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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。

新任医師のご紹介

はま なおき

濱 直樹
消化器外科

大阪医療センターから赴任してき
ました。肝胆膵外科を専門として
います。気軽に何でもご相談下さ
い。

すさき よしゆき

須﨑 剛行
呼吸器外科

大阪大学医学部附属病院、大阪刀
根山医療センター、大阪国際がん

小児科

池田市とその周辺地域の皆様のお
役にたてるよう努めて参ります。

つじ しんのすけ

辻 真之介

あべ みずほ

阿部 瑞穂
乳腺・内分泌
外科

阪大大学院での研究生活を終え、
4月より赴任いたしました。患者

たなか けいすけ

田中 啓介
循環器内科

患者さん1人1人に真摯に対応した
いと思います。よろしくお願いい
たします。

さとう けいこ

佐藤 桂子
歯科・歯科口
腔外科

日々精進して知識、技術、技能

いしだ かずひろ

石田 和大
整形外科

目の前のことから一つずつ頑張り
ます。よろしくお願いします。

きとう まさやす

吉藤 正泰
麻酔科

中央市民病院より赴任させていた
だきました。麻酔領域のスキル
アップに邁進して参りたいと思い

かなき ともひろ

金城 友紘
泌尿器科

患者さんに満足いただける医療を
提供できるよう頑張ります。

わらだ あき

藁田 明希
腎臓内科

腎臓内科医として4年目ですが、
何卒よろしくお願いします。

たてがみ あきら

鬣 瑛
消化器内科

西宮市立中央病院より赴任しまし
た。よろしくお願いします。

いさか ともこ

猪阪 知子
内分泌・代謝
内科

いずみ はるか

泉 はるか
泌尿器科

何卒よろしくお願いいたします。

いわもと あきこ

岩元 晃子
消化器内科

市立東大阪医療センターで初期研
修を受けていました。

まつもと ゆうこう

松本 祐幸
内分泌・代謝
内科

専攻医としてお世話になります。
よろしくお願いします。

すえざき しんや

末﨑 慎也
総合内科

患者さんのお気持ちに寄り添い、
診療させていただきます。よろし
くお願いいたします。

よしむら あき

吉村 亜紀
皮膚科

神戸の病院で研修していました。
皮膚科の専攻医としてお世話に

はらだ そういちろう

原田 宗一郎 消化器外科

阪大病院から専攻医として赴任し
てきました。いち早く池田の皆様
に馴染んで情熱ある医療を届けら
れるよう努めてまいります。

やまね ゆきこ

山根 有希子
耳鼻いんこう
科

センター、星ヶ丘医療センターなどで呼吸器
外科医として勤務して参りました。肺癌や胸
腺腫、気胸、膿胸など一般胸部の疾患に対し
手術により治療の一翼を担えれば幸いです。
手術は胸腔鏡手術を第一として低侵襲手術を
心がけております。どうかよろしくお願いい
たします。

さんに寄り添った医療ができるよう精進し
てまいります。よろしくお願いいたします。

精一杯頑張りますのでご指導の程よろしく
お願い申し上げます。

1つ1つ出来ることを増やしてみなさまに貢献
できるよう頑張ります。よろしくお願いいた
します。

なります。よろしくお願いいたします。

頑張りたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。

ます。どうぞよろしくお願いいたします。
全て磨いて参りますので、よろしくお願い
いたします。

大阪市立総合医療センターより赴
任して参りました。

市立豊中病院から赴任してきまし
た。地域医療に貢献できるよう、

1年間専攻医としてお世話になり
ます。



大腸癌の内視鏡治療

部位別死亡数（2016年）

［出典］ 国立がん研究センター

大腸癌のstageごとの5年生存率

Stage 0 I II IIIa IIIb IV

生存率 94.0% 91.6% 84.8% 77.7% 60.0% 18.8%

［出典］大腸癌研究会・全国登録 2000～2004年症例

大腸癌は近年増えており、部位別の死亡数では、男性は3位、女性は1位、男女計で2位になって

います。しかし、大腸癌は早期発見で治癒が見込める癌であり、特に内視鏡治療が可能なstage0

～Iの段階では5年生存率が90%以上あります。（予後が悪いとされる膵癌の場合、stageIでも40%

程度）

早期発見のためには、40歳を過ぎたら大腸癌検診（便潜血検査）を受けること、また、便潜血

が陽性であった場合は必ず内視鏡検査を受けることが重要です。

大腸癌の内視鏡治療には、ポリぺクトミーやEMR（スネアという金属の輪をかけて切除する方

法）、ESD（電気メスを使って切開剥離を行う方法）があり、お腹を切らずに内視鏡を使って腫

瘍の部分だけを切除することが可能です。特にESDでは、早期癌であればポリぺクトミーやEMR

で摘除できないような大きな腫瘍の切除も可能で、当院では全ての治療に対応しています。

EMR ESD

1位 2位 3位 4位 5位

男性 肺 胃 大腸 肝臓 膵臓

女性 大腸 肺 膵臓 胃 乳房

男女計 肺 大腸 胃 膵臓 肝臓



大腸外科治療について

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。

外科治療の特徴

手術について

【開腹手術】

腹部を大きく切開します。

（20-30cm）

【腹腔鏡手術】

腹部に5-10mmの小さな穴を開け、腹腔内を

炭酸ガスで膨らませます。そこから腹腔鏡を

挿入してお腹の中の様子をモニター画面に映

し出します。別の穴から細長い手術器具を挿

入して手術をします。

最後に4-5cmの創部から癌を取り出します。

腹腔鏡手術のメリット

 傷が小さい

 術後の痛みが少ない

 回復が早い

 合併症が減る

 入院期間が短い

【ERASとは】

① 小さな創部、腹腔鏡手術

② 早期経口摂取

③ 早期離床・リハビリ

④ 術後疼痛対策、吐き気・嘔吐対策

当院のERAS管理の取り組みは、日本外科学会の英語

論文誌で発表され、読売新聞でも紹介されました。

ERAS管理による大腸の手術では、その多くが術後1

週間以内に退院が可能です。

当院では、太田博文、宗方幸二、池嶋遼の医師3名が大腸治療を専門にしており全国に先駆け

てERAS（イーラス）管理を採用しています。

ERASとは、早期回復に関して良いとされることを手術前後に多く適応させることで早期回復

を促し、その結果、合併症を低下させ、入院期間を短縮させます。



市民公開講座開催中止のお知らせ

求人募集

編集・発行：市立池田病院 広報委員会

〒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 

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

医師事務作業補助者は、医師の事務作業を

補助する仕事です。

主な業務内容は、以下の通りです。

・外来診察での電子カルテ入力など

・入院・手術証明書などの文書作成代行

・病棟での書類作成補助や回診同行

・手術の症例登録

30名ほどの医師事務作業補助者が医師の

負担軽減に寄与すべく業務を行っています。

勤務形態は、月額、日額、時間給と幅広い

形態を取っていますので、ライフスタイルに

合った働き方を選択できます。

給料など詳細については、

当院ホームページ採用情報を

ご確認ください。

医師事務作業補助者

当院が急性期病院としての機能を維持す

るうえで、医師を支える看護職の存在は不

可欠です。24時間365日対応の救急医療や

その後の入院生活を支える看護職を募集し

ております。

資格のある方もない方も、病院を必要と

している患者様のために力を貸していただ

けませんか？

採用の詳細については、

こちらからご確認ください。

看護部の温かい動画もあわ

せてご覧ください。

看護師・助産師・看護補助者

内閣総理大臣から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊

急事態宣言」が4月7日に出されました。不要不急の外出を自粛するよう

要請がなされたほか、密閉、密集、密接の「3つの密」を防ぐことなど

で新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みが進められているところ

です。

そうした状況を踏まえ、大阪府では、イベントの延期・中止や府有施等の休館などの措置につい

て、5月6日まで継続することとされ、池田市でも同様の措置がとられております。

この方針に基づき、市立池田病院としても、開催を予定していた「市民公開講座」や「ひまわり

サロン」などの講演会等は、当面、中止とさせていただきます。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

なお、再開などのお知らせについては、当院ホームページにてご案内します。

新型コロナウイルス感染症について

PCR検査等、診療に関する情報についても、あわせてホームページにて最

新の情報をご確認ください。

［URL］https://www.hosp.ikeda.osaka.jp


