
市立池田病院だより
基本理念
創意に富み 思いやりのある 信頼される病院をめざして

第４４号
２０２２年７月発行

患者さまの権利

・ 個人として常にその人格を尊重される権利があります。

・ 良質な医療を平等に受ける権利があります。

・ 十分な説明を受ける権利があります。

・ 自分が受ける医療に参加して自ら決定する権利があります。

・ 自分が受けている医療について知る権利があります。

・ 診療上の個人情報やプライバシーが守られる権利があります。

4月より市立池田病院 呼吸器内科部長を拝命いたしました。それまでは、

市立豊中病院で約10年、診療を行ってまいりました。

呼吸器の治療に関して、ここ10年で急速に進歩しております。喘息に関し

て、分子標的の抗体療法が2016年に導入され、以前は難治性でコントロール

不良であったものが改善するようになりました。また､悪性腫瘍に関しても､

2002年の分子標的薬のゲフィチニブ、2014年の免疫チェックポイント阻害

薬などエポックメイキングな治療が出現し、個人が最適な治療を選択できる

ようになりました。

コロナとの共存を目指しながら、前任の橋本先生が築いてきた、

池田市における呼吸器診療を維持したいと考えております。

皆さま、何卒宜しくお願い申し上げます。

呼吸器内科
部長 大谷 安司

4月より耳鼻いんこう科の主任部長を拝命いたしました大﨑です。1999年に

大阪大学を卒業して耳鼻咽喉科に入局、研修医・大学院を経て、大阪大学、

香川大学、近畿大学、八尾市立病院、市立吹田市民病院、大阪母子医療セン

ターで勤務しておりました。

難聴、めまい疾患を中心とし、特に慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎に対する

耳科手術を専門としておりますが、鼻疾患、咽喉頭疾患など一般的な耳鼻咽

喉科疾患も一通り対応しております。

地域医療に貢献できるよう努力しますので、今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。

耳鼻いんこう科
主任部長 大﨑 康宏

4月より放射線科主任部長に着任いたしました高村学です。

専門は画像診断全般と腹部IVR（interventional radiology）です。

2008年から2012年までの4年間、当院に所属しておりました。

10年前と異なり、CTも64列の最新になり、MRIも更新され、3テスラ1台と

1.5テスラ1台の2台体制となっております。直接外来診療は行っておりません

が、地域医療連携室を通じて、MR、CT、RI、USの検査に携わらせていただ

いております。

放射線科では、診断装置の地域医療での活用にも重点を置いております。

これまでの経験を活かし、迅速、丁寧な検査、診断を行ってまいりたいと

思います。皆さま、どうぞよろしくお願いします。

放射線科
主任部長 高村 学



消化器内科について

当院は地域医療の拠点病院として近隣の病院や診療所との連携を進めております。

初診の患者さまは、一度かかりつけ医にご相談ください。

大腸がんの検診と内視鏡治療について

4月より消化器内科（胃腸膵）主任部長を拝命しました荻山です。

消化器内科医として、大阪府立成人病センター（現・大阪国際がんセ

ンター）、大阪大学、市立伊丹病院を経て、この度、市立池田病院に着

任いたしました。専門は消化管腫瘍の内視鏡診断、治療（ESD等）です｡

前任地の市立伊丹病院では年間1,000件以上のESDのすべてに関わり、治

療成績の向上と偶発症の低減を図ってきましたので、市立池田病院でも

引き続き行ってまいります。急性腹症、消化管出血、検診異常など多く

の消化器疾患がございますが、そうした患者さまを安心して当院にご紹

介いただけるように努めてまいります。そのためにも、コロナ禍ではご

ざいますが、地域の先生方と早く顔の見える関係を築きたいと考えてお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。
消化器内科
主任部長 荻山 秀治

大腸がんは、2022年の全がん罹患数予測において男女合わせておよそ158,200人で最も多くなっ

ております。（がん情報サービスホームページから）大腸がんのリスク上昇因子として赤身肉や加

工肉の摂取、肥満などがリスクを下げる因子としては運動などが、それぞれ言われており、生活習

慣病が大腸がんに関係していると推測できます。大腸がんによる死亡者数を減少させるためには検

診が有用であり、アメリカでは大腸がん検診受診率を向上させることで大腸がんによる死亡率減少

を実現しました。一方、日本では残念ながら大腸がん患者は増加しており、大腸がん検診や、便潜

血検査、内視鏡による精密検査など各種検査の受診率の向上が課題です。

内視鏡での大腸腫瘍（ポリープ、早期がん）の

切除法については大きく3つに分かれます。1cm

以下の小さながんを疑わないポリープについては

時間短縮や出血率低減のため電気を流さず切除す

るcold polypectomy、従来から用いられる局注し

て切除を行うEMR、そして大きな病変を一括切

除可能なESDの３つの方法です。病変に応じて切

除法を選択しております。

大腸ESDにつきましては、食道・胃ESDに比べ

て難易度は高いことが知られておりますが、当院

には施行可能な術者が複数名在籍しており、治療

成績も良好で、困難症例についても対応可能とな

っており、安心してご紹介いただける体制となっ

ております。

当院での消化管ESDにおける紹介割合



新任医師のご紹介

2022年度「看護の日」イベントを開催しました

5月12日は、近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕

生日にちなみ、「看護の日」と定められています。5月11日から13日

までの間、外来フロアにてイベントを開催しました。看護職員が期間

中、「看護週間」として看護に関わるPRを行い、院内で働く看護師の

姿を撮影した動画をスマートフォンやパソコンから見ていただけるよ

う、QRコードから視聴できるチラシをお配りしました。

今年度は、新人看護師が31名入職しまし

た。イベントに参加した新人は、外来通院

中の患者さまやご家族の方と語り合うこと

で、看護師として成長させていただく機会

が得られたと思います。看護師にお声かけ

いただき、ありがとうございました。

はた えりこ

秦 絵莉子
整形外科

はじまして。地域医療に貢献できるように尽
力してまいります。どうぞ、よろしくお願い
いたします。

ふくしま ゆうこ

福嶌 裕子
消化器内科

患者さまに寄り添った医療を心掛け、頑張っ
てまいります。
よろしくお願いいたします。

たにぐち たかひで

谷口 隆英
眼科

豊中育ちです。
地元の病院に移ってきました。
よろしくお願いいたします。

形成外科よしいけ はるな

吉池 遥南

慣れないことも多いと思いますが、精一杯頑
張ります。「古池」とよく呼ばれますが、
「吉池」です。
よろしくお願いいたします。

泌尿器科
こにし まさとし

小西 雅俊

はじめまして。泌尿器科の小西雅俊と申しま
す。コロナ禍で医療の逼迫が騒がれておりま
すが、質を落とさぬよう地域医療に貢献いた
します。

やまうち けいじろう

山内 桂二郎
呼吸器内科

患者さまに寄り添った医療を目指します。
よろしくお願いいたします。

はまべ ともや

浜辺 友也
消化器内科

患者さまが安心できるような医療を目指し、
日々精進していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

かわべ りょうこ

川部 僚子
皮膚科

皮膚科専攻医として、４月から勤務させてい
ただきます。患者さまのお役にたてるように
精進いたします。
よろしくお願いいたします。

ただむら りゅうのすけ

多田村 龍之介
糖尿病・内分泌内科

明るく前向きに、ひたむきに日々精進してま
いります。よろしくお願いいたします。

ふじわら まさたか

藤原 雅孝
消化器外科

より良い医療を提供できるよう、コメディカ
ルの皆さんと協力し努めてまいりますので、
よろしくお願いいたします。

しろさき ゆみ

白﨑 祐美
消化器外科

４月から外科専攻医として赴任してきた白﨑
祐美と申します。患者さまに寄り添った医療
を提供できるよう一生懸命努めていきたいと
思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

むらかみ あやか

村上 綾香
形成外科

初期臨床研修を終えて初めての勤務地になり
ますので慣れないことばかりで、ご迷惑をお
掛けするかと思いますが、よろしくお願いい
たします。



当院は厚生労働省指定の臨床研修病院です

なすの肉巻き

栄養管理科

作り方
① なすはへたを切り落とし、縦4等分にする。
② 豚肉は縦長におき、片栗粉をふり、薄くまぶす。
③ なすを手前において巻く。

④ フライパンにサラダ油を入れて熱し、③の巻き終わりを下にして並
べ入れ、中火で全体に焼き色がつくまで転がしながら焼く。ふたを
し、なすに火が通るまで弱火で7分ほど蒸し焼きにする。

⑤ ★を加え、からめてから盛り付け、かいわれ大根をちらす。

【作り方】

豚ロース薄切り肉 150g
なす 2本
かいわれ大根 適量
サラダ油 小さじ1
片栗粉 適量
★調味料
ポン酢 大さじ2
おろししょうが 少々
おろしにんにく 少々

材料(２人分)

〒563-8510
大阪府池田市城南３丁目１番１８号
Tel  072-751-2881（代表）
Fax 072-754-6374
URL https://www.hosp.ikeda.osaka.jp 
編集・発行：市立池田病院 広報委員会

ご意見箱を院内に設置し
ておりますので、病院だよ
り等のご意見・ご感想など
をお寄せください。

お問合わせ

アカウント：

ikeda_city_hospital

バックナンバー

大学医学部を卒業し、医師免許を取得すれば、医師になる資格を得られます。

しかし、実際に診療に従事するには、診療能力を身につけることができるよう、指定病院で２

年以上の臨床研修を受けなければならないと法律で定められています。

市立池田病院は、厚生労働省が指定する臨床研修病院として研修医を受け入れており、大阪府

北摂地域における基幹病院として安全で質の高い医療を市民に提供するとともに、広く社会の医

療福祉に貢献できる人材を育成しています。

《 臨床研修の理念 》

市立池田病院の基本理念である「創意に富み 思いやりのある 信頼される病院をめざし

て」のもと、当院での研修を通して医師としての人格を涵(かん)養し、医学及び医療の果た

すべき社会的役割を認識しつつ、将来専門とする分野にかかわらず臨床に必要な基本的診療

能力（態度、技能、知識）を習得し、遭遇しうるいかなる状況においても適切な全人的医療を

チームのメンバーと協力しながら提供できる医師を育成します。

《 臨床研修の基本方針 》

次のような資質を備えた医療人を育成する。

1. 人間性豊かな医療人

2. 医療全般にわたる広い視野と高い見識を持つ医療人

3. 患者の立場に立った医療を実践する医療人

4. チーム医療のできる医療人

5. 生涯学習をする医療人

6. 地域医療に貢献する医療人

7. 公的中核病院としての責務を自覚する医療人

8. 安全な医療を実践できる医療人


