を輩出することによって人々に「安心」と

「信頼」をお届けしています。

進んでいます。すなわち施設（大学・病院）、地

域、国の垣根を越え連携して治験・臨床試験が

進められており、国際共同研究の多くに参加し

ています。

■患者さんの権利を尊重し倫理性を保った
　治験・臨床試験をサポート

　人を対象とした医学の研究における倫理的配

慮等を特に重視し、研究者は誠実・真摯に新規治

療開発に関わっています。また、患者さんの不安を

解消し安心して各種開発試験に参加していただく

ため治験コーディネーターをはじめとする熟練し

たスタッフが研究者の皆さんをサポートします。

■各専門分野のプロフェッショナルが新規治療
　開発に注力

　各専門分野のプロフェッショナルが揃う当院

の強みを十分に活かし、一つの薬・医療機器を開

発するために“OneTeam”となり、治験・臨床試

験に力を注いでいます。

　新しい薬や医療機器の迅速な開発を倫理的か

つ科学的に実施して信頼性の高いデータを提供

し、より良い医療をより早く患者さんに提供する

ことが当センターの役割です。

　多くの新薬の治験（人における試験は一般に

「臨床試験」といわれますが、「くすりの候補」を用

いて国の承認を得るための成績を集める臨床試

験は、特に「治験」と呼ばれます）を実施し、新薬

開発に精通した国内トップクラスの施設としてそ

の地位を確立し現在に至っております。

　皆さんの健康を希求し、ここ北摂“高槻”から世

界に向けて、新しい薬や医療機器の迅速な開発

を支援しています。

■高槻“発”の新規治療を世界へ

　産学連携による新規治療開発を積極的に支援

しています。関西BNCT共同医療センターにおけ

る医師主導治験もその一つで、まさに高槻“発”の

新規治療を世界へ向けて送り出す支援をしてい

ます。これからも、私たちの大学・病院だからこそ

開発できる独自の新規治療開発への挑戦をサ

ポートしています。

■グローバル化へ迅速に対応し多数の国際
　共同治験を支援

　医学・生命科学の進歩はめざましく、病気の原

因が次々と明らかにされ、その治療法も日進月歩

の勢いで開発されています。また経済・文化のグ

ローバル化が進んでいるのと同様に、新薬開発

の分野でも予想を超える勢いでグローバル化が

大阪医科薬科大学病院

臨床研究センター

（デジタル化した病院年報）

大阪医科薬科大学病院の
多様な活動例はＰ５８を参照ください

大学病院の診療実績（2019年度）
【大阪医科薬科大学病院】

健康を希求し、ここ北摂“高槻”から世界に向けて新しい薬や
医療機器の迅速な開発を支援しています【臨床研究センター】

【診療活動実績（2019年度）】
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■診療実績
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②延べ外来患者数：569,763人

③一日入院患者数：774.0人
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③合 計：3,391件（内入院1,625件）　

■広域医療連携センターの活動実績

①紹介患者数：21,602人　

②紹 介 率：73.3％
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質で行き届いた医療を提供し、身近にある地（知）
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域、国の垣根を越え連携して治験・臨床試験が

進められており、国際共同研究の多くに参加し

ています。

■患者さんの権利を尊重し倫理性を保った
　治験・臨床試験をサポート

　人を対象とした医学の研究における倫理的配

慮等を特に重視し、研究者は誠実・真摯に新規治

療開発に関わっています。また、患者さんの不安を

解消し安心して各種開発試験に参加していただく

ため治験コーディネーターをはじめとする熟練し
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■各専門分野のプロフェッショナルが新規治療
　開発に注力
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の強みを十分に活かし、一つの薬・医療機器を開

発するために“OneTeam”となり、治験・臨床試

験に力を注いでいます。

　新しい薬や医療機器の迅速な開発を倫理的か

つ科学的に実施して信頼性の高いデータを提供

し、より良い医療をより早く患者さんに提供する

ことが当センターの役割です。

　多くの新薬の治験（人における試験は一般に

「臨床試験」といわれますが、「くすりの候補」を用

いて国の承認を得るための成績を集める臨床試

験は、特に「治験」と呼ばれます）を実施し、新薬

開発に精通した国内トップクラスの施設としてそ

の地位を確立し現在に至っております。

　皆さんの健康を希求し、ここ北摂“高槻”から世

界に向けて、新しい薬や医療機器の迅速な開発

を支援しています。

■高槻“発”の新規治療を世界へ

　産学連携による新規治療開発を積極的に支援

しています。関西BNCT共同医療センターにおけ

る医師主導治験もその一つで、まさに高槻“発”の

新規治療を世界へ向けて送り出す支援をしてい

ます。これからも、私たちの大学・病院だからこそ

開発できる独自の新規治療開発への挑戦をサ

ポートしています。

■グローバル化へ迅速に対応し多数の国際
　共同治験を支援

　医学・生命科学の進歩はめざましく、病気の原

因が次々と明らかにされ、その治療法も日進月歩

の勢いで開発されています。また経済・文化のグ

ローバル化が進んでいるのと同様に、新薬開発

の分野でも予想を超える勢いでグローバル化が
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臨床研究センター

（デジタル化した病院年報）

大阪医科薬科大学病院の
多様な活動例はＰ５８を参照ください

大学病院の診療実績（2019年度）
【大阪医科薬科大学病院】

健康を希求し、ここ北摂“高槻”から世界に向けて新しい薬や
医療機器の迅速な開発を支援しています【臨床研究センター】

【診療活動実績（2019年度）】
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BNCT用加速器

がん診療連携拠点病院（高度型）

ＢＮＣＴ治療室

線治療は高精度放射線治療を中心にBNCT
（ホウ素中性子捕捉療法）にも取り組み治療成
績の向上に努めています。がん薬物療法は、従
来からの化学療法に加え、分子標的治療薬･免
疫チェックポイント阻害剤を中心としたがん免
疫療法の導入、早期開発臨床試験を積極的に
実施しています。2018年度にはがんゲノム医療
連携病院に指定され、遺伝子パネル検査の臨床
導入から個別化治療につながるロードマップを
構築しています。

■がんと診断されたときからの緩和ケア・支持療法
　緩和ケアは、がんやがん治療に伴う身体的な
苦痛を取り除くだけでなく、精神的苦痛や社会的
苦痛までも軽減できるよう患者さんに寄り添うも
のです。がん治療のあらゆる段階で適用され、が
んと診断されたときから、適切な緩和ケアの介入
や意思決定支援が必要とされます。これらの問題
に対応できるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護
師、栄養士、作業療法士、臨床心理士、医療ソー
シャルワーカー、事務などの多職種が関わるチー
ム医療を緩和ケアセンターが中心となり展開し
ています。
 

　地域を支える高度型がん診療連携拠点病院と
しての機能を最大限にサポートするのが、がん医
療総合センターです。各がん腫の特徴的な集学
的治療の取り組みを有機的に円滑に行い、がん
に関わる情報集約の機能を担う当センターは
2013年6月に設置されました。これにより臓器
横断的・診療科横断的・職種横断的ながん診療
がますます強化されると同時に、検診受診率の
向上への取り組み・がん啓発活動なども展開し
各医療機関と協力することで地域連携も深まり
ました。さらには、N ew sw e e k誌による
「World's Best Specialized Hospitals 2021」
におけるOncology（腫瘍）部門において、世界
のTOP200にランクインを果たしました。今後も
より一層、医療圏が一体となったがん患者さんに
寄り添うがん集学的医療体制の構築の先陣を
きっていきたいと考えています。

■地域を支える高度型がん診療連携拠点病院 
　2019年度における大阪医科薬科大学病院の
外来延べがん患者数は144,132人で、新規入
院数も7,902件に上ります。高槻市を中心とする
三島医療圏内の患者数はその6割弱にあたる
4,808件に及び府外、近畿圏外からも非常に多
くの入院実績を有し、その割合は着実に増加傾
向にあります。文字通り地域のがん診療を支える
と同時に、先端的ながん治療と患者意向に寄り
添うケアを両輪としたがん診療を提供する当院
は2019年度に、がん診療連携拠点病院（高度
型）の指定を受けました。

■集学的治療で高度ながん医療を提供・
　がんゲノム医療連携病院・地域への啓発活動
　手術においては、ハイブリッド手術、ロボット手
術の導入など最新技術を駆使した治療を展開
し新しい中央手術棟の整備も行いました。放射 正常細胞がん細胞 中性子

②がん細胞がホウ素薬剤を取込む①点滴でホウ素薬剤を投与 ③熱外中性子線を照射 ④がん細胞内でホウ素と中性子
　の核反応で放射線が発生

⑤がん細胞を高い選択性で破壊

ホウ素薬剤

がんになってもその人らしく安心して暮らしていくことを
高度ながん医療で支えます【がん医療総合センター】 ～がん診療領域での近未来の本格展開を目指して～

【関西ＢＮＣＴ共同医療センター】

BNCT

■診療領域のさらなる拡大を目指す挑戦
　2019年8月以降、大学病院と関西ＢＮＣＴ共
同医療センター共同で『再発高悪性度髄膜腫』を
対象とした医師主導治験を開始しています。これ
まで再発を繰り返した髄膜腫には、標準的な治
療法が確立されていませんので、ＢＮＣＴの臨床
効果が期待される中、現在全国から患者さんを
迎え順調に治験を進めています。
　治験の成績によっては将来、広く患者さんに行
き渡るよう承認申請を進めていく計画です。こう
した努力の積み重ねが、ＢＮＣＴの未来を切り開
くものと確信しています。

■力を結集しさらなる高みへ
　ＢＮＣＴが、がんの治療法として本格的な地位
を確立するためには、適応がんのさらなる拡大が
不可欠です。それにはＢＮＣＴにかかわる専門
家・研究者の力を結集して、研究を深めていく必
要があります。当センターはこうしたネットワーク
の拠点としての役割を果たし、ＢＮＣＴの近未来
における本格展開を目指して全力で取り組んで
いきます。

■新しいがん治療～ＢＮＣＴの幕開け
　加速器（サイクロトロン）並びにホウ素薬剤を
取り扱う二つの企業は、ＢＮＣＴに関する臨床試
験の結果をもとに、2019年10月に共同して先
駆け審査制度による薬機申請を行い、2020年3
月に製造販売の承認を得ました。
　また2020年6月には、『切除不能な局所再発
頭頸部がん』及び『切除不能な進行頭頸部非扁
平上皮がん』に関してＢＮＣＴ初の保険診療が開
始されました。
　加えて、大阪医科薬科大学病院の脳神経外科
が主導した治験による『再発悪性神経膠腫』（脳
腫瘍のひとつ）も承認申請を準備中（2020年10
月12日現在）で適応疾患として追加される見通
しです。
　ＢＮＣＴは、これまで治療の可能性が閉ざされ
ていた疾患に対して、有効な治療方法として認可
されました。これらの疾患でお困りの患者さんに
とって大きな福音となるものと考えています。
　ＢＮＣＴは、医学、工学及び薬学の各分野の
日々のたゆまぬ挑戦と技術発展の成果の証とし
て今日を迎えています。
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BNCT用加速器

がん診療連携拠点病院（高度型）

ＢＮＣＴ治療室

線治療は高精度放射線治療を中心にBNCT
（ホウ素中性子捕捉療法）にも取り組み治療成
績の向上に努めています。がん薬物療法は、従
来からの化学療法に加え、分子標的治療薬･免
疫チェックポイント阻害剤を中心としたがん免
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　緩和ケアは、がんやがん治療に伴う身体的な
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の受け入れに応えるため、大阪医科薬科大学病
院に救命救急センターを設置して、今まで以上に
重症救急の受け入れ態勢を整えています。
　近い将来、必ず発生するとされている南海トラ
フ地震にも対応できる免震構造を採用した病院
新本館Ａ棟には、最新の設備を備えた救急専用
の蘇生・手術室をはじめ、複数の重症者の同時受
け入れにも対応可能な蘇生・救命処置室を設置
しています。災害・事故や急病は時と場所を選ば
ず突然起こり、平穏な日常を脅かします。さらに
高槻市のドクターカー事業にも協力し、市民の皆
さんが安心して暮らして行けるよう、24時間365
日、どのような時でも対応できるように「救命救
急医療」を充実させています。

　我が国における2018年の救急出動件数は年
間660万件で、そのうち高齢者の搬送は60％ま
でを占めるようになりました。高齢化が進み、急
性期を含めての包括的地域一体型医療圏の構
築を見据えて、各医療圏における救急医療の必
要性は今まで以上に高まっています。大学病院
の救急医療部では2013年から以下の取り組み
を行い、多様化、重症化する救急搬送に対応して
います。

□救急車ホットライン開設
□プロ意識を持った救急医療の展開
□各専門科との連携強化
□魅力ある救急医学教育
□リサーチワークの充実化

　全国的に高齢化が進む中、本学の位置する高
槻市においても65歳以上の人口比率は2009年
の20%から2019年は29％に増加し、救急搬送
件数は増加の一途をたどっています。その状況に
応じて、大学病院では救急搬送の積極的受け入
れを目指してきました。2018年の本院の救急車
受入数は3,113件で2012年の1.7倍となり（図
１）、3次救急・重症救急を含めた受入数は年々
増加しています。今後さらに増え続ける重症救急

「健康文化」への貢献に一層尽力しています。
　今後、健診技術は画像診断技術や総合判定な
ど加速度的な進化・高速化が期待されています。
これからも、常に最新の技術と知見、蓄積してき
た経験を活かし、「安全で良質な医療の提供」を
目指していきます。

　総務省統計局のホームページによれば、65歳
以上の高齢者人口は2019年度3,588万人、総
人口に占める割合は28.4％であり、人口、割合共
に年々増加しています。
　こうした社会環境の下、本学は「長年に亘り
培った医学教育と臨床研究を基盤に、未病の発
見と健康寿命の延伸に取り組み、よって健康文化
に貢献する」との理念を掲げ、2009年6月にJR
高槻駅隣接内に「健康科学クリニック」を開設し
ました。
　開設から10年が経過し、年を追うごとに受診
者数が増加し、2015年度以降、市民がん検診を
含めた取扱い件数が2万6千件程で推移してい
ます。
　当クリニックの健診コースは、①個人を対象と
した人間ドック（基本・女性・肺）と各臓器別ドッ
ク（脳・肺・心臓・肝臓・膵臓）、がん検診（乳・子
宮）【32.6%】、②健康保険組合・団体・健診代行
機関との契約による健診、協会けんぽとの契約に
よる生活習慣病予防健診【30.3%】、③その他高
槻市・島本町の市民健診（市民がん検診）【37.1%】、
に大別され、各ステークホルダーからの幅広い要
請に応じた各種健診業務を行っています。また、
人間ドックのリピーター率（複数回受診）は75％
を超えており、受診者から高い信頼を得ていま
す。健診結果に基づく大阪医科薬科大学病院へ
の2018年度の紹介件数は703例、その他かか
りつけ医への紹介件数は319例と地域医療機関
とも連携を密にし、受診後の健康維持・回復にも
大きく貢献しています。
　2019年度からは、人間ドック受診者を対象と
した「保健指導」に加え、協会けんぽ契約による
受診者の内臓脂肪症候群（メタボリックシンド
ローム）該当者及び予備軍の方々へ「特定保健指
導」による生活習慣改善の支援を開始しており、

図1.救急車受入数 高規格救急車内の設備

健康科学クリニックの待合室

健康科学クリニック全景

高規格救急車
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2018年度 難病患者在宅医療支援事業研修会
　（テーマ：難病患者の口腔・嚥下へのアプローチ）

■大阪府からの委託事業「難病患者在宅医療・
　介護体制強化事業」

　2015年のセンター開設当初から本事業を開

始しており、主に神経内科医、MSW、看護師が、

地域のかかりつけ医、看護・介護福祉関係機関等

と一緒に患者さんの自宅を訪問し、患者情報の交

換・共有をしています。現場で患者さん・ご家族の

意見を伺いながら、互いの知識・経験を話し合え

る貴重な機会となっており、参加者から、非常に前

向きなご意見があり、今後の継続が望まれます。ま

た、2018年11月には難病診療連携拠点病院の

指定を受け、病院全体で診療可能な特定難病を

明確化、ホームページ等情報発信の整備による相

談体制の確立、仕事と治療の両立支援のため、ハ

ローワークや保健所と協働した就労支援も行って

います。

　今後も、地域の声を頂き、難病医療の充実に向

けて活動をしていきます。

　大阪医科薬科大学病院は、三島医療圏唯一の

特定機能病院として、地域に高度医療を提供す

る役割を担ってきました。また、当院では高度医

療だけではなく、地域の難病患者及び関係する

スタッフの皆さんを支援するため、2015年から

「難病総合センター」を立ち上げて、難病の診療、

教育、研究、地域連携、在宅支援等の体制整備へ

の貢献を目指して活動しています。ここでは主な

取り組みを紹介します。

■三島圏域難病医療ネットワーク会議の開催

　地域のネットワークを構築するため、三島圏域

難病医療ネットワーク会議を年2回開催していま

す。保健所・医師会・訪問看護ステーション・ケア

マネジャー・医療機関の方々が参加され、難病総

合センターの活動に対する意見交換を行ってい

ます。関係者が一堂に会して、スムーズな意思の

疎通が図れる環境を作り、三島医療圏の難病医

療の課題を抽出する効果が得られています。

■講演会の開催

　年2回、地域の医療介護従事者の方々に参加

いただき、在宅患者ケアのトピックについて、演者

の先生を招聘し講演会を開催しました。これま

で、講演テーマに口腔ケア・栄養管理等の在宅ケ

アに必要不可欠な内容を掲げ、従事者の方へ知

識やスキルを還元できるよう努めてきました。参

加者からも、「実際のケアや患者さん家族への関

わり方に活かせる」との意見があります。

難病総合センターの活動
【難病総合センター】

「医療」と「教育実践」に「研究」を融合させた新しい「ＬＤ治療」のかたち
【小児高次脳機能研究所/ＬＤセンター/小児科学教室】

上の支援機器等教材研究開発支援事業競争的資

金を得て、『見る力』を育てるビジョン・アセスメン

トWAVES及び補足教材デジタル版の開発や、学

校で使うLD（Learning｠disability）の判断と指

導のためのスクリーニング・キット（SKAIP）の開

発を行いました。

　加えて、本活動をさらに活発化させ、多くの人々

の期待に応えるために、産業技術総合研究所や海

外の研究機関、他大学（藍野大学、東北大学）、LD

学会などと行っている共同研究を推進する必要が

あり、2017年8月、小児高次脳機能研究所を開設

しました。本研究所では以下に掲げる活動を通じ

て、エビデンスに基づく教育やリハビリにおける評

価・指導・訓練、医療における治療法を開発・普及

させ、社会貢献に繋げています。

１．小児神経分野が関与する領域で特に「学習」に

　 主眼をおいた高度な研究・臨床

２．これまでに類のない医療と教育の連携、ICT技

　 術の融合による新たな研究・開発

３．研究成果やデータの集約、関連研究者への支

　 援・情報提供、研究のコーディネート

　LDセンターには2001年の開設以来、発達障

害児（LD、AD/HD、ASD）の診断手法として、医

学的見地から「神経心理学的方法」を用いて詳細

に分析し、学習指導に活用してきました。ここで

は、学習障害（LD）児に適切な診断の下に適切な

読み書き指導することにより、自己肯定感も維持

され、学校にも適応できることが実証されました。

また、言語コミュニケーションに課題を持つ子の

コミュニケーション力向上を目的に「幼児教育」を

行って学校に適応させてきましたが、これにより、

障がいのある子もない子同様に、質の高い発達を

遂げ、初等教育を受ける準備を整えることができ

ています。その他、「LDセンター」の役割の一つと

して、直接指導できる児童だけでなく、全国から教

員や保護者が参加する研修会、講演会を企画し、

年間約5,000名（開催回数約50回/年）の方々が

受講されています。

　これらの成果によって、2017年度、2018年度

に文部科学省から委託事業案件として採択され、

その成果を「学習上の支援機器等教材活用評価」

として報告しました。また、文部科学省から学習
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コミュニケーション力向上を目的に「幼児教育」を

行って学校に適応させてきましたが、これにより、
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淡路

但馬

西播磨　　中播磨
北播磨

東播磨 神戸

阪神北

丹波

阪神南

三島南病院地域講演会（市民向け）

三島南病院の職員

　我が国の医療現場においては、超高齢化と医療資源の偏在が大きな課題となっています。本学は地域
総合医療科学寄附講座を通じて、当該地域への実践的対応としての医師派遣と将来地域医療に携わる
多職種にわたる医療人教育を継続的に行っており、各方面から高く評価されています。
■医師の派遣について

【今後の展望】
地域のニーズに応えながら、多職種における医療支援を行っていきます。

■地域医療に貢献できる多職種の人材育成について

高
知
県

現在、総合診療科の若手医師を２名ずつ派
遣し、高齢化率が高く医療人材が不足してい
る山間地域のジェネラルな医療ニーズに幅広
く応え、地域医療に貢献しています。

兵
庫
県

高齢化率が高く医療人材が不足している中
播磨、西播磨の三病院に対して、総合診療科
のみならず、循環器内科、麻酔科、整形外科
など、各病院のニーズに応じて、週１～２日で
派遣しています。

高
知
県

医学部、薬学部、看護学部の学生、計６名が
高知県本山町と本山町立国保嶺北中央病院
に赴き、超高齢化がすすむ地域の特性や、多
職種が連携して行われる地域医療の実際を
学ぶことを目的に、「多職種連携地域医療実
習」を実施しています。 

兵
庫
県

公立神崎総合病院のスタッフと兵庫県神河
町の地域医療を守る会及び神河町のサポー
トを受け、大阪医科薬科大学の医学生、高槻
高校と東京広尾学園高校及び地元の高校生
の参加を募り、「高校生と医学生のための地
域医療体験」を実施しています。

【今後の展望】
この医療体験を通じて得られるものを地元の地域に還元していきます。

年々深化するへき地医療支援並びに医療連携活動
【地域総合医療科学寄附講座】

に努めています。
■高齢など、自身での通院が困難な透析患者さん
には透析部門及び事務部門が連携して、病院
車で送迎を行うことで医療を受ける機会を損
なわないよう努めています。

　その他に、研修医師、医学生、看護学生等の研
修・実習受入や、中学生の職業体験学習を院内で
実施するなど、人材育成・教育にも取り組んでお
ります。また、UR都市機構が掲げるUR賃貸住宅
の「地域医療福祉拠点化」構想を基に、当院近隣
のUR玉川橋団地を中心とした地域づくりを目指
していく中で、健康相談会などの開催などを通じ
連携を図っていくことで当院とＵＲ賃貸住宅が連
携協定を締結しております。

　これまで地域で永年、培ってきた経験を基に、
今後も時代の変化に対応しながらSDGｓの理念
に沿った大阪医科薬科大学群の一翼を担いつつ
“良質で必要な健康に関わるサービス”の提供を
目指していきたいと考えています。

（＊）レスパイト入院とは、「医療設備の整った病院が、神
経難病患者やがん患者などの要介護者を対象に、医療保
険で短期入院を受け入れる制度のこと」であり、被要介護
者の休息を目的とした社会的入院制度です。

　2025年には団塊の世代が75歳以上となるな
ど高齢化が進み、国の対応として“地域包括ケア
システム”構築を目指す中、地域の医療・福祉の
在り方が変容しつつあります。SDGｓの一つとし
て「目標項目3.8： Universal Health Coverage 
（UHC）の達成」が掲げられています。このUHC
は“全ての人々が良質で必要な健康に関わるサ
ービス（医療・福祉など）を経済的な過度の負担
なしに受けることができる”とWHOでは定義して
います。当院では、地域で進む高齢化への対応と
ともにSDGsの理念を実践していく中で、良質で
必要な医療を提供するために、一般（急性期）病
棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーショ
ン病棟及び療養病棟を設けて病期に応じた医療
をより円滑に提供できる体制を採っています。ま
た、レスパイト入院（＊）を受け入れるなど、多様
な社会のニーズに応えることで地域での当院の
役割を一層、果たせるよう努めています。加えて
地域医療を担う病院として、大阪医科薬科大学
内の各施設および地域の病院・かかりつけ医師
や福祉施設などと連携を図り、患者さん紹介及
び逆紹介を推進し、医療の継続に問題が生じる
ことがないよう円滑に業務を行っています。
　“良質で必要な健康に関わるサービス”の提供
に向けたチーム医療の実践として、
■消化器系、循環器系、糖尿病等に加えて、神経
疾患（脳神経内科）、リウマチ・膠原病内科など
の専門的診察を行うとともに、他の診療科間と
も連携を強化しています。
■大阪医科薬科大学病院リハビリテーション科
医師の協力を得てリハビリテーションの一層
の充実に努めています。
■入院中の患者さんに対する皮膚科的ケア、
口腔ケア、精神科的対応、褥瘡対応などの診療
を大阪医科薬科大学病院の所属医師の協力を
得て実施しています。
■医師を含めた関連職種が協力し糖尿病教室を
月一回、開催して啓発に努めています。
■各部署が協力して地域住民を対象として健康
維持・増進を目的とする様々な内容の講演会
を病院内で月一回、開催しています。また、近隣
の自治会の依頼を受けて病院外での講演会も
実施しています。
■大阪医科薬科大学病院での経験が豊富な医
師を迎えて、チームによる医療安全体制の充実

～急性期から回復・慢性期まで幅広い医療の提供～【大阪医科薬科大学三島南病院】
新しい時代へ　共に育み　チームワークで取り組む地域医療
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淡路

但馬

西播磨　　中播磨
北播磨

東播磨 神戸

阪神北

丹波

阪神南

三島南病院地域講演会（市民向け）

三島南病院の職員

　我が国の医療現場においては、超高齢化と医療資源の偏在が大きな課題となっています。本学は地域
総合医療科学寄附講座を通じて、当該地域への実践的対応としての医師派遣と将来地域医療に携わる
多職種にわたる医療人教育を継続的に行っており、各方面から高く評価されています。
■医師の派遣について

【今後の展望】
地域のニーズに応えながら、多職種における医療支援を行っていきます。

■地域医療に貢献できる多職種の人材育成について

高
知
県

現在、総合診療科の若手医師を２名ずつ派
遣し、高齢化率が高く医療人材が不足してい
る山間地域のジェネラルな医療ニーズに幅広
く応え、地域医療に貢献しています。

兵
庫
県

高齢化率が高く医療人材が不足している中
播磨、西播磨の三病院に対して、総合診療科
のみならず、循環器内科、麻酔科、整形外科
など、各病院のニーズに応じて、週１～２日で
派遣しています。

高
知
県

医学部、薬学部、看護学部の学生、計６名が
高知県本山町と本山町立国保嶺北中央病院
に赴き、超高齢化がすすむ地域の特性や、多
職種が連携して行われる地域医療の実際を
学ぶことを目的に、「多職種連携地域医療実
習」を実施しています。 

兵
庫
県

公立神崎総合病院のスタッフと兵庫県神河
町の地域医療を守る会及び神河町のサポー
トを受け、大阪医科薬科大学の医学生、高槻
高校と東京広尾学園高校及び地元の高校生
の参加を募り、「高校生と医学生のための地
域医療体験」を実施しています。

【今後の展望】
この医療体験を通じて得られるものを地元の地域に還元していきます。

年々深化するへき地医療支援並びに医療連携活動
【地域総合医療科学寄附講座】

に努めています。
■高齢など、自身での通院が困難な透析患者さん
には透析部門及び事務部門が連携して、病院
車で送迎を行うことで医療を受ける機会を損
なわないよう努めています。

　その他に、研修医師、医学生、看護学生等の研
修・実習受入や、中学生の職業体験学習を院内で
実施するなど、人材育成・教育にも取り組んでお
ります。また、UR都市機構が掲げるUR賃貸住宅
の「地域医療福祉拠点化」構想を基に、当院近隣
のUR玉川橋団地を中心とした地域づくりを目指
していく中で、健康相談会などの開催などを通じ
連携を図っていくことで当院とＵＲ賃貸住宅が連
携協定を締結しております。

　これまで地域で永年、培ってきた経験を基に、
今後も時代の変化に対応しながらSDGｓの理念
に沿った大阪医科薬科大学群の一翼を担いつつ
“良質で必要な健康に関わるサービス”の提供を
目指していきたいと考えています。

（＊）レスパイト入院とは、「医療設備の整った病院が、神
経難病患者やがん患者などの要介護者を対象に、医療保
険で短期入院を受け入れる制度のこと」であり、被要介護
者の休息を目的とした社会的入院制度です。

　2025年には団塊の世代が75歳以上となるな
ど高齢化が進み、国の対応として“地域包括ケア
システム”構築を目指す中、地域の医療・福祉の
在り方が変容しつつあります。SDGｓの一つとし
て「目標項目3.8： Universal Health Coverage 
（UHC）の達成」が掲げられています。このUHC
は“全ての人々が良質で必要な健康に関わるサ
ービス（医療・福祉など）を経済的な過度の負担
なしに受けることができる”とWHOでは定義して
います。当院では、地域で進む高齢化への対応と
ともにSDGsの理念を実践していく中で、良質で
必要な医療を提供するために、一般（急性期）病
棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーショ
ン病棟及び療養病棟を設けて病期に応じた医療
をより円滑に提供できる体制を採っています。ま
た、レスパイト入院（＊）を受け入れるなど、多様
な社会のニーズに応えることで地域での当院の
役割を一層、果たせるよう努めています。加えて
地域医療を担う病院として、大阪医科薬科大学
内の各施設および地域の病院・かかりつけ医師
や福祉施設などと連携を図り、患者さん紹介及
び逆紹介を推進し、医療の継続に問題が生じる
ことがないよう円滑に業務を行っています。
　“良質で必要な健康に関わるサービス”の提供
に向けたチーム医療の実践として、
■消化器系、循環器系、糖尿病等に加えて、神経
疾患（脳神経内科）、リウマチ・膠原病内科など
の専門的診察を行うとともに、他の診療科間と
も連携を強化しています。
■大阪医科薬科大学病院リハビリテーション科
医師の協力を得てリハビリテーションの一層
の充実に努めています。
■入院中の患者さんに対する皮膚科的ケア、
口腔ケア、精神科的対応、褥瘡対応などの診療
を大阪医科薬科大学病院の所属医師の協力を
得て実施しています。
■医師を含めた関連職種が協力し糖尿病教室を
月一回、開催して啓発に努めています。
■各部署が協力して地域住民を対象として健康
維持・増進を目的とする様々な内容の講演会
を病院内で月一回、開催しています。また、近隣
の自治会の依頼を受けて病院外での講演会も
実施しています。
■大阪医科薬科大学病院での経験が豊富な医
師を迎えて、チームによる医療安全体制の充実

～急性期から回復・慢性期まで幅広い医療の提供～【大阪医科薬科大学三島南病院】
新しい時代へ　共に育み　チームワークで取り組む地域医療
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看護外来

利用者の居宅へ車や自転車で移動 利用者の居宅で訪問看護サービスを提供

助産師外来

看護外来指導室

　本ステーションは、本来の訪問看護業務に加え
て、大学の附設施設として教育的役割を担ってお
り、大阪府訪問看護実践研修事業である教育ス
テーションとして以下のような活動をしています。
■在宅実習：大阪医科薬科大学看護学部の在宅
　看護実習での看護学教育を実施
■体験研修：病院看護師や入退院支援スタッフ、
地域の介護・福祉等の多職種の方を対象とし
て、病院と在宅の連携、多職種間の連携の重
要性を学ぶ研修を実施

■集合研修：地域の訪問看護の質向上を目的と
した研修、地域の介護職の方に「人生会議」を
テーマに意思決定支援に関する研修を開催

■住民啓発：市内の地域包括支援センターと
協力し、地域住民を対象として「人生会議」な
どをテーマに、「すまいとすまい方」等ご自身で
考える勉強会を開催

■その他：訪問看護サービスについての相談、
介護保険・医療保険制度などについて、行政や
医療機関、住民の方からの電話相談などの相
談事業にも取り組んでいます。

　我が国は少子高齢化、生産世代の減少に伴
い、社会保障制度、医療提供体制が大きく変化し
てきており、現在の医療は病院で治療を完結する
のではなく、病院から在宅へ継続する時代になっ
ています。
　「大阪医科薬科大学訪問看護ステーション」は
2015年1月に開設され、大阪医科薬科大学ケア
プランセンター、大阪医科薬科大学三島南病院
デイケアセンターとともに、地域医療包括セン
ターとして、大阪医科薬科大学病院、大阪医科薬
科大学三島南病院、地域の病院、診療所、クリ
ニックなどの医療機関、介護・福祉事業所、行政
と連携し、病気や障がいを抱えながら在宅療養
生活を続ける方やご家族への支援を通じて、
SDGs目標項目3.「すべての人に健康と福祉を」
の実現に向けて活動しています。
　本ステーションでは、「その人らしく生きる、を
サポートする」を実現するために、これからも、地
域との連携をより深めながら、質の高い訪問看護
の提供と、在宅医療を支える人材の育成を目指
していきます。

　看護部では、専門看護師や認定看護師、助産
師など、その領域に詳しい資格を持った看護職
が看護外来を開設し、療養生活支援を行ってい
ます。現在は、17看護外来を開設し、2019年度
は約3,600件の療養生活支援を行っています。
地域住民の方々が住み慣れた地域で生活するに
は、ますます看護外来の役割が大きくなってきま
す。今後は、院内だけでなく、地域の医療・福祉
サービスとも連携を図り、より充実した看護外来
になるよう発展させていきたいと考えています。

　病気を患うと患者さんとご家族は、病気に伴う
療養生活を送ることになります。その療養生活に
は、病状の管理や、身体的な症状をコントロール
するだけでなく、これまで続けてきた社会活動を
調整したり、治療や療養に関する自己決定をする
ことも含まれます。患者さんやご家族がこのよう
な療養生活を送るには、病いと共に生きていくこ
とを受け止めることが必要になります。また、妊
娠・出産によってもご家族は新たな役割を得た
り、家族関係の再構築が必要になります。しかし、
医師の外来診療では十分な診療時間が確保でき
なかったり、入院期間が短縮している現在の医療
において、このような療養生活支援を十分に行う
ことは難しく、外来での看護師の療養生活支援
が重要になります。

●がんサポート外来

●糖尿病看護外来

●フットケア外来

●在宅酸素療法看護外来

●慢性腎臓病看護外来

●リウマチ看護外来

●心不全看護外来

●脳血管疾患看護外来

●禁煙外来

●ストーマ外来

●リンパ浮腫外来

●メイクセラピー外来

●泌尿器ケア外来

●助産師外来

●ベビーママルーム

●不妊カウンセリング

●周産期ケア外来

～地域のニーズに応える質の高い訪問看護の提供と、在宅医療を支える人材育成を目指して～
【大阪医科薬科大学訪問看護ステーション】

その人らしく生きる、をサポートする 地域での生活を支える看護外来
【病院看護部】
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当院で開設している看護外来
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看護外来

利用者の居宅へ車や自転車で移動 利用者の居宅で訪問看護サービスを提供

助産師外来

看護外来指導室

　本ステーションは、本来の訪問看護業務に加え
て、大学の附設施設として教育的役割を担ってお
り、大阪府訪問看護実践研修事業である教育ス
テーションとして以下のような活動をしています。
■在宅実習：大阪医科薬科大学看護学部の在宅
　看護実習での看護学教育を実施
■体験研修：病院看護師や入退院支援スタッフ、
地域の介護・福祉等の多職種の方を対象とし
て、病院と在宅の連携、多職種間の連携の重
要性を学ぶ研修を実施

■集合研修：地域の訪問看護の質向上を目的と
した研修、地域の介護職の方に「人生会議」を
テーマに意思決定支援に関する研修を開催

■住民啓発：市内の地域包括支援センターと
協力し、地域住民を対象として「人生会議」な
どをテーマに、「すまいとすまい方」等ご自身で
考える勉強会を開催

■その他：訪問看護サービスについての相談、
介護保険・医療保険制度などについて、行政や
医療機関、住民の方からの電話相談などの相
談事業にも取り組んでいます。

　我が国は少子高齢化、生産世代の減少に伴
い、社会保障制度、医療提供体制が大きく変化し
てきており、現在の医療は病院で治療を完結する
のではなく、病院から在宅へ継続する時代になっ
ています。
　「大阪医科薬科大学訪問看護ステーション」は
2015年1月に開設され、大阪医科薬科大学ケア
プランセンター、大阪医科薬科大学三島南病院
デイケアセンターとともに、地域医療包括セン
ターとして、大阪医科薬科大学病院、大阪医科薬
科大学三島南病院、地域の病院、診療所、クリ
ニックなどの医療機関、介護・福祉事業所、行政
と連携し、病気や障がいを抱えながら在宅療養
生活を続ける方やご家族への支援を通じて、
SDGs目標項目3.「すべての人に健康と福祉を」
の実現に向けて活動しています。
　本ステーションでは、「その人らしく生きる、を
サポートする」を実現するために、これからも、地
域との連携をより深めながら、質の高い訪問看護
の提供と、在宅医療を支える人材の育成を目指
していきます。

　看護部では、専門看護師や認定看護師、助産
師など、その領域に詳しい資格を持った看護職
が看護外来を開設し、療養生活支援を行ってい
ます。現在は、17看護外来を開設し、2019年度
は約3,600件の療養生活支援を行っています。
地域住民の方々が住み慣れた地域で生活するに
は、ますます看護外来の役割が大きくなってきま
す。今後は、院内だけでなく、地域の医療・福祉
サービスとも連携を図り、より充実した看護外来
になるよう発展させていきたいと考えています。

　病気を患うと患者さんとご家族は、病気に伴う
療養生活を送ることになります。その療養生活に
は、病状の管理や、身体的な症状をコントロール
するだけでなく、これまで続けてきた社会活動を
調整したり、治療や療養に関する自己決定をする
ことも含まれます。患者さんやご家族がこのよう
な療養生活を送るには、病いと共に生きていくこ
とを受け止めることが必要になります。また、妊
娠・出産によってもご家族は新たな役割を得た
り、家族関係の再構築が必要になります。しかし、
医師の外来診療では十分な診療時間が確保でき
なかったり、入院期間が短縮している現在の医療
において、このような療養生活支援を十分に行う
ことは難しく、外来での看護師の療養生活支援
が重要になります。

●がんサポート外来

●糖尿病看護外来

●フットケア外来

●在宅酸素療法看護外来

●慢性腎臓病看護外来

●リウマチ看護外来

●心不全看護外来

●脳血管疾患看護外来

●禁煙外来

●ストーマ外来

●リンパ浮腫外来

●メイクセラピー外来

●泌尿器ケア外来

●助産師外来

●ベビーママルーム

●不妊カウンセリング

●周産期ケア外来

～地域のニーズに応える質の高い訪問看護の提供と、在宅医療を支える人材育成を目指して～
【大阪医科薬科大学訪問看護ステーション】

その人らしく生きる、をサポートする 地域での生活を支える看護外来
【病院看護部】

46 47

1
SDG

2
SDG

4
SDG

5
SDG

6
SDG

7
SDG

8
SDG

10
SDG

11
SDG

12
SDG

13
SDG

14
SDG

15
SDG

16
SDG

3
SDG

9
SDG

17
SDG

1
SDG

2
SDG

4
SDG

5
SDG

6
SDG

7
SDG

8
SDG

10
SDG

11
SDG

12
SDG

13
SDG

14
SDG

15
SDG

16
SDG

3
SDG

9
SDG

17
SDG

当院で開設している看護外来
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■高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等の
　導入
　高難度の医療技術や新規医薬品の導入にあ
たっては、医療機関として十分な安全管理体制を
確保することが求められます。QI管理室では、各
診療科と密に連携を図りながら、これらを安全に
導入出来るよう支援しています。

■医療の質に関する指標の活用
　安心して受診していただくために、医療の質に
関する指標をまとめ、ホームページで公表してい
ます。当院では、2019年度から、日本病院会が主
催する「QIプロジェクト」に参加しています。QIプ
ロジェクトは、「自院の診療の質を知り、経時的に
改善する」ことを目的とし、医療の質を測定、評
価、公表するための指標を示すことにより、各病
院が自律的に運営管理できるようにするため、厚
生労働省が始めた事業です。QI管理室では、各
診療科・部門に対し、それらの指標を活用した医
療安全や医療の質の改善活動を精力的に働きか
けています。

■医療安全月間
　当院では、毎年、2月を医療安全月間と定め、全
職員が一丸となって患者安全を第一に考え、より
安全で安心な医療の提供と医療事故の再発防
止ができるよう取り組んでいます。各部署で、安
全な医療を提供するために必要とする業務改善
や業務整理は何かを話し合い、取り組みのテー
マとし、まとめたものを毎年2月に開催する医療
安全研修会で発表しています（ポスター展示）。

　安心して質の高い医療を受けていただけるよ
う、院内の医療安全管理体制を整えるのが医療
総合管理部の使命です。そのため、2019年4月
に病院の組織改編が行われ、医療安全推進室、
QI（クオリティ・インディケーター）管理室、診療
情報管理室、感染対策室の4つの室から構成さ
れる「医療総合管理部」が設置されました。本項
では、医療安全および医療の質管理部門である
医療安全推進室、QI管理室および診療情報管理
室の活動についてご紹介します。

■医療安全推進室の取り組み
　特定機能病院である当院には、より高度な医
療安全管理体制の確保が求められています。医
療安全推進室では、QI管理室と連携し、院内で
発生するヒヤリ･ハット事例やインシデント・アク
シデント等の報告を集計・分析し、コミュニケー
ション・エラー低減の取り組み等、医療ミスを防
止する活動を展開しています。また、患者さんを
中心に、各専門職種がコミュニケーションを取
り、診療のゴールに向けて最善を尽くす『チーム
医療の実践』に取り組んでいます。

■インフォームド・コンセント
　医療安全推進室とQI管理室では、診療情報管
理室と協同で、インフォームド・コンセント（説明
と同意、IC）の適切な実施に向けた取り組みを推
進しています。
　『チーム医療の実践』には、患者さんがこれか
ら受ける治療内容について、分かりやすい説明が
不可欠です。ICの内容について、患者さんがきち
んと理解されているかをチェックするなど、適切
なICに関する活動を積極的に行っています。

医療安全活動を通じて果たす「社会的責任」
【医療総合管理部－医療安全管理部門－医療の質管理部門】

出生前検査・診断を受ける妊婦と家族への継続支援
～クローズアップされる出生前検査・診断～【病院看護部】

看護専門看護師（リエゾンナース）が担当するこ
とになりました。その外来では、児を亡くした辛さ
だけでなく、児に何らかの問題が判明してからの
意思決定に対する後悔（十分に考えることができ
なかった等）が語られました。また、児をなくした
からではなく、出生前検査・診断の時点での関わ
りが必要だと感じ、「胎児ハイリスク外来」で医師
の診察に同席しました。この外来では、母親は出
生前検査・診断を受けたことが命の選別をしてし
まったという強い罪責感を持っており、結果にか
かわらず出生前検査・診断がトラウマといえるほ
どの体験になっているようです。このような母親を
孤立させないような伴走者としてのケアが必要
だと考え、妊娠中だけでなく、出産後、そして次の
妊娠に至るまでの継続的な「家族計画」に対する
ケアと支援を多職種で連携しています。

■出生前検査・診断を受ける母親とご家族への
　継続支援のさらなる発展を目指して
　このような活動を行う中で、今後ますます発展
することが予測される出生前検査・診断が、当事
者である妊婦・胎児に苦痛とならないようなケア
を確立していく必要があると考えます。病院看護
部が取り組む本活動が今後、さらなる社会貢献
に繋がることを目指しています。
 

　近年、女性の社会進出に伴い晩婚化、晩産化
となっていること、また、生殖医療や超音波検査
をはじめとした検査技術の向上、ゲノム解析技術
の発展によって、出生前検査・診断への関心が高
まっています。特に、母体血を用いた無侵襲的出
生前遺伝学的検査（Non-invasive prenatal 
genetic testing：NIPT）が、2013年4月に臨
床研究として開始されたことは、妊婦にとって出
生前検査・診断がより身近になったと言えます。
出生前検査・診断は、児に何らかの問題が判明し
た場合、治療・ケアの準備ができるという側面も
ありますが、限りある時間の中で次々と意思決定
が求められることになり、妊娠22週未満であれ
ば人工妊娠中絶の選択を考えるという苦痛を伴
う面など、様々な側面があります。

■当院における出生前検査・診断とリエゾン精神
　看護専門看護師の連携
　当院の産科は、地域周産期母子医療センター
としての役割を担っており、また、出生前ベビー
ドックを実施していることから、児に何らかの問
題が生じている可能性がある妊婦に対して、さら
なる検査（羊水検査等）を行うなどの管理を行っ
ています。児の状態によって、流死産・早期新生児
死亡、あるいは人工妊娠中絶の選択をすることに
なり、母親にとっては、非常に辛い体験になりま
す。まずは産科医の希望でこのような体験をした
母親や家族のための外来を開設し、リエゾン精神

『FRaU（フラウ）』公式WEBサイト NHKハートネットTV
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導入出来るよう支援しています。
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　安心して受診していただくために、医療の質に
関する指標をまとめ、ホームページで公表してい
ます。当院では、2019年度から、日本病院会が主
催する「QIプロジェクト」に参加しています。QIプ
ロジェクトは、「自院の診療の質を知り、経時的に
改善する」ことを目的とし、医療の質を測定、評
価、公表するための指標を示すことにより、各病
院が自律的に運営管理できるようにするため、厚
生労働省が始めた事業です。QI管理室では、各
診療科・部門に対し、それらの指標を活用した医
療安全や医療の質の改善活動を精力的に働きか
けています。
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医療安全推進室、QI管理室および診療情報管理
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療安全管理体制の確保が求められています。医
療安全推進室では、QI管理室と連携し、院内で
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　看護専門看護師の連携
　当院の産科は、地域周産期母子医療センター
としての役割を担っており、また、出生前ベビー
ドックを実施していることから、児に何らかの問
題が生じている可能性がある妊婦に対して、さら
なる検査（羊水検査等）を行うなどの管理を行っ
ています。児の状態によって、流死産・早期新生児
死亡、あるいは人工妊娠中絶の選択をすることに
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感染症が集団発生した場合のサポートだけでな

く、各病院における耐性菌、抗菌薬使用量、手指消

毒剤や個人防護具の使用量を調査し、それらの結

果を病院名は伏せてフィードバックしながら地域

全体の感染対策のレベルアップに努めています。

　現代社会では、高度耐性菌が市中から病院内

に持ち込まれる時代が始まり、従来の細菌学的

検査法の限界がきています。そこでネットワーク

内で検出された高度耐性菌の遺伝子学的な検討

を実施し、所轄保健所と連携し対応を行っていま

す。国の策定したAMR（薬剤耐性菌対策）アク

ションプランでもこのような地域連携が必要と示

され、先進的な取り組みであると感染対策関連

の学会等でも評価されています。

　感染対策室は、院内では適正な手洗いや個人

防護具の使用、適正な検査や抗生物質の適正使

用など感染対策に関する情報を講習会や各種広

報手段を用いて周知するとともに、室員が現場に

行き、具体的なアドバイスを行うことなどにより

院内感染の拡大防止に努めています。抗菌薬の

使用量、検査件数、消毒用アルコールの使用量、

耐性菌検出数や感染症の発症数などを調査し、

その結果を次の対策に活かしています。また地域

との関係を重視し、大阪府三島医療圏のほとんど

の病院と「北摂四医師会感染対策ネットワーク」

を組織し、率先垂範して私立医科大学協会や行

政からの感染関連情報を伝達するとともに、相互

評価や情報交換を行い、知識や資源の不足しが

ちな中小病院への啓発や指導を行っています。

■感染対策に係るクライシスマネジメントと将来の
　不測の事態に備えるリスクマネジメントについて
　-新型コロナウイルス感染症（COVID-19）へ
　の対応-

　2009年のインフルエンザの世界的大流行後

に、中核市の高槻市では新型インフルエンザ対

策特別措置法に基づく行動計画を策定し、新型

インフルエンザ対策として帰国者・接触者外来の

開設依頼を主要医療機関に行いました。また

2019年には将来の新型インフルエンザの発生

に備えて高槻市保健所と合同で新型インフルエ

ンザ患者対応の机上シミュレーションを実施し、

将来のパンデミックに備えた体制作りを行ってい

ました。2020年、新型コロナウイルス感染症の

世界的流行が発生しましたが、三島医療圏にお

いては速やかに複数の帰国者・接触者外来が開

設され、円滑にPCR検査が実施され、高く評価さ

れています。

　学校法人大阪医科薬科大学においては、いち

早く新型コロナウイルス感染症対応本部を設置

し、内外の情報共有体制を採り、大学では学長が

「新型コロナウイルス感染拡大に伴う本学の基本

方針」を定期的に発信し、大阪医科薬科大学病

院では病院長を本部長とした「新型コロナウイル

ス感染症対策本部会議」を立ち上げ、院内感染の

発生なく第一波への対応を行うことができまし

た。臨床面では特定機能病院としての高度医療

を行いながら、行政の要請に従い、対応するとい

う難しい舵取りが求められました。

　具体的には院内PCR検査の実施、ホテル療養

施設への職員の派遣、外来および入院対応で

の院内感染の予防、COVID-19の感染者や対

応する医療者に対する精神的ストレスに適切に

対応する体制作りなどを行い、その内容は「コロ

ナに負けるな！-OneTeam-」としてビデオメッ

セージにまとめホームページに公表しました（写

真参照）。また仁泉会ニュースへの緊急寄稿、

NHKや民放各局での出演や地域の医療機関で

の講演などの教育、啓発活動も行いました。現在

では大阪府での医療機関の役割分担に従って協

力しています。

　今後はCOVID-19感染の直接的リスクに加え

罹患後のADLの低下などの感染症関連リスク

やCOVID-19対策による弊害を考慮しながら

COVID-19への対応を行っていきます。

地域コミュニティとの連携による感染対策の実践
【医療総合管理部－感染対策室】

https://www.osaka-med.ac.jp/covid-19.html
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ボランティア活動と地域連携活動
～“ふれあい”グループのボランティア活動～【大阪医科薬科大学病院】

多数傷病者受け入れ訓練（写真1） ＤＭＡＴカー（2020年2月導入）（写真３）

三島救命救急センターとの合同防災訓練（写真２） 災害対策委員とＤＭＡＴ隊員（写真４）

コミュニティへの参画
ボランティア活動と地域連携活動
～“ふれあい”グループのボランティア活動～【大阪医科薬科大学病院】

地域還元災害医療支援活動について
【災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）】

れ、病院内の活動や、転院支援を行うように大阪

府から要請を受けており、準備をしています。

　2020年2月には、大阪府救急搬送患者受入

促進事業費補助金により、DMATカーを導入し

ました。長距離の移動が可能となるよう前向き座

席を5席確保し、被災地で情報取集を行うための

電気機器類の使用環境を備えています。災害が

発生すれば、救急車と共に出動し、幅広い医療活

動を行えるようになりました（写真３）。

　このように当院の災害対策委員会および

DMATチームが中心となり、経験と機器の整備

を積み重ねながら、あらゆる災害に立ち向かえる

病院を目指しています（写真４）。

　災害拠点病院である当院は、地震などの災害

時に、近隣の病院から多数の傷病者を受け入れ

て、診療する使命があります。ライフラインが破綻

するなか、どの程度の診療ができるか等、把握す

るために、毎年訓練を通じて検討をしています

（写真１）。また、当院のDMAT （Disaster Medical 

Assistance Team）は、同じ三島医療圏域であ

る三島救命救急センターと定期的に合同訓練を

行い（写真2）、地震・津波だけではなく、最近多く

発生する水害に対してもシミュレーションを行っ

ています。

　さらには新型コロナウイルス感染についても、

医療機関で集団感染が発生した場合、「大阪府

院内感染対策支援チーム」にDMATも組み込ま

明るくまた爽やかにしています。また例年夏休み

には、将来、医師、薬剤師、看護師を目指す学生

たちを学生ボランティアとして受け入れて、学生

の皆さんが自己理解の実現や実社会に接するこ

とで他者への理解を深めるなど、本法人のボラン

ティア活動が「学び」の場として社会・教育活動の

役割も果たしています。

　ボランティア活動はニーズが基本です。患者さ

ん、ご家族の支援者として、患者さんをケアする

チームの一員として、病院の良き理解者・協力者

として、医療者とは別の観点からサービスを提案

します。

　大阪医科薬科大学病院では幅広く地域に医療

を提供するだけでなく、ボランティア活動を通し

て高度に専門分化された大学病院の中で、患者

さん、ご家族の皆さんにとって良き理解者・協力

者として医療者とは異なる立場で「ヒューマン

サービス」に取り組んでいます。2008年11月に

活動を開始して、12年が経過し、現在登録者数

70名、月延べ200人以上の方々が活動されてい

ます。病院の中で、初診案内・患者さん誘導、患者

さん図書コーナーの維持、病棟での車イス空気

圧点検、小児病棟での絵本の朗読、縫製作業、グ

リーン植栽の維持など10種類以上の役割を担っ

ています。ボランティア活動は温かさと癒し、安ら

ぎのある空間を作り出すことで、病院の雰囲気を
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に、国際ロータリー第2660地区のインターア

クトクラブ（青少年による国際ボランティア団体）

に加盟し、活動の範囲が広がっています。

　そのほか、大阪医科薬科大学病院（初診案内・

誘導）、大阪マラソン（沿道整理等）などでの活動

に積極的に参加し、主体性と協働意識、他者尊

重と社会貢献の精神を学んでいます。他のメン

バーとともにより良い社会づくりや地球の未来に

ついて考えを交換しながら、一歩ずつ行動に移す

ことで、社会の一員としての自覚と責任が芽生

え、視野が広がり、将来設計のヒントを得ること

ができています。

　東日本大震災をきっかけにボランティア活動に

対する関心が高まり、2012年夏には生徒有志他

総勢38名がボランティア活動を含む東北研修に

赴きました。この流れを受けて、生徒の活動の場と

してボランティア委員会が組織されています。企画

立案から募集、実施、振り返りまでの一連を生徒

主体で行い、多くの生徒が登録しています。

　ボランティア委員会は、日本赤十字社青少年

赤十字の加盟校として他校と交流をしながら、ク

リーンキャンペーン、あしなが学生募金、献血呼

びかけなどの活動を行っています。また、2015年

10月2日付で、高槻ロータリークラブの支援の下

生徒主体のボランティア活動
【高等学校・中学校】

薬用植物園を通じた地域住民との交流
【薬学部】

大阪マラソンでのボランティア活動（給水所）

薬用植物園 薬用植物園温室

薬用植物園入口 薬用植物園案内板

　本学学生や教職員は自由に本園を見学するこ

とができますが、学外の見学希望者に対しては、

学園祭時に漢法医学研究部が中心となって開催

する見学会の他、毎月第3土曜日（8月及び12月

～3月を除く）の10時から教員及び植物園のス

タッフが対応する見学会を開催しています。また、

春と秋に開催している市民講座開講時において

も、参加者に対して同園を解放しています。最近で

は住宅地などで目にする機会が大変少なくなって

いる薬草類を通じて地域交流を図っており、持続

可能なパートナーシップを維持しています。

　大阪医科薬科大学「薬用植物園」は阿武山

キャンパスの東端に設置されており、授業に利

用する他、薬剤師の研修、学生や市民の見学に

供しています。敷地面積は4,995㎡で、約300

種の重要薬用植物を含む、800種を超える植物

が丹念に育てられ、植物名、利用部位、生薬名、

薬効、主な漢方製剤名、成分名などが記載され

たラベルとともに展示されています。また、重要

薬用植物の遺伝資源の維持とともに、漢方薬の

原料となる生薬の国内生産に向けた栽培研究

も進めています。
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する見学会の他、毎月第3土曜日（8月及び12月

～3月を除く）の10時から教員及び植物園のス

タッフが対応する見学会を開催しています。また、

春と秋に開催している市民講座開講時において

も、参加者に対して同園を解放しています。最近で

は住宅地などで目にする機会が大変少なくなって

いる薬草類を通じて地域交流を図っており、持続

可能なパートナーシップを維持しています。

　大阪医科薬科大学「薬用植物園」は阿武山

キャンパスの東端に設置されており、授業に利

用する他、薬剤師の研修、学生や市民の見学に

供しています。敷地面積は4,995㎡で、約300

種の重要薬用植物を含む、800種を超える植物

が丹念に育てられ、植物名、利用部位、生薬名、

薬効、主な漢方製剤名、成分名などが記載され

たラベルとともに展示されています。また、重要

薬用植物の遺伝資源の維持とともに、漢方薬の

原料となる生薬の国内生産に向けた栽培研究
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高槻市役所提供:マスコット“はにたん”と高槻市域写真～JR高槻駅付近から大阪方面を望む～

■2019年度の歴史資料館の活動

・eo光チャンネル「クイズ関西検定」配信（5月）

・広報たかつき「たかつきDAYS」掲載（7月）

・コープこうべ「ステーション」掲載（7月）

・中国・温州医科大学学生見学（7月、25名）

・夏休みこども大学開催（8月、20名）

・かんさい・大学ミュージアムネットワーク

　「スタンプラリー」開始（9月）

・（株）自然総研「TOYRO BUSINESS」掲載（9月）

・近畿文化会「近畿文化」掲載（9月）

　安全で誰もが容易に利用できる公共の広場や

建物を、地域住民に提供することは、住み続けら

れる街づくりの支援につながります。本法人で

は、大阪医科薬科大学や大学病院の周辺に、憩

いの広場（四方広場）や公園・花壇を作り、誰もが

安全で自由に親しめる公共の場として提供して

います。

　また、著名な設計者、ウィリアム・メレル・ヴォー

リズにより建築され、高槻市で初めて国の有形文

化財に登録された「大阪医科薬科大学・歴史資

料館」を文化交流の場として公開し、広く地域住

民の方々に提供しています。

■ケアアシスタント制度

■本法人の「雇用の創出への貢献（2019年度実績）」

　１．勤務する総職員数（含む非常勤職員）：4,236名（内、高槻在住1,730名）　　

　２．正規教職員の新規雇用：261名

　３．非正規職員の正規職員への登用実績：契約職員/準職員への登用 48名　正職員への登用 8名

　４．障がい者の雇用実績：55.5名（2.39％＞基準値2.2％）

　５．高齢者の雇用実績（65歳以上）：58名

■本法人の「所得の創出への貢献（2019年度実績）」

　１．高槻市に営業拠点を置く取引業者との取引額：10億円以上/100社

　２．本法人職員が高槻市へ支払う住民税の総額：約4億2千万円 

■本法人が設置する教育機関で学ぶ学生・生徒数（2019年度実績）

　１．大阪医科薬科大学学生数（大学及び大学院） ：3,104名

　２．高槻中学校・高等学校生徒数：1,565名歴史資料館 憩いの広場（四方広場）

中央手術棟花壇

住み続けられる街づくりのために！ 私たちにできること
【法人】

に対する高い満足度は、「街の便利さ」や「福祉の

充実」などに加えて、本法人が寄与する「安心と

健康を守る医療の実現」、「雇用、所得の創出」、

「質の高い中等・高等教育機関の設置」などが街

のブランド価値向上に好影響をもたらしている

と考えられます。本章では幾つかの実績をご紹

介します。

　大阪市と京都市のほぼ中間に位置する高槻市

は、人口約35万人（2020年3月現在）で、近年は

JR高槻駅に「関空特急はるか」が停車し、新名神

高速道路高槻インターが開設されるなど、住環

境に恵まれた関西屈指の人気都市の一つで、「街

の住みここちランキング2019（大東建託）」では、

関西地区7位となっています。 「今、住んでいる街」

～雇用、所得の創出と優秀な学生・生徒が学ぶ街～【法人】
本法人が地域コミュニティにおいて果たす役割
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　安全で誰もが容易に利用できる公共の広場や
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充実」などに加えて、本法人が寄与する「安心と

健康を守る医療の実現」、「雇用、所得の創出」、

「質の高い中等・高等教育機関の設置」などが街

のブランド価値向上に好影響をもたらしている

と考えられます。本章では幾つかの実績をご紹

介します。

　大阪市と京都市のほぼ中間に位置する高槻市

は、人口約35万人（2020年3月現在）で、近年は

JR高槻駅に「関空特急はるか」が停車し、新名神

高速道路高槻インターが開設されるなど、住環

境に恵まれた関西屈指の人気都市の一つで、「街
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～雇用、所得の創出と優秀な学生・生徒が学ぶ街～【法人】
本法人が地域コミュニティにおいて果たす役割

56 57

1
SDG

2
SDG

4
SDG

5
SDG

6
SDG

7
SDG

8
SDG

10
SDG

11
SDG

12
SDG

13
SDG

14
SDG

15
SDG

16
SDG

3
SDG

9
SDG

17
SDG

1
SDG

2
SDG

4
SDG

5
SDG

6
SDG

7
SDG

8
SDG

10
SDG

11
SDG

12
SDG

13
SDG

14
SDG

15
SDG

16
SDG

3
SDG

9
SDG

17
SDG

大阪医科薬科大学様 _サステナビリティA4_2021



■政府・官公庁等との連携
　▶裁判所からの専門医の意見書等の依頼に対し
　　公的な立場での書類の作成と提出
　▶警察等からの照会に対する書類の作成と提出
　▶保健所、市町村等からの健（検）診等の医師派遣依頼に対する協力
　▶各種公共機関からの調査、アンケートに対する協力

■大阪府・大阪市との連携
　▶大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業
　　指定医療機関としての患者さんの受け入れ
　▶都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会への参加
　▶大阪府がん診療連携協議会への参加
　▶大阪府の眼科、耳鼻咽喉科（土曜・休日）
　　二次後送病院ローテーションへの協力
　▶大阪府周産期緊急医療体制等強化事業への協力
　▶大阪府三島保健医療協議会への参加
　▶近畿管内特定機能病院連絡会議への参加
　▶指定通院医療機関等連絡会に参加
　▶大阪府難病診療連携拠点病院連絡会議への参加
　▶大阪府肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会への参加

■三島圏・高槻市との連携
　▶三島圏域リハビリテーション病院連絡会に参加
　▶三島医療圏がん診療ネットワーク協議会の開催
　▶三島圏域がん研究会の開催
　▶高槻市医師会主催の地域連携
　　クリティカルパス運営委員会に参加
　▶各医療機関に医師を派遣し、
　　地域の医療体制の維持に貢献
　▶高槻市保健所とインフルエンザ対策連絡会を設置
　▶高槻市から身体障害者福祉法による医師の指定
　▶高槻市保健所と結核に関する協力
　▶高槻市保健所及び地域の保健所との
　　各種調整会議の開催
　▶高槻市保健所及び地域の保健所との病原体譲渡の協力
　▶枚方市及び市立ひらかた病院への協力
　▶三島圏域難病医療ネットワーク会議の開催
　▶帰国者・接触者外来の設置

▶日本医師会生涯教育講座「病院実習」の実施
▶医療安全・感染対策として各種公共機関や医療機関が
　主催するセミナー等で本院での取り組み等の講演を実
　施し、参加医療機関に情報を提供
▶

▶

医療安全・感染対策として、各医療機関に視察・監査を
　行い、各施設の医療安全感染に関する医療水準を維持
　各種疾患に関する市民公開セミナーの開催

▶各部門は様々な職種の研修機関として認定されており、
　様々な大学・専門学校等から実習生を受け入れ育成
▶各診療科では、様々な専門医の研修機関として認定さ
　れており、多くの専門医を各医療機関に輩出すること
　を通じ、地域医療水準の底上げに寄与　　
▶各医療機関に医師を派遣し、
▶MC協議会への参画
▶特定行為研修の実施

地域の医療体制の維持に貢献

▶各種不在者投票の便宜に配慮
▶院内コンサートを開催し癒しの場を提供
▶救急病院を告示し、地域住民に安心して
　救急医療が受けられる取り組みの実践
▶災害拠点病院として災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を
　擁し派遣に向けて研修会に参加し、災害発生時の
　患者さん受け入れが対応できる災害訓練を実施
▶高槻市火災予防協会員として地域の防災活動に参加
▶大阪府赤十字血液センターと協力し毎年団体献血を実施
▶大阪府広域災害・救急医療情報システム ▶難病診療連携拠点病院として、難病に関する相談、

診療、調査、医療従事者向け研修会の開催等を実施
▶肝疾患診療連携拠点病院として、肝疾患に関する相談、
診療、調査、市民公開セミナーの開催等を実施

「エリア災害登録」入力訓練に参加

▶高槻市児童虐待等防止連絡会議への参画
▶高槻・島本災害医療対策会議に参加
▶各種医療制度の患者さんを受け入れ、患者さんが医療費
　に憂慮なく受診できる配慮
▶大阪府受入困難事案患者受入医療機関支援の実施
▶臓器移植施設としての対応
▶骨髄バンク施設としての対応
▶地域がん診療連携拠点病院(高度型)として各種がん
　に関する、診療、調査、研修、情報発信等を実施

地域の中核拠点としてのサービスや支援活動等

地方公共団体や公共機関等との医療連携活動

教育・啓発活動等
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          開催日 参加者数                                               演題                                          講師

  テーマ：子どもを健常な大人へ育てる地域社会のために

2019年6月1日（土）
 

90名
 ～小児科医療、子育て・孫育て、防災の観点から考える～ ①NPO法人孫育て・ニッポン理事長　棒田 明子

  演題①ピンチはチャンス　子、孫、親の命をどう守る？ ②阿武山こどもクリニック内分泌担当医　小西 和孝

  演題②子どもを健常な大人へ育てるために～小児医療の場で思うこと～

  医師：かゆみ疾患治療新時代～アトピー性皮膚炎と蕁麻疹を中心に～ 皮膚科学教室　医師　谷崎 英昭(講師)
2019年6月15日(土) 38名 薬剤師：深く知ろう！～アトピー性皮膚炎のお薬～ 病院薬剤部　薬剤師　片岡 佑太

  看護師：かゆみとの上手なつきあい方 病院看護部　看護師　赤松 志麻

  医師：うちの子、もしかして学習障害？～でも、学習障害って何だろう？ 小児科学教室　医師　福井 美保

2019年7月6日(土) 43名
 薬剤師：学習障害を持つお子さんが薬剤を使用する際の注意点 （小児高次脳機能研究所特別職務担当教員（助教））

  看護師：ボク、こんなふうに考えているよ 病院薬剤部　薬剤師　阪口 久美子

  　　　  学習する力を出し切れない子どもたちの思い、のぞいてみましょう。 病院看護部　護師　水島 道代

   ①薬学部准教授（特任）銭田 晃一
   ②薬学部教授　戸塚 裕一
   ③薬学部教授　岩永 一範
2019年8月3日（土） 19名 「夏休み子ども大学薬剤師さんに変身！　～こども薬剤師体験～」 ④薬学部教授（特任）　金 美惠子

   ⑤薬学部准教授　加藤 隆児

   ⑥薬学部講師　内田 まやこ

   ⑦薬学部助教　羽田 理恵

  
テーマ：目を大切に！子どもから大人まで－身近な眼の病気とお薬について－

 ①高槻赤十字病院眼科部長　植木 麻理

2019年9月14日（土） 301名
 

演題①全身疾患と眼～目は体の鏡です～
 ②参天製薬株式会社研究開発本部

  
演題②目薬を正しく使って健やかな瞳に

 製品研究統括部　分析・合成化学グループグループマネージャー 　

   池井 辰夫

  医師：進化する心臓弁膜症手術：弁置換・弁形成・カテーテル手術（TAVI） 胸部外科学教室　医師　小澤 英樹(講師（准））
2019年9月21日(土) 90名 薬剤師：心臓の病気に使う抗凝固薬のお話 病院薬剤部　薬剤師　外山 詩栞

  看護師：弁膜症手術後の日常生活のポイント 病院看護部　看護師　生田 美穂

   ①口腔外科学教室　医師　後藤 昌弘

2019年11月16日(土)
  医師①：令和時代のがん化学療法 （化学療法センター（准教授））

※高槻市民いきいき 248名
 医師②：がん治療とお口のケア ②静岡県立静岡県がんセンター　医師　百合草 健圭志

　健康講座と併催  薬剤師：お口が痛いときのお薬の工夫 （歯科口腔外科部長）

  看護師：抗がん薬治療の口腔ケア 病院薬剤部　薬剤師　樋口 沙織

   病院看護部　看護師　菊尾 雅子

  
医師：人生100年時代に備えた心臓リハビリテーション

 リハビリテーション医学教室　医師　土井 あかね（助教）

2019年12月21日(土) 61名
 

薬剤師：心臓の機能を維持するお薬の話
 　　　　　　　　　　　　　       　原田 知佳（理学療法士）

  
看護師：心臓リハビリテーションを受ける方の日常生活について

 病院薬剤部　薬剤師　勝部 桃代

   病院看護部　看護師　兒島 理沙

  医師：進化する乳がん治療－増え続ける乳がんに挑む－ 一般・消化器外学教室　医師　岩本 充彦

2020年2月15日(土) 111名
 薬剤師：乳がんの薬物療法について （乳腺・内分泌外科学寄附講座　特別任命教員教授）

  看護師：知っておこう、乳がんのこと 病院薬剤部　薬剤師　宮路 友里恵

             ～普段の生活で注意したいこと～ 病院看護部　看護師　上田 育子

　本法人が実施した公開講座や地域講演会等は、1年間で65回以上開催され、参加者数は約6,000名（P43、LDセンターの研修会・講
演会を含む）に上ります。講座等の内容は、教育・研究・医療/診療活動など多岐にわたっており、実施後のアンケート結果では高い満足度が
示されています。集計結果やコメントは分析され、今後の活動に活かしています。

          開催日 参加者数                                               演題                                          講師

2019年6月27日（木） 30名 認知症について 病院長　木村 文治

2019年7月25日（木） 25名 熱中症対策について 副院長　瀧井 道明

2019年9月26日（木） 30名 リハビリ体操 リハビリテーション科主任　木部 寛史

2019年10月24日（木） 15名 お薬の飲み方 薬剤科薬剤師　山下 達也

2019年11月28日(木) 30名 特殊詐欺について 大阪府高槻警察署　生活安全課防犯係警部補　村上 敬

2019年12月26日（木） 15名 インフルエンザ予防について 感染対策室　看護師（師長）　小原 ゆみ子

【公開講座（主催：大阪医科薬科大学）】

【地域講演会（主催：大阪医科薬科大学三島南病院）】
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■政府・官公庁等との連携
　▶裁判所からの専門医の意見書等の依頼に対し
　　公的な立場での書類の作成と提出
　▶警察等からの照会に対する書類の作成と提出
　▶保健所、市町村等からの健（検）診等の医師派遣依頼に対する協力
　▶各種公共機関からの調査、アンケートに対する協力

■大阪府・大阪市との連携
　▶大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業
　　指定医療機関としての患者さんの受け入れ
　▶都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会への参加
　▶大阪府がん診療連携協議会への参加
　▶大阪府の眼科、耳鼻咽喉科（土曜・休日）
　　二次後送病院ローテーションへの協力
　▶大阪府周産期緊急医療体制等強化事業への協力
　▶大阪府三島保健医療協議会への参加
　▶近畿管内特定機能病院連絡会議への参加
　▶指定通院医療機関等連絡会に参加
　▶大阪府難病診療連携拠点病院連絡会議への参加
　▶大阪府肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会への参加

■三島圏・高槻市との連携
　▶三島圏域リハビリテーション病院連絡会に参加
　▶三島医療圏がん診療ネットワーク協議会の開催
　▶三島圏域がん研究会の開催
　▶高槻市医師会主催の地域連携
　　クリティカルパス運営委員会に参加
　▶各医療機関に医師を派遣し、
　　地域の医療体制の維持に貢献
　▶高槻市保健所とインフルエンザ対策連絡会を設置
　▶高槻市から身体障害者福祉法による医師の指定
　▶高槻市保健所と結核に関する協力
　▶高槻市保健所及び地域の保健所との
　　各種調整会議の開催
　▶高槻市保健所及び地域の保健所との病原体譲渡の協力
　▶枚方市及び市立ひらかた病院への協力
　▶三島圏域難病医療ネットワーク会議の開催
　▶帰国者・接触者外来の設置

▶日本医師会生涯教育講座「病院実習」の実施
▶医療安全・感染対策として各種公共機関や医療機関が
　主催するセミナー等で本院での取り組み等の講演を実
　施し、参加医療機関に情報を提供
▶

▶

医療安全・感染対策として、各医療機関に視察・監査を
　行い、各施設の医療安全感染に関する医療水準を維持
　各種疾患に関する市民公開セミナーの開催

▶各部門は様々な職種の研修機関として認定されており、
　様々な大学・専門学校等から実習生を受け入れ育成
▶各診療科では、様々な専門医の研修機関として認定さ
　れており、多くの専門医を各医療機関に輩出すること
　を通じ、地域医療水準の底上げに寄与　　
▶各医療機関に医師を派遣し、
▶MC協議会への参画
▶特定行為研修の実施

地域の医療体制の維持に貢献

▶各種不在者投票の便宜に配慮
▶院内コンサートを開催し癒しの場を提供
▶救急病院を告示し、地域住民に安心して
　救急医療が受けられる取り組みの実践
▶災害拠点病院として災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を
　擁し派遣に向けて研修会に参加し、災害発生時の
　患者さん受け入れが対応できる災害訓練を実施
▶高槻市火災予防協会員として地域の防災活動に参加
▶大阪府赤十字血液センターと協力し毎年団体献血を実施
▶大阪府広域災害・救急医療情報システム ▶難病診療連携拠点病院として、難病に関する相談、

診療、調査、医療従事者向け研修会の開催等を実施
▶肝疾患診療連携拠点病院として、肝疾患に関する相談、
診療、調査、市民公開セミナーの開催等を実施

「エリア災害登録」入力訓練に参加

▶高槻市児童虐待等防止連絡会議への参画
▶高槻・島本災害医療対策会議に参加
▶各種医療制度の患者さんを受け入れ、患者さんが医療費
　に憂慮なく受診できる配慮
▶大阪府受入困難事案患者受入医療機関支援の実施
▶臓器移植施設としての対応
▶骨髄バンク施設としての対応
▶地域がん診療連携拠点病院(高度型)として各種がん
　に関する、診療、調査、研修、情報発信等を実施

地域の中核拠点としてのサービスや支援活動等

地方公共団体や公共機関等との医療連携活動

教育・啓発活動等
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          開催日 参加者数                                               演題                                          講師

  テーマ：子どもを健常な大人へ育てる地域社会のために

2019年6月1日（土）
 

90名
 ～小児科医療、子育て・孫育て、防災の観点から考える～ ①NPO法人孫育て・ニッポン理事長　棒田 明子

  演題①ピンチはチャンス　子、孫、親の命をどう守る？ ②阿武山こどもクリニック内分泌担当医　小西 和孝

  演題②子どもを健常な大人へ育てるために～小児医療の場で思うこと～

  医師：かゆみ疾患治療新時代～アトピー性皮膚炎と蕁麻疹を中心に～ 皮膚科学教室　医師　谷崎 英昭(講師)
2019年6月15日(土) 38名 薬剤師：深く知ろう！～アトピー性皮膚炎のお薬～ 病院薬剤部　薬剤師　片岡 佑太

  看護師：かゆみとの上手なつきあい方 病院看護部　看護師　赤松 志麻

  医師：うちの子、もしかして学習障害？～でも、学習障害って何だろう？ 小児科学教室　医師　福井 美保

2019年7月6日(土) 43名
 薬剤師：学習障害を持つお子さんが薬剤を使用する際の注意点 （小児高次脳機能研究所特別職務担当教員（助教））

  看護師：ボク、こんなふうに考えているよ 病院薬剤部　薬剤師　阪口 久美子

  　　　  学習する力を出し切れない子どもたちの思い、のぞいてみましょう。 病院看護部　護師　水島 道代

   ①薬学部准教授（特任）銭田 晃一
   ②薬学部教授　戸塚 裕一
   ③薬学部教授　岩永 一範
2019年8月3日（土） 19名 「夏休み子ども大学薬剤師さんに変身！　～こども薬剤師体験～」 ④薬学部教授（特任）　金 美惠子

   ⑤薬学部准教授　加藤 隆児

   ⑥薬学部講師　内田 まやこ

   ⑦薬学部助教　羽田 理恵

  
テーマ：目を大切に！子どもから大人まで－身近な眼の病気とお薬について－

 ①高槻赤十字病院眼科部長　植木 麻理

2019年9月14日（土） 301名
 

演題①全身疾患と眼～目は体の鏡です～
 ②参天製薬株式会社研究開発本部

  
演題②目薬を正しく使って健やかな瞳に

 製品研究統括部　分析・合成化学グループグループマネージャー 　

   池井 辰夫

  医師：進化する心臓弁膜症手術：弁置換・弁形成・カテーテル手術（TAVI） 胸部外科学教室　医師　小澤 英樹(講師（准））
2019年9月21日(土) 90名 薬剤師：心臓の病気に使う抗凝固薬のお話 病院薬剤部　薬剤師　外山 詩栞

  看護師：弁膜症手術後の日常生活のポイント 病院看護部　看護師　生田 美穂

   ①口腔外科学教室　医師　後藤 昌弘

2019年11月16日(土)
  医師①：令和時代のがん化学療法 （化学療法センター（准教授））

※高槻市民いきいき 248名
 医師②：がん治療とお口のケア ②静岡県立静岡県がんセンター　医師　百合草 健圭志

　健康講座と併催  薬剤師：お口が痛いときのお薬の工夫 （歯科口腔外科部長）

  看護師：抗がん薬治療の口腔ケア 病院薬剤部　薬剤師　樋口 沙織

   病院看護部　看護師　菊尾 雅子

  
医師：人生100年時代に備えた心臓リハビリテーション

 リハビリテーション医学教室　医師　土井 あかね（助教）

2019年12月21日(土) 61名
 

薬剤師：心臓の機能を維持するお薬の話
 　　　　　　　　　　　　　       　原田 知佳（理学療法士）

  
看護師：心臓リハビリテーションを受ける方の日常生活について

 病院薬剤部　薬剤師　勝部 桃代

   病院看護部　看護師　兒島 理沙

  医師：進化する乳がん治療－増え続ける乳がんに挑む－ 一般・消化器外学教室　医師　岩本 充彦

2020年2月15日(土) 111名
 薬剤師：乳がんの薬物療法について （乳腺・内分泌外科学寄附講座　特別任命教員教授）

  看護師：知っておこう、乳がんのこと 病院薬剤部　薬剤師　宮路 友里恵

             ～普段の生活で注意したいこと～ 病院看護部　看護師　上田 育子

　本法人が実施した公開講座や地域講演会等は、1年間で65回以上開催され、参加者数は約6,000名（P43、LDセンターの研修会・講
演会を含む）に上ります。講座等の内容は、教育・研究・医療/診療活動など多岐にわたっており、実施後のアンケート結果では高い満足度が
示されています。集計結果やコメントは分析され、今後の活動に活かしています。

          開催日 参加者数                                               演題                                          講師

2019年6月27日（木） 30名 認知症について 病院長　木村 文治

2019年7月25日（木） 25名 熱中症対策について 副院長　瀧井 道明

2019年9月26日（木） 30名 リハビリ体操 リハビリテーション科主任　木部 寛史

2019年10月24日（木） 15名 お薬の飲み方 薬剤科薬剤師　山下 達也

2019年11月28日(木) 30名 特殊詐欺について 大阪府高槻警察署　生活安全課防犯係警部補　村上 敬

2019年12月26日（木） 15名 インフルエンザ予防について 感染対策室　看護師（師長）　小原 ゆみ子

【公開講座（主催：大阪医科薬科大学）】

【地域講演会（主催：大阪医科薬科大学三島南病院）】
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    文書年月日                  差出人                                                   文書件名            対象者所属

2019年4月1日 高槻市保健所長　森定 一稔 平成31年度　結核患者接触者健診に伴う医師の派遣について 感染対策室

2019年4月2日
 高槻市総合戦略部　政策経営室　 令和元年度　夏休みこども大学の講師及び事業補助について（依頼）

 総務課
 担当：織田、久保  小児科学教室

2019年4月4日 高槻市保健所長　森定 一稔 「平成31年度　第1回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年4月9日
 一般社団法人　高槻市医師会 高槻市医師会各種委員会委員派遣について 産婦人科学教室

 会長　木野 昌也

2019年4月16日
 関西広域連合長　　　　　　　　 関西広域連合毒物劇物取扱者試験委員への就任について（依頼） 環境分子生理学研究室

 井戸 敏三

2019年4月19日
 高槻市健康福祉部 認知症予防講座の講師について 看護学部看護学科

 長寿介護課長

2019年4月24日
 高槻市子ども未来部 平成31年度　未熟児教室(らっこクラブ)の講師派遣について 周産期センター（ＮＩＣＵ）

 部長　万井 勝徳

2019年5月7日
 高槻市教育委員会 令和元年度　高槻市立小・中学校心臓検診へのご協力のお願い

 内科学Ⅲ教室循環器内科
 教育長　樽井 弘三  小児科学教室

2019年5月7日 高槻市保健所長　森定 一稔 令和元年度　保健所広域講演会の講師派遣について 内科学Ⅱ教室

2019年5月16日
 一般社団法人　高槻市医師会 第15回高槻市医師会勤務医会研修会　講師派遣について 神経精神医学教室

 会長　木野 昌也

2019年5月17日 高槻市長　濱田　剛史 令和元年度　夏休み子ども大学の講師及び事業補助について 小児科学教室

2019年5月17日
 高槻市総合戦略部　政策経営室 令和元年度　夏休みこども大学の講師及び事業補助について（依頼） 総務課

 担当：織田、久保  小児科学教室

2019年5月20日
 一般社団法人　高槻市医師会 高槻市市民医学講座講師派遣について 消化器内視鏡センター

 会長　木野 昌也

2019年5月20日
 一般社団法人　高槻市医師会 高槻市市民医学講座講師派遣について 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

 会長　木野 昌也

2019年6月21日
 高槻市子ども未来部 広報誌のインタビュー取材について 周産期センター（ＮＩＣＵ）

 部長　万井 勝徳

2019年6月25日
 高槻市子ども未来部 高槻市予防接種委員会への出席について 医学教育センター

 部長　万井 勝徳

2019年7月2日
 高槻市教育委員会 学校問題解決チームに対する指導・助言の実施について 救急医学教室

 教育長　樽井 弘三

2019年7月8日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和元年度　第2回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年7月24日
 高槻市保健所保健予防課 高槻市自殺対策連絡協議会委員の委嘱に係る書類の送付について

 
衛生学・公衆衛生学Ⅰ･Ⅱ教室

 担当：石井、小寺

2019年7月31日
 高槻市消防本部 救急救命技術錬成会への出席について 救急医学教室

 消防長　野倉 洋克

2019年7月31日
 高槻市消防本部 救急救命技術錬成会への出席について 救急医学教室

 消防長　野倉 洋克

2019年8月8日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「介護保険事業従事者に対する結核予防研修会」講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年8月21日
 高槻市子ども未来部 高槻市小児慢性特定疾病医療意見書審査の協力について 小児科学教室

 部長　万井 勝徳

2019年8月30日
 一般社団法人 高槻市歯科医師会 講師ご派遣依頼書 口腔外科学教室

 会長　久保 正裕

2019年9月3日
 高槻市健康福祉部 要介護認定調査員研修（人権研修）に関する講師について 神経精神医学教室

 長寿介護課長

2019年9月12日
 高槻市立生涯学習センター 令和元年度　市内大学社会連携セミナー　概要（案）

 
総務課

 担当：山内

2019年9月18日 高槻市保健所保健予防課
 

「令和元年度　難病スタッフ研修会」の講師派遣について
 

訪問看護ステーション
   

     文書年月日                    差出人                                                   文書件名           対象者所属

2019年9月27日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和元年度　第3回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年10月7日 高槻市長　濱田 剛史 高槻市総合計画審議会委員への推薦について 大学病院

2019年10月31日 高槻市保健所長　森定 一稔　 HIV講習会の講師派遣について 微生物学教室

2019年12月5日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和元年度　第4回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年12月6日 高槻市長　濵田 剛史 高槻市介護認定審査会委員の推薦について 看護学部看護学科

   内科学Ⅰ教室
   内科学Ⅳ教室
2019年12月6日 高槻市長　濵田 剛史 高槻市介護認定審査会委員の推薦について 神経精神医学教室

   整形外科学教室

   リハビリテーション医学教室

2019年12月9日 高槻市立生涯学習センター けやきの森市民大学事業への講師派遣について（依頼） 総務課

2019年12月9日 高槻市立生涯学習センター 開催依頼状の送付について 総務課

2019年12月9日 高槻市長　濱田 剛史 けやきの森市民大学事業への講師派遣について（依頼） 薬学部生薬科学研究室

2019年12月20日
 高槻市健康福祉部 令和元年度　介護保険事業者研修会の講師について 訪問看護ステーション

 長寿介護課長

 高槻市子ども未来部
2019年12月23日 保育幼稚園総務課 合同保健研修の講演について 救急医学教室

 課長　野谷 研介

2020年1月7日
 一般社団法人　高槻市医師会 胃がん検診（X線）読影会の医師派遣について

 消化器がん検診認定医、または
 会長　木野 昌也  消化器専門医・放射線科専門医

2020年1月15日
 一般社団法人　高槻市歯科医師会 講師ご派遣依頼書

 
口腔外科学教室

 会長　久保 正裕

 高槻市医師会看護専門学校  解剖学教室
2020年1月吉日 医療高等課程准看護学科 令和2年度　講師派遣の依頼について 産婦人科学教室

 学校長　諏訪 道博  薬理学教室

 高槻市医師会看護専門学校  
産婦人科学教室

2020年1月吉日 医療高等課程准看護学科 令和2年度　講師派遣の依頼について 
神経精神医学教室

 学校長　諏訪 道博 

 高槻市医師会看護専門学校 

2020年1月吉日 医療高等課程准看護学科 令和2年度　講師派遣の依頼について 精神神経科教室

 学校長　諏訪 道博

 
社会福祉法人　高槻市社会福祉事業団

  小児科学教室
2020年2月13日 

理事長　吉里 泰雄
 高槻市立療育園医師派遣依頼 整形外科学教室

   リハビリテーション医学教室

2020年2月18日 高槻市長　濱田 剛史 健康管理医師の推薦について 神経精神医学教室

2020年2月19日 高槻市立生涯学習センター 市内大学社会連携セミナーの中止について 総務課

2020年2月吉日
 高槻市医師会看護専門学校 2019年度　高槻市医師会看護専門学校　講師・実習施設合同会議について 病院看護部

 学校長　諏訪 道博

   内科学Ⅲ教室
2020年3月4日 高槻市長　濱田 剛史 高槻市予防接種委員会委員の推薦について 小児科学教室

   医学教育センター

2020年3月10日
 高槻市健康づくり推進協議会 「未来健康講座」講師派遣について 看護学部看護学科

 会長　河野 公一

2020年3月17日
 高槻市子ども未来部 令和2年度　母子保健事業に伴う医師の派遣について 小児科学教室

 部長　万井 勝徳

2020年3月27日
 高槻市保健所 令和2年度　「こころの健康相談」事業に伴う医師派遣について

 
神経精神医学教室

 保健予防課長

2020年3月31日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和2年度　第1回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

　本法人は、高槻市が主催する様々な委員会や教育活動、保健指導などに職員を派遣し、高槻市のマグネット機関として活動を支援しています。
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2019年4月1日 高槻市保健所長　森定 一稔 平成31年度　結核患者接触者健診に伴う医師の派遣について 感染対策室

2019年4月2日
 高槻市総合戦略部　政策経営室　 令和元年度　夏休みこども大学の講師及び事業補助について（依頼）

 総務課
 担当：織田、久保  小児科学教室

2019年4月4日 高槻市保健所長　森定 一稔 「平成31年度　第1回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年4月9日
 一般社団法人　高槻市医師会 高槻市医師会各種委員会委員派遣について 産婦人科学教室

 会長　木野 昌也

2019年4月16日
 関西広域連合長　　　　　　　　 関西広域連合毒物劇物取扱者試験委員への就任について（依頼） 環境分子生理学研究室

 井戸 敏三

2019年4月19日
 高槻市健康福祉部 認知症予防講座の講師について 看護学部看護学科

 長寿介護課長

2019年4月24日
 高槻市子ども未来部 平成31年度　未熟児教室(らっこクラブ)の講師派遣について 周産期センター（ＮＩＣＵ）

 部長　万井 勝徳

2019年5月7日
 高槻市教育委員会 令和元年度　高槻市立小・中学校心臓検診へのご協力のお願い

 内科学Ⅲ教室循環器内科
 教育長　樽井 弘三  小児科学教室

2019年5月7日 高槻市保健所長　森定 一稔 令和元年度　保健所広域講演会の講師派遣について 内科学Ⅱ教室

2019年5月16日
 一般社団法人　高槻市医師会 第15回高槻市医師会勤務医会研修会　講師派遣について 神経精神医学教室

 会長　木野 昌也

2019年5月17日 高槻市長　濱田　剛史 令和元年度　夏休み子ども大学の講師及び事業補助について 小児科学教室

2019年5月17日
 高槻市総合戦略部　政策経営室 令和元年度　夏休みこども大学の講師及び事業補助について（依頼） 総務課

 担当：織田、久保  小児科学教室

2019年5月20日
 一般社団法人　高槻市医師会 高槻市市民医学講座講師派遣について 消化器内視鏡センター

 会長　木野 昌也

2019年5月20日
 一般社団法人　高槻市医師会 高槻市市民医学講座講師派遣について 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

 会長　木野 昌也

2019年6月21日
 高槻市子ども未来部 広報誌のインタビュー取材について 周産期センター（ＮＩＣＵ）

 部長　万井 勝徳

2019年6月25日
 高槻市子ども未来部 高槻市予防接種委員会への出席について 医学教育センター

 部長　万井 勝徳

2019年7月2日
 高槻市教育委員会 学校問題解決チームに対する指導・助言の実施について 救急医学教室

 教育長　樽井 弘三

2019年7月8日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和元年度　第2回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年7月24日
 高槻市保健所保健予防課 高槻市自殺対策連絡協議会委員の委嘱に係る書類の送付について

 
衛生学・公衆衛生学Ⅰ･Ⅱ教室

 担当：石井、小寺

2019年7月31日
 高槻市消防本部 救急救命技術錬成会への出席について 救急医学教室

 消防長　野倉 洋克

2019年7月31日
 高槻市消防本部 救急救命技術錬成会への出席について 救急医学教室

 消防長　野倉 洋克

2019年8月8日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「介護保険事業従事者に対する結核予防研修会」講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年8月21日
 高槻市子ども未来部 高槻市小児慢性特定疾病医療意見書審査の協力について 小児科学教室

 部長　万井 勝徳

2019年8月30日
 一般社団法人 高槻市歯科医師会 講師ご派遣依頼書 口腔外科学教室

 会長　久保 正裕

2019年9月3日
 高槻市健康福祉部 要介護認定調査員研修（人権研修）に関する講師について 神経精神医学教室

 長寿介護課長

2019年9月12日
 高槻市立生涯学習センター 令和元年度　市内大学社会連携セミナー　概要（案）

 
総務課

 担当：山内

2019年9月18日 高槻市保健所保健予防課
 

「令和元年度　難病スタッフ研修会」の講師派遣について
 

訪問看護ステーション
   

     文書年月日                    差出人                                                   文書件名           対象者所属

2019年9月27日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和元年度　第3回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年10月7日 高槻市長　濱田 剛史 高槻市総合計画審議会委員への推薦について 大学病院

2019年10月31日 高槻市保健所長　森定 一稔　 HIV講習会の講師派遣について 微生物学教室

2019年12月5日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和元年度　第4回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

2019年12月6日 高槻市長　濵田 剛史 高槻市介護認定審査会委員の推薦について 看護学部看護学科

   内科学Ⅰ教室
   内科学Ⅳ教室
2019年12月6日 高槻市長　濵田 剛史 高槻市介護認定審査会委員の推薦について 神経精神医学教室

   整形外科学教室

   リハビリテーション医学教室

2019年12月9日 高槻市立生涯学習センター けやきの森市民大学事業への講師派遣について（依頼） 総務課

2019年12月9日 高槻市立生涯学習センター 開催依頼状の送付について 総務課

2019年12月9日 高槻市長　濱田 剛史 けやきの森市民大学事業への講師派遣について（依頼） 薬学部生薬科学研究室

2019年12月20日
 高槻市健康福祉部 令和元年度　介護保険事業者研修会の講師について 訪問看護ステーション

 長寿介護課長

 高槻市子ども未来部
2019年12月23日 保育幼稚園総務課 合同保健研修の講演について 救急医学教室

 課長　野谷 研介

2020年1月7日
 一般社団法人　高槻市医師会 胃がん検診（X線）読影会の医師派遣について

 消化器がん検診認定医、または
 会長　木野 昌也  消化器専門医・放射線科専門医

2020年1月15日
 一般社団法人　高槻市歯科医師会 講師ご派遣依頼書

 
口腔外科学教室

 会長　久保 正裕

 高槻市医師会看護専門学校  解剖学教室
2020年1月吉日 医療高等課程准看護学科 令和2年度　講師派遣の依頼について 産婦人科学教室

 学校長　諏訪 道博  薬理学教室

 高槻市医師会看護専門学校  
産婦人科学教室

2020年1月吉日 医療高等課程准看護学科 令和2年度　講師派遣の依頼について 
神経精神医学教室

 学校長　諏訪 道博 

 高槻市医師会看護専門学校 

2020年1月吉日 医療高等課程准看護学科 令和2年度　講師派遣の依頼について 精神神経科教室

 学校長　諏訪 道博

 
社会福祉法人　高槻市社会福祉事業団

  小児科学教室
2020年2月13日 

理事長　吉里 泰雄
 高槻市立療育園医師派遣依頼 整形外科学教室

   リハビリテーション医学教室

2020年2月18日 高槻市長　濱田 剛史 健康管理医師の推薦について 神経精神医学教室

2020年2月19日 高槻市立生涯学習センター 市内大学社会連携セミナーの中止について 総務課

2020年2月吉日
 高槻市医師会看護専門学校 2019年度　高槻市医師会看護専門学校　講師・実習施設合同会議について 病院看護部

 学校長　諏訪 道博

   内科学Ⅲ教室
2020年3月4日 高槻市長　濱田 剛史 高槻市予防接種委員会委員の推薦について 小児科学教室

   医学教育センター

2020年3月10日
 高槻市健康づくり推進協議会 「未来健康講座」講師派遣について 看護学部看護学科

 会長　河野 公一

2020年3月17日
 高槻市子ども未来部 令和2年度　母子保健事業に伴う医師の派遣について 小児科学教室

 部長　万井 勝徳

2020年3月27日
 高槻市保健所 令和2年度　「こころの健康相談」事業に伴う医師派遣について

 
神経精神医学教室

 保健予防課長

2020年3月31日 高槻市保健所長　森定 一稔　 「令和2年度　第1回結核患者治療成績評価保健所内検討会」への講師派遣について 内科学Ⅰ教室

　本法人は、高槻市が主催する様々な委員会や教育活動、保健指導などに職員を派遣し、高槻市のマグネット機関として活動を支援しています。
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SDG高槻市が主催する様々な活動への支援【法人】
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  年度    日付           メディア                           掲載・放送内容
               学部      

役職等（掲載時）          氏名
              教室・講座等  
2019年 4月25日 日経新聞 ｢救われた命 誰かのため｣ 尼崎脱線14年誓いを胸に 救急医学教室 准教授 冨岡 正雄
 5月8日 読売新聞 ヨミドック　がんサバイバー生存率 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 

5月8日
 

FRaU
  出生前診断のトラウマを救う 病院看護部

 
看護師長

 
宮田 郁

   「心専門」看護師の「寄り添い方」

 5月23日 読売新聞 医療ルネサンス　新型出生前検査 病院看護部 看護師長 宮田 郁
 5月24日 東京新聞 文京区版「ケムラン×文京区」が開設 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 

5月25日
 シティライフ北摂EAST版 口の中から健康寿命を延ばす 口腔外科学教室

 
教授

 
植野 高章

  （6月号） 口腔細菌の最先端研究

 
5月25日

 シティライフ北摂EAST版 口の中から健康寿命を延ばす 衛生学・公衆衛生学Ⅰ・Ⅱ教室
 
教授
 

玉置 淳子
  （6月号） 口腔細菌の最先端研究

 5月25日 Buzz Feed Japan 禁煙店を応援するサイト「ケムラン」 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 

6月4日
 

CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快!!朝からP・O・N 整形外科学教室 講師 大槻 周平

   半月板について

 6月12日 読売新聞 心臓修復パッチ 治験開始 胸部外科学教室 専門教授 根本 慎太郎
 

6月14日
 
読売新聞

 
大学統合

 学校法人
    大阪医科薬科大学

 
6月14日

 
毎日新聞

 
大学統合

 学校法人
    大阪医科薬科大学

 
6月14日

 
朝日新聞

 
大学統合

 学校法人
    大阪医科薬科大学

 
6月2日

 
AERA dot.

 発達障害「わかる経験」で変わる  LDセンター
 

顧問
 

竹田 契一
   学習もコミュニケーションもデジタルツールでスムーズに

 6月25日 週刊朝日 漢方専門医がいる病院リスト332 内科学Ⅰ教室 非常勤講師 吉田 麻美
 6月25日 週刊朝日 漢方専門医がいる病院リスト332 健康科学クリニック 所長 後藤 尚久
 6月25日 週刊朝日 漢方専門医がいる病院リスト332 健康科学クリニック 所長代理 藤原 祥子
 7月1日 たかつきDAYS 大人も子どもも楽しい大学   歴史資料館
 7月1日 たかつきDAYS 大人も子どもも楽しい大学   薬用植物園
 7月1日 たかつきDAYS 大阪医科大学とサンスターが図書を寄贈 大阪医科大学 学長 大槻 勝紀
 7月3日 読売新聞 医なび　頚椎の病気 整形外科学教室 教授 根尾 昌志
 7月5日 八重山毎日新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 

7月8日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   手足口病

 7月9日 NHK Eテレ NHKハートネットTV　出生前検査 病院看護部 看護師長 宮田 郁
 7月15日 神戸新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 7月18日 釧路新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 7月29日 医学界新聞 HPVワクチン 不作為の時を越えて 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
 7月29日 十勝新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 7月30日 週刊朝日 人工透析のいい病院　全国505リスト 泌尿器科学教室 教授 東 治人
 7月30日 週刊朝日 人工透析のいい病院　全国505リスト 血液浄化センター 准教授 能見 勇人
 8月8日 J:COM デイリーニュース高槻・島本　夏休み子ども大学 小児科学教室 助教（准） 小田中 豊
 8月8日 J:COM デイリーニュース高槻・島本　夏休み子ども大学 小児科学教室 非常勤講師 岸 勘太
 8月8日 J:COM デイリーニュース高槻・島本　夏休み子ども大学 臨床研修室 臨床研修専任指導医 蘆田 温子
 8月12日 日経新聞 ダウン症学会発足 専門家が一堂に 小児高次脳機能研究所 研究所長・名誉教授 玉井 浩
 

8月18日
 
MBSラジオ

 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ がんセンター
 

特別職務担当教員教授
 
奥田 準二

   大腸がんについて

 
8月25日

 
MBSラジオ

 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ がんセンター
 

特別職務担当教員教授
 
奥田 準二

   大腸がんについて

 8月30日 たかつきDAYS 地域で支えよう みんなが子育て応援団 周産期センター 准教授 荻原 亨
 

9月1日
 

MBSラジオ
 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ 内科学Ⅱ教室

 
教授

 
樋口 和秀

   大腸がんについて

 
9月8日

 
MBSラジオ

 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ 内科学Ⅱ教室
 

教授
 

樋口 和秀
   大腸がんについて

 10月10日 読売新聞 目の愛護デー 眼科学教室 講師 佐藤 孝樹
 10月15日 週刊朝日 PTSD　原因と特徴 看護学部 教授 元村 直靖
 

10月15日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   インフルエンザ予防注射

  年度    日付           メディア                          掲載・放送内容
              学部      

役職等（掲載時）          氏名
             教室・講座等  
2019年 

11月29日
 
NHK 総合大阪

 ニュースほっと関西　日本高野連 整形外科学教室
 

診療准教授
 

三幡 輝久
   「投手の障害予防に関する有識者会議」について

 12月11日 NHK 総合大阪 ニュース シブ5時　出生前診断 病院看護部 看護師長 宮田 郁
 

12月16日
 
電子デバイス産業新聞

 世界をリードするがん治療「BNCT」～難治性／ 関西BNCT共同医療センター
 

センター長
 

小野 公二
   再発がんにも適用

 12月17日 産経新聞 おいしい店禁煙化進む 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 12月18日 NHK 総合大阪 ニュースほっと関西　ケムランについて 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
2020年 1月3日 NHK 総合大阪 ニュースほっと関西　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

1月4日
 

MBSラジオ
 かめばかむほど亀井希生です！ 内科学Ⅲ教室

 
専門教授

 
星賀 正明

   ドクターM｢増え続ける心不全｣

 
1月14日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   原因不明の肺炎

 
1月18日

 
MBSラジオ

 かめばかむほど亀井希生です！ 内科学Ⅲ教室
 

専門教授
 

星賀 正明
   ドクターM｢増え続ける心不全｣

 1月18日 読売新聞 第17回SGH特別賞授賞式 関西BNCT共同医療センター センター長 小野 公二
 

1月27日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルスによる肺炎

 1月31日 医療情報サイトMediPress 腎移植医療の特色 泌尿器科学教室 教授 東 治人
 1月31日 医療情報サイトMediPress 腎移植医療の特色 泌尿器科学教室 特別職務担当教員教授 平野 一
 

1月31日
 

医療情報サイトMediPress
 
腎移植医療の特色

 
病院看護部

 レシピエント移植 柳田 咲也香
     コーディネーター

 
2月10日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型肺炎最新情報

 2月19日 産経新聞 小中校で導入進むUDフォント LDセンター オプトメトリスト 奥村 智人
 2月25日 週刊朝日 がん放射線治療 全国284病院リスト 放射線腫瘍学教室 教授 二瓶 圭二
 2月25日 週刊朝日 がん放射線治療 全国284病院リスト 放射線腫瘍学教室 講師 新保 大樹
 2月28日 NHK 総合大阪 かんさい熱視線　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

3月10日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   そもそもウイルスとは

 
3月11日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型コロナウイルス感染（正しく恐れる）

 3月24日 毎日新聞 第14回大腸がん死亡ゼロを目指して 内科学Ⅱ教室 教授 樋口 和秀
 3月24日 毎日新聞 第14回大腸がん死亡ゼロを目指して がん医療総合センター 特別職務担当教員教授 奥田 準二
 3月31日 毎日新聞 急性の難聴と慢性の難聴について 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 助教 綾仁 悠介
 4月1日 静岡新聞 新型コロナ、現行公開基準に課題 感染制御学研究室 教授 駒野 淳
 4月3日 NHK 総合大阪 かんさい熱視線　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

4月5日
 

読売テレビ
 

BEAT～時代の鼓動～
　 学校法人 

理事長補佐・副理事長
 

濱岡 純治
    大阪医科薬科大学
 

4月6日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルス感染（感染したかも）  
 4月9日 毎日新聞 高知県と協定 大阪医科大学 学長 大槻 勝紀
 4月11日 NHK 総合大阪 ウイークエンド関西　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

4月13日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルス感染（医療崩壊）

 4月17日 NHK 総合大阪 かんさい熱視線　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

4月20日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルス感染（再びウイルスとは）

 
4月22日

 
時事 メディカル

 医学トップの視座　学生が伸びる自由な学風 大阪医科大学
 

学長
 

大槻 勝紀
   医学研究を実地医療に生かす̶大阪医科大学

 
4月25日

 
テレビ朝日

 中居正広のニュースな会　 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型コロナウイルスの検査について

 
4月27日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型コロナウイルス感染（免疫力とは）

 
4月28日

 
NHK World-JAPAN

 Medical Frontiers がん医療総合センター
 

特別職務担当教員教授
 
奥田 準二

   "The Ultimate Surgery for Rectal Cancer"

 4月30日 東方新報 新型コロナウイルスについて 衛生学・公衆衛生学Ⅰ・Ⅱ教室 講師 顧 艶紅

　全ての人々が持続的に人らしく生きていくために、本法人の日々の活動を通して培ってきた有益かつ有用な情報を発信し、

市民社会をはじめとするステークホルダーと価値観の共有化を図っています。

本法人はこれからも、積極的な社会対話を通じて、社会の持続的な発展に貢献していきます。

3
SDG

4
SDG

17
SDG社会に役立つ多様な情報の発信（2019年度実績）【法人】
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  年度    日付           メディア                           掲載・放送内容
               学部      

役職等（掲載時）          氏名
              教室・講座等  
2019年 4月25日 日経新聞 ｢救われた命 誰かのため｣ 尼崎脱線14年誓いを胸に 救急医学教室 准教授 冨岡 正雄
 5月8日 読売新聞 ヨミドック　がんサバイバー生存率 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 

5月8日
 

FRaU
  出生前診断のトラウマを救う 病院看護部

 
看護師長

 
宮田 郁

   「心専門」看護師の「寄り添い方」

 5月23日 読売新聞 医療ルネサンス　新型出生前検査 病院看護部 看護師長 宮田 郁
 5月24日 東京新聞 文京区版「ケムラン×文京区」が開設 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 

5月25日
 シティライフ北摂EAST版 口の中から健康寿命を延ばす 口腔外科学教室

 
教授

 
植野 高章

  （6月号） 口腔細菌の最先端研究

 
5月25日

 シティライフ北摂EAST版 口の中から健康寿命を延ばす 衛生学・公衆衛生学Ⅰ・Ⅱ教室
 
教授
 

玉置 淳子
  （6月号） 口腔細菌の最先端研究

 5月25日 Buzz Feed Japan 禁煙店を応援するサイト「ケムラン」 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 

6月4日
 

CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快!!朝からP・O・N 整形外科学教室 講師 大槻 周平

   半月板について

 6月12日 読売新聞 心臓修復パッチ 治験開始 胸部外科学教室 専門教授 根本 慎太郎
 

6月14日
 
読売新聞

 
大学統合

 学校法人
    大阪医科薬科大学

 
6月14日

 
毎日新聞

 
大学統合

 学校法人
    大阪医科薬科大学

 
6月14日

 
朝日新聞

 
大学統合

 学校法人
    大阪医科薬科大学

 
6月2日

 
AERA dot.

 発達障害「わかる経験」で変わる  LDセンター
 

顧問
 

竹田 契一
   学習もコミュニケーションもデジタルツールでスムーズに

 6月25日 週刊朝日 漢方専門医がいる病院リスト332 内科学Ⅰ教室 非常勤講師 吉田 麻美
 6月25日 週刊朝日 漢方専門医がいる病院リスト332 健康科学クリニック 所長 後藤 尚久
 6月25日 週刊朝日 漢方専門医がいる病院リスト332 健康科学クリニック 所長代理 藤原 祥子
 7月1日 たかつきDAYS 大人も子どもも楽しい大学   歴史資料館
 7月1日 たかつきDAYS 大人も子どもも楽しい大学   薬用植物園
 7月1日 たかつきDAYS 大阪医科大学とサンスターが図書を寄贈 大阪医科大学 学長 大槻 勝紀
 7月3日 読売新聞 医なび　頚椎の病気 整形外科学教室 教授 根尾 昌志
 7月5日 八重山毎日新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 

7月8日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   手足口病

 7月9日 NHK Eテレ NHKハートネットTV　出生前検査 病院看護部 看護師長 宮田 郁
 7月15日 神戸新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 7月18日 釧路新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 7月29日 医学界新聞 HPVワクチン 不作為の時を越えて 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
 7月29日 十勝新聞 ミルメシア 皮膚科学教室 教授 森脇 真一
 7月30日 週刊朝日 人工透析のいい病院　全国505リスト 泌尿器科学教室 教授 東 治人
 7月30日 週刊朝日 人工透析のいい病院　全国505リスト 血液浄化センター 准教授 能見 勇人
 8月8日 J:COM デイリーニュース高槻・島本　夏休み子ども大学 小児科学教室 助教（准） 小田中 豊
 8月8日 J:COM デイリーニュース高槻・島本　夏休み子ども大学 小児科学教室 非常勤講師 岸 勘太
 8月8日 J:COM デイリーニュース高槻・島本　夏休み子ども大学 臨床研修室 臨床研修専任指導医 蘆田 温子
 8月12日 日経新聞 ダウン症学会発足 専門家が一堂に 小児高次脳機能研究所 研究所長・名誉教授 玉井 浩
 

8月18日
 
MBSラジオ

 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ がんセンター
 

特別職務担当教員教授
 
奥田 準二

   大腸がんについて

 
8月25日

 
MBSラジオ

 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ がんセンター
 

特別職務担当教員教授
 
奥田 準二

   大腸がんについて

 8月30日 たかつきDAYS 地域で支えよう みんなが子育て応援団 周産期センター 准教授 荻原 亨
 

9月1日
 

MBSラジオ
 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ 内科学Ⅱ教室

 
教授

 
樋口 和秀

   大腸がんについて

 
9月8日

 
MBSラジオ

 近藤勝重のしあわせ散歩～寄り道していこう～ 内科学Ⅱ教室
 

教授
 

樋口 和秀
   大腸がんについて

 10月10日 読売新聞 目の愛護デー 眼科学教室 講師 佐藤 孝樹
 10月15日 週刊朝日 PTSD　原因と特徴 看護学部 教授 元村 直靖
 

10月15日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   インフルエンザ予防注射

  年度    日付           メディア                          掲載・放送内容
              学部      

役職等（掲載時）          氏名
             教室・講座等  
2019年 

11月29日
 
NHK 総合大阪

 ニュースほっと関西　日本高野連 整形外科学教室
 

診療准教授
 

三幡 輝久
   「投手の障害予防に関する有識者会議」について

 12月11日 NHK 総合大阪 ニュース シブ5時　出生前診断 病院看護部 看護師長 宮田 郁
 

12月16日
 
電子デバイス産業新聞

 世界をリードするがん治療「BNCT」～難治性／ 関西BNCT共同医療センター
 

センター長
 

小野 公二
   再発がんにも適用

 12月17日 産経新聞 おいしい店禁煙化進む 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
 12月18日 NHK 総合大阪 ニュースほっと関西　ケムランについて 医療統計室 准教授 伊藤 ゆり
2020年 1月3日 NHK 総合大阪 ニュースほっと関西　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

1月4日
 

MBSラジオ
 かめばかむほど亀井希生です！ 内科学Ⅲ教室

 
専門教授

 
星賀 正明

   ドクターM｢増え続ける心不全｣

 
1月14日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   原因不明の肺炎

 
1月18日

 
MBSラジオ

 かめばかむほど亀井希生です！ 内科学Ⅲ教室
 

専門教授
 

星賀 正明
   ドクターM｢増え続ける心不全｣

 1月18日 読売新聞 第17回SGH特別賞授賞式 関西BNCT共同医療センター センター長 小野 公二
 

1月27日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルスによる肺炎

 1月31日 医療情報サイトMediPress 腎移植医療の特色 泌尿器科学教室 教授 東 治人
 1月31日 医療情報サイトMediPress 腎移植医療の特色 泌尿器科学教室 特別職務担当教員教授 平野 一
 

1月31日
 

医療情報サイトMediPress
 
腎移植医療の特色

 
病院看護部

 レシピエント移植 柳田 咲也香
     コーディネーター

 
2月10日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型肺炎最新情報

 2月19日 産経新聞 小中校で導入進むUDフォント LDセンター オプトメトリスト 奥村 智人
 2月25日 週刊朝日 がん放射線治療 全国284病院リスト 放射線腫瘍学教室 教授 二瓶 圭二
 2月25日 週刊朝日 がん放射線治療 全国284病院リスト 放射線腫瘍学教室 講師 新保 大樹
 2月28日 NHK 総合大阪 かんさい熱視線　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

3月10日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   そもそもウイルスとは

 
3月11日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型コロナウイルス感染（正しく恐れる）

 3月24日 毎日新聞 第14回大腸がん死亡ゼロを目指して 内科学Ⅱ教室 教授 樋口 和秀
 3月24日 毎日新聞 第14回大腸がん死亡ゼロを目指して がん医療総合センター 特別職務担当教員教授 奥田 準二
 3月31日 毎日新聞 急性の難聴と慢性の難聴について 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 助教 綾仁 悠介
 4月1日 静岡新聞 新型コロナ、現行公開基準に課題 感染制御学研究室 教授 駒野 淳
 4月3日 NHK 総合大阪 かんさい熱視線　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

4月5日
 

読売テレビ
 

BEAT～時代の鼓動～
　 学校法人 

理事長補佐・副理事長
 

濱岡 純治
    大阪医科薬科大学
 

4月6日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルス感染（感染したかも）  
 4月9日 毎日新聞 高知県と協定 大阪医科大学 学長 大槻 勝紀
 4月11日 NHK 総合大阪 ウイークエンド関西　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

4月13日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルス感染（医療崩壊）

 4月17日 NHK 総合大阪 かんさい熱視線　新型コロナウイルスについて 感染対策室 室長 浮村 聡
 

4月20日 CBCラジオ
 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄

   新型コロナウイルス感染（再びウイルスとは）

 
4月22日

 
時事 メディカル

 医学トップの視座　学生が伸びる自由な学風 大阪医科大学
 

学長
 

大槻 勝紀
   医学研究を実地医療に生かす̶大阪医科大学

 
4月25日

 
テレビ朝日

 中居正広のニュースな会　 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型コロナウイルスの検査について

 
4月27日 CBCラジオ

 多田しげおの気分爽快！！朝からP・O・N 地域総合医療科学寄附講座 特別任命教員教授 鈴木 富雄
   新型コロナウイルス感染（免疫力とは）

 
4月28日

 
NHK World-JAPAN

 Medical Frontiers がん医療総合センター
 

特別職務担当教員教授
 
奥田 準二

   "The Ultimate Surgery for Rectal Cancer"

 4月30日 東方新報 新型コロナウイルスについて 衛生学・公衆衛生学Ⅰ・Ⅱ教室 講師 顧 艶紅

　全ての人々が持続的に人らしく生きていくために、本法人の日々の活動を通して培ってきた有益かつ有用な情報を発信し、

市民社会をはじめとするステークホルダーと価値観の共有化を図っています。

本法人はこれからも、積極的な社会対話を通じて、社会の持続的な発展に貢献していきます。
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編集後記

　新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が発出されている
中、編集作業を終えようとしています。ISO26000とSDGｓの理念を融合
させた第3版の企画・編集を始めたころ、同感染症が蔓延し始め、病院にお
ける患者さんへの対応方法はもとより、遠隔授業、時差出勤や在宅勤務な
ど社会環境が一変する大変な状況下、快く編集作業にご協力いただいた皆
さんへの感謝の念で一杯です。本法人は今、次世代がん治療の開始、新大
学の誕生、病院新本館の建築など、未来を切り開く明るい話題にあふれて
います。2030年のSDGｓゴール達成に向けて、医療系総合大学・学園、
病院としての役割を果たしつつ、社会貢献活動における秘めたる可能性を
期待しながら、次版以降も多くの活動を紹介できることを願っています。
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