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淀川キリスト教病院・見学会報告 

 

2013 年 7 月 2 日、私たちは 7 名で、大阪市東淀

川区柴島にある淀川キリスト教病院を見学させていた

だきました。がん看護専門看護師の市原香織さんの

案内で、チャーチ、外来化学療法センター、病理診

断科、薬剤部、地域医療連携センター、放射線科、

ホスピス・こどもホスピスなどを見せていただき、各部

署の担当者の方々からご説明をいただきました。また、

同じくがん看護専門看護師で主任看護課長の田村

恵子さんからは、病院の理念、がん患者支援や緩和

ケアなどについて詳しく教えていただきました。以下は、その報告です。 

 

【病院の特徴】 

淀川キリスト教病院は地域医療支援病院、大阪府がん診療連携拠点病院に指定されている。

1955 年、＜全人的医療＞をめざしたアメリカの医療宣教師フランク・A・ブラウン医師により、在

日本南プレスビテリアン教会の女性たちの献金で設立された。2012 年 7 月に東淀川区柴島に

移転。630 床規模。内科等各診療科の他、がんや難病患者の生活の質を高めるケアにも取り

組み、同年 11 月には、大人向けのホスピスと全国初の「こどもホスピス」が同居するホスピス・こ
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どもホスピス病院を開設。障がいや重篤な疾患を持つ子どものケアにも力を入れている。 

創立以来、地域の中核病院として、出産などの周産期医療、急性期・救急医療、終末期の

ケアと、文字通り、病院の理念とする＜全人的医療＞を提供し、地域住民からは「キリストさん」

と呼ばれ、親しみをもたれている。急性期の入院治療を終えて外来治療に移行したり、地域の

医院や自宅に戻った患者さんが、終末期になると、再び、病院のホスピス病棟に戻ることもでき

る。患者にとっては、最期まで面倒をみてもらえるという日本では数少ない病院の一つである。医

療のみならず、介護・福祉・ボランティアの分野でもパイオニア的試みが続いている。 

 

【チャーチ】 

病院訪問に先立ち、チャーチのある病院として広報されている

ことに大きな関心を抱いていた。日本にある緩和・ホスピス病棟

を抱える病院でチャペルのある病院は少ない。チャプレンのいる

病院は聞くが、チャペルまではない。 

病院入口を入り 4 階に上がると、正面に礼拝堂がある。パイプ

オルガンが設置され、9階まで吹き抜けとなっていて、どの階から

も礼拝に参加できるようになっている。250 名収容。敬虔なクリス

チャンたちによってもたらされたキリスト教精神による＜全人的医

療＞。それがこの病院の理念である。 

病院職員は全員、午前 8時 30分に礼拝堂に集合、礼拝後 1

日の仕事をスタートさせる。チャーチは、ベテランのチャプレンの藤井理恵さんをはじめとして、牧

師 6 名と神学校卒者 2 名で運営されている。午後 1 時からは全館にチャーチから聖書のお話

や賛美歌が流れ、入院患者さんはテレビ（チャンネル 1）でその放送を聞く事ができる。各病室に

は聖書も置かれている。もちろん、クリスチャンでなくとも入院は可能だ。 

「人類はさまざまなことを可能にしたが、人間を超えた所にしか見つからない答えがある」。藤

井さんの弁である。病も神の摂理の中にあるのかもしれないと思った。 

 

【がん診療センター】 

がん診療センター副センター長で腫瘍内科の重岡靖先生、化学療法看護認定看護師の椎

野育恵さん、がん看護専門看護師の谷澤久美皆さん、緩和ケア認定看護師の杉田智子さんか

らお話をいただいた。 

 同センターは、診療部門と相談支援部門から成り 2008 年に設立された。診療部門は外科療

法、内視鏡療法、化学療法、放射線療法、緩和医療内科、緩和ケアチーム、ホスピス・こどもホ

スピスと連携し、相談支援部門は、がん相談支援が中心となり、地域医療連携、在宅療養支援、

医療社会事業課との連携から成る。2009 年に府指定のがん診療連携拠点病院に指定されて

いる。 
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【外来化学療法センター・薬剤部】 

抗がん剤治療を行う化学療法室を見せてもらった。 室内は若草色に統一され、明るくさわや

かなイメージである。治療用ベッドやリクライニングが合計 30 台ある。20 台はリクライニング、10

台はベッドになっている(症状によりベッドを希望される患者さんも多いため)。他の病院の化学療

法室は 12～15台が平均的であるのに比べ、かなりゆとりがあるように感じられた。 

入院患者さんの化学療法は病室で行われるため、外来患者さんの化学療法が中心となる。

医師の要請により、点滴の時間帯はまちまちで、部位は限られていない。患者の希望時間に合

わせて治療が行われる。また、患者サロンのスペースと隣接しており、患者同士の交流が行わ

れている。トイレは、ストーマを装着した患者さんにも対応していた。 

毎月 1 回、がん診療センター会議が開かれ、そこではキャンサーボード、症例検討会、化学

療法による副作用の問題等も課題に挙げられるという。 

抗がん剤を調剤する薬剤部は、午前中に採血などの結果が出て、医師に治療可能が告げら

れた患者さんがスムーズに治療に移れるよう、化学療法センターと密に連携をとっている。医師

のゴーサインが出てから、処方箋やミキシング（抗がん剤の調合）を何重にもチェックした後に、

薬が患者さんの元に届けられるシステムになっている、と薬剤師の井上聖夜子さんから伺った。 

 

【放射線療法】 

放射線治療科は 2012年に新設された。治療室は放射線漏れ防止のため 3方向 50㎝もの

鉄板が内臓されたコンクリート壁で覆われ、米国バリアン社の最新リニアックが導入されている。

放射線治療中の患者は週 1回Ｄｒ（担当 1名）の診療で副作用その他がチェックされている。 

治療後のアフターケアは、定期的ではなく要望に応じて行われる。病院が駅から近く、仕事を

もつ患者の受け入れ体制もできている。これは大変ありがたいことだ。石井佳江医師と放射線技

師の鈴木善行さんから説明をいただいた。 

 

【病理診断科】 

病理診断科は、管理区域内にあり、患者さんたちからは見えない場所に設置されている。患

者さんから採取された検査材料の細胞診、そして、手術時に提出された材料から病理検査標

本が作製され、病理診断医によって、組織・細胞の形態学的診断が行なわれている。縁の下の

力持ちの様な存在で、仕事の内容がもっと患者や家族の目に触れ、注目されるようになったらと

思う。 臨床検査技師の播谷規子さんから説明をいただいた。 

 

【がんライフサポートチーム】 

がんと告げられた時、私たちは頭の中が真っ白になってしまう。そして、どうすればよいのかと

考えたとき、誰かに相談しなければと思う。そんな患者さんにそっと寄り添って一緒に考えてアド

バイスをしてくれるのが、「がん相談支援室」の看護師さんだ。 
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淀川キリスト教病院は、基本的な考えである“全人的

医療の理念”に基づく癒しを提供し、がん患者と家族が、

がんと共に生き、自分らしい日常生活が過ごせるようサ

ポートしてくれる。 

そのサポートは入院準備から治療中、自宅療養に至

ってもずっと続く。電話相談（0120-364-489）はもちろ

ん、2 階 2A にあるがん相談支援室（外来化学療法セン

ター並び）を訪れるのもよい。そこには、がん看護専門看護師 3名を含め 4名の看護師がいる。

そのほかにもソーシャルワーカー、栄養士、理学療法士、薬剤師、健康運動療法士、チャプレン、

心理カウンセラーなど多職種で構成され、患者の悩みに的確に対応してくれる。 

がん相談と情報提供の充実させた患者支援をめざす。患者サロンにはチャプレンや臨床心理

士も参加している。多種多様のサポートメニューで患者、家族を支えてくれる。栄養教室、リンパ

浮腫予防教室、お薬相談、緩和ケアの勉強会などもあり、がんに負けない体力づくりのため健康

運動指導士によるストレッチ体操や筋力トレーニングの指導も行っている。勉強会後の茶話会を

楽しみに集まってくる患者さんたちもいる。 

患者さん主体のこれらの取り組みにより、「がんになっても安心して、その人らしい生活が過ご

せる」ことをめざす。患者にとって心強い体制となっている。 

 

【地域連携医療センター】 

病病、病診連携、退院調整などを円滑に運ぶ部門。地域の開業医による在宅医療とも密に

連携する。 

まず、そのスペースの広さに驚く。入口の近くは事務局。奥には 6名のソーシャルワーカーと患

者支援看護師7名が働く患者支援センター、入院ベッドの割り振りをするベッドコントロールセンタ

ーと 3部門が一緒になっている。仕切りがなく、全員の動きが一目瞭然で、連携が取りやすくして

いるとのこと。さらに、奥には患者さんとの面談室も 8室あり、ソーシャルワーカーなどが対応にあ

たる。地域看護専門看護師の三輪恭子さんや職員の方々からお話を聞かせていただいた。 

地域連携は、病院と地域の開業医・診療所が連携を取り合い、患者さんの症状や病歴を把

握し合うことで、無駄な検査や医療が省かれることなどから重要視される。キリスト教病院は、患

者さんにはかかりつけ医の紹介状を持って来院することを勧める。この部門が効率的に機能する

ことで、病院への患者さんの集中・混雑が緩和され、患者さんの待ち時間も少なくなり、一人の

患者さんにあてる診察時間を増やすことが可能となっている。 

患者さんの平均入院日数は 1～2 週間で、半数は救急で運ばれる患者さんだという。職員の

方からは、国の問題として、亜急性期病院がないことが指摘された。もう少し長く入院をさせてあ

げたくてもできないため、退院調整に苦労するケースもあると言う。また、単身者が増え、家族や

地域のコミュニティの形が変わってきているので、地域の介護力の問題も指摘された。 
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【ホスピス・こどもホスピス病院 】 

「癒しと希望」のホスピス病棟は、本院から歩いて 10分ぐらいの東淀川区東中島にある。5階

建てで１階は、チャペル、外来、リハビリ室、2階がこどもホスピス、3階はイベントホールとシアタ

ールーム、パーティルーム、4 階に成人のホスピス病棟があり、家族がくつろげる畳の部屋もある。

5階はスカイガーデン。ウッドデッキの周りには花や草木

が植えられ、チョウも飛んで来る。花火も楽しんだ家族も。

ベッドのままで患者さんが外の空気を楽しめるようになっ

ている。ドッグセラピー同伴による犬との交流も可能と羽

鳥裕子こどもホスピス看護課長。 

成人病床は、一般個室 8床と家族と共に過ごせる有

料個室 7床の計 15床。患者さんの在院日数は平均 1

～2 か月で、常に満床状態が続いている。待機日数は、

患者さんの症状を考慮に入れるが平均で約 3か月だという。 

本年 5 月 22 日に、NHK クローズアップ現代「人生のディナーを召し上がれ」で、心のケアに

「食」を採り入れるという本院ならではの終末期医療の挑戦が、ホスピス長の池永昌之医師によ

って紹介され話題を呼んでいる。末期がんの患者さんに週に 1 度、何でも希望する食事を叶え

るという、患者さんによっては嬉しい取り組みだ。 

こどもホスピスは、全個室12室で、重症障がい児や難

病の子どもが利用できる個室が 6 室。緩和ケアを目的と

した個室が 6 室で、各部屋の壁紙には、クマのプーさん

やミッキーマウスなどのディズニーのキャラクターが使用

され、楽しさが演出されていた。プレイルームも「おそと」と

「おうち」、「がっこう」の 3 室あり、廊下も広く、この日、幼

い兄弟がボールを蹴って遊んでいた。 

大阪市の重症心身障がい児者等医療型短期入所実

施機関として認定され、重度障がい児を持つ家族が、出産や冠婚葬祭などで世話ができないと

き、7泊 8日などの短期で預かり、家族のレスパイト利用として期待されている。 

 

最後に 

駅の改札を出て目に飛び込んできたのが、「24時間365日」という淀川キリスト教病院の広告

でした。チャペルの幻想的で荘厳な雰囲気の中、自然と自分自身が守られている感覚を抱きま

した。外来緩和ケアも充実させ、電話相談も受けており、分け隔てなく、誰でも受け入れてくれる

淀川キリスト教病院に病院の在り方の一つを見た思いでした。3 時間以上に及ぶ見学に快く応じ

てくださった病院の職員の皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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会員活動紹介 

◆肝がんの診断と最新の放射線治療◆ 

大阪肝臓友の会主催 勉強会のお知らせ 

大阪肝臓友の会 事務局長  西村慎太郎 

 

○と き 2013年 9月 29日(日) 13:30-16:00 

○ところ 尼崎市立すこやかプラザ 

              尼崎市七松町 1丁目 3-1-502（フェスタ立花南館 5階） 

              JR神戸線「立花駅」下車、南へすぐ 

○テーマ 「肝がんの診断と最新の放射線治療」 

○講 師 神戸低侵襲がん医療センター 

              放射線科 部長・副病院長 石田 淳先生 

              放射線治療科 馬屋原 博 先生 

 

※ 先生のご講演終了後、参加者からの質問を承ります。 

              講演会終了後、参加者で交流会を開催します。 

 

【参考】トゥルービームのご紹介 

最新放射線治療装置（Varian社製、TrueBeam)を国内で最初に導入しました。 

従来の放射線治療装置と違い、正常な組織を守りながら治療効果をあげる”IMRT（Intensity 

Modulated Radiation Therapy：強度変調放射線治療）”と、呼吸の動きを補正する機能を組み

合わせた、最も先進的ながん治療システムです。１回あたりの治療時間も短くなり、からだにやさ

しく、高精度な放射線治療を受けられるようになりました。 

○呼吸や体動補正対策：肺や肝臓など、呼吸による臓器移動の影響が大きい部位においては、

呼吸性移動対策を実施しています。これによって、放射線の照射範囲を小さくするこが可能とな

り、副作用の発生頻度やその程度が軽減することが見込まれます。 

 

【参考】トモセラピーの特徴：腫瘍の形状に合わせて 360度全方向から治療 

 トモセラピーは、放射線治療装置がヘリカル CT のように回転しながら 360 度全方向から腫瘍

に集中的に放射線を照射する IMRT の専用装置です。360 度方向から複雑に照射野を整形す

るために、複雑な腫瘍の形状にフィットした照射を行うことが可能です。 

 放射線を照射して治療を行いたい腫瘍と、放射線をあまり照射したくない正常臓器が近接して

いる場合や、正常臓器が腫瘍に取り囲まれているような場合でも腫瘍に集中的に放射線を照射

することが可能です。 
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◆乳がんの病理診断について◆ 

のぞみの会 定例会報告 

のぞみの会 代表  渡邉美紀 

 

のぞみの会では、毎月第 2 木曜に会報発送とランチ or ものづくり会を、第 3 木曜に定例会を

しています。5 月の定例会では、大阪赤十字病院の臨床検査部副部長 兼 病理診断科部副

部長である若狭朋子先生に乳がんの病理診断についてお話をしていただきました。講義内容の

一部を以下に紹介します。 

 

○病理専門医の先生のお仕事とは？？ 

皆さんは、乳がんの治療がどのように決められているか、ご存知ですか？ 

念には念を入れて治療するならば・・・乳腺も胸の筋肉もわきの下のリンパ節も全部取る大が

かりな外科手術をして、手術後に放射線をあてて、抗がん剤を全部使って、女性ホルモンを抑

える薬を飲んで、予防的に残った乳腺も取ってしまうと良いでしょう。ですが、本当に、すべての

患者さんにこれらの治療が全部必要なのでしょうか。 

 治療には副作用がありますし、時間もお金もかかります。病理専門医の先生のお仕事は、不要

な治療が行われることなく、必要な治療を選択できるように、病理診断で正確な情報を提供す

ることだそうです。 

 

【手術前：術前病理診断】 術前の病理診断では、がんが疑われる部位から細胞や組織を取り

出して、顕微鏡でがんかどうか調べ、確定診断を行います。乳がんと診断された場合には、どの

ような性質をもっているがん細胞かを判定し、治療にどの薬を用いればよいか評価します。 

 

【手術時：術中迅速病理診断】 術中迅速病理診断では、手術中に執刀医が取り出したがん組

織を検査します。手術の断端部にがんがあるかどうか（がんを取り切れたか）やリンパ節への転移

の有無などを確認し、追加手術が必要かどうか（切除範囲を広げるか）検討します。 

 

【手術後：術後病理診断】 手術後、摘出した組織をよく調べて、術前病理診断で得られた情報

が正しかったかどうか、がんを取り切れているかどうか、改めて評価します。 

 

○病理専門医の現状 

日本の病理専門医数は2012年現在2188名で、全医師の約0.7%と、諸外国に比べて少な

いのが現状です。2004 年の統計によると、大阪の病理専門医数は、全国第 2 位にあたる 152

名で、一見多いように見えますが・・・人口 10万人当たりに換算すると 1.4593人となり、全国第

22位になってしまいます。大阪でも、病理医は決して多くない、というのが現状のようです。 
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定例会での会員さんからの質問を一部ご紹介します。 

 

Q. よく言われるがん細胞の顔つきが良い、悪いというのは、どういう状態ですか？ 

A. 細胞の核が大きすぎたり、細胞が規則性を守れずにバラバラになっている場合などは、顔つ

きが悪いがん細胞であるという風に表現されています。 

 

Q. 顔つきが悪いがん細胞は、転移しやすいのですか？ 

A. 顔つきが悪くても、一概に転移しやすいとは言い切れません。たとえば、HER2 陽性を示すが

ん細胞は、顔つきが悪いと言われています。しかし、ハーセプチンによる治療ができれば、腫瘍を

縮小する効果も期待できますし、その後に転移するかどうかは一概には言えません。また、ホル

モン受容体陰性、HER2 陰性であるトリプルネガティブのがん細胞には、従来抗がん剤治療のみ

が行われてきましたが、現在、新薬の開発も進んでいます。 

 

Q. トリプルネガティブのがん細胞に対して効果を示す新薬が開発されたというお話がありました

が、それは抗がん剤ですか？ 

A. 分子標的治療薬です。ここ 1～2 年以内に日本でも承認されることになると思います。諸外

国では、すでに使われ始めている薬です。 

 

Q. 非浸潤性/浸潤性と、顔つきの良し悪しは、どちらが重要視されるのですか？ 

A. 乳管や小葉の内部にとどまっているものを「非浸潤がん」、乳管の壁を破って、乳管や小葉

の外に広がっているものを「浸潤がん」といいます。非浸潤性か浸潤性かは、治療方針を検討す

る上で重要な要素です。当院の細胞診では、がん細胞を 3 ㎜の薄さにスライスしていますが、1

㎜の浸潤を見逃してしまう可能性もあるため、非浸潤性か浸潤性かを判断する際には慎重に検

査しています。 

 

Q. 日々薬剤が新しく開発されていますが、良い薬ができた（承認された）ときには、昔の検体を

用いて、その薬が効くかどうか調べていただけるのですか？ 

A. はい。実際に、ハーセプチンができたときには、過去の検体を調べていました。対象となりそう

な患者さんであれば、網羅的に再検査しています。 

 

終了後には、会員さんから下記のような感想が寄せられました（一部を抜粋しています）。 

・これまで“病理”の段階はブラックボックスでしたが、とても分かりやすく、聞きやすいお話でした。

初めて実際に携わっていただいている先生のお顔が見れて、安心と信頼感を覚えました。 

・わかりやすいだけでなく、興味深いお話でした。診断が難しくグレーのときは、「自転車を走らせ

Q&A 
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て近隣の病院まで持っていき、先生の意見を聞く」というお話などは、とても人間臭くて“病理”

の仕事そのものが身近な泥臭いところにあるものとして感じることができ、先生にとても親近感を

覚えました。 

・診断時、手術や治療時など、いろいろとお世話になっていたと思います。今日は直接お話を聞

くことができて、大変勉強になりました。 

・病理に関して勉強になりました。不安なことを丁寧に教えて下さいました。 

・本当に、中身の濃い講義でした。直接、乳がんに的を絞ったお話は久々でした。どの質問にも

即座にお答えいただき、とても詳しく良くわかるお話でした。 

・がん細胞の顔つきの良し悪し、がんの状態などとても分かりやすく説明していただきました。病

理医の先生のお話を聞く機会もなかなかないと思うので、貴重な経験となりました。 

 

最後に 

今回、お忙しい中、ついに病理医の先生が定例会に来てくださり、詳しく病理のお話を伺うこと

ができました。病理医の先生方と患者はお会いする機会が皆無ですが、病理医の先生方がいら

っしゃらないと、私たちのがんの診断も出来ません。まさに縁の下の力持ちですね。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

♪合唱練習のお知らせ♪ 

めざす会は、毎月 1 度、指導者のもと定期

的に合唱練習を開催しています。 

練習会場は拠点病院の会議室などをお借り

しています。7 月は大阪赤十字病院会議室で

行いました。参加者は、がん患者、家族、友人、

医療者の皆さんです。 

関心を持ってくださった方は、是非一度お問

い合わせください。多くの皆様のご参加をお待

ちしております。 

 合唱練習に関するお問い合わせは 

こちらまで 

【E-Mail】 

 mezasukai@muse.ocn.ne.jp  
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大阪大学がんプログループとの第２回意見交換会（7月2日） 

「がんプロと患者会の協働」をテーマに、阪大がんプログループと意見交換を行いました。 

・がんプロが開催する市民講座はどうあるべきか 

・患者の相談支援、院内・院外患者会や患者サロンの必要性  

・患者と看護師の関係 

・セカンドオピニオンを受けやすくするには 

・がんを怖がらない強い人間に育てることが必要ではないか 

・医薬分業の問題点 

以上のような点について話し合いをしました。医療者の立場でも患者会の立場でも、感謝のひと

ことが励みになるという現場での感想が出されました。医療者と患者会―これからも互いに本音

をぶつけ合い、がん医療がよくなっていくように努めたいと思います。 

 

めざす会メンバー紹介 

 

・リンパ浮腫患者グループ  あすなろ会（リンパ浮腫） 

URL< http://www.hi-ho.ne.jp/suzy/asunarokai/index.html/ > 

・大阪肝臓友の会（肝臓がん） 

URL< http://osaka.kanzo.org/ > 

・大阪市立大学医学部付属病院がん患者サポートの会 ぎんなん（全がん） 

URL< http://www.cscginnan.com/ > 

・水琴窟の会（乳がん） 

・特定非営利活動法人 チャイルド・ケモ・ハウス（小児がん） 

URL< http://www.kemohouse.jp/ > 

・のぞみの会（乳がん） 

URL< http://nozomi-no-kai.blog.so-net.ne.jp/ > 

・山本孝史のいのちのバトン（希少がん・患者・家族・医療者支援） 

URL< http://www.ytakashi.net/ > 

・いいなステーション（情報・支援） 
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