
健康医療分野における戦略的取組み～『大阪府市医療戦略会議 提言』の具体化～ 

◆戦略目標◆ 
  ○ 府民の健康寿命を延伸し、生涯にわたるQOLの向上 
  〇 超高齢社会に必要な新たなサービスや製品等の開発 
     裾野の広い関連産業の振興 
  →大阪のGDP拡大、雇用機会創出、医療・介護関連公費支出の適正化 
  →将来の大阪の成長戦略の拠りどころに！ 

『大阪府市医療戦略会議 提言』の具体化を推進    
大阪府立病院機構における戦略的取組み 

 
５病院の特性と資源を活かした、４つのアクション 
 
１．病院食を利活用して府民の食生活をサポート 
 
２．成人病センターの病・病連携による機能強化と診療情報一元化 
 
３．生きた細胞を活用したがん細胞バンク構想 
 
４．各病院の強みを活かし医療サービスの質を向上 
 
（民間での動き） 
 病院食の利活用を進めるなど、医学的・科学的エビデンスのある健康    
 や食に関する情報を提供する、「一般社団法人メディカルサイエンス 
 ベーストリソース研究所」が設立されました。 
  
 

 

 
多くのプレイヤーやステークホルダーによる多様な取組みにより具体化を推進！ 

 

戦略の趣旨を踏まえた、大阪府立病院機構の取組みへ 

   
スマートエイジング・シティ地方創生戦略事業 

 
スマートエイジング・シティの実現・具体化に向けた 
取組みとして、「食」の視点と「ＩＣＴ」の活用を通じた
新たなスタイルのまちづくり事業を推進する 
 
＜内容＞ 
  地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、 
 「食」×「ＩＣＴ」をテーマとした、健康寿命の延伸と新たな 
 “ご近所経済圏”の創出を進めるための包括的政策パッケージ 
 に対する事業補助 
   

   
 

  連携による相乗効果を期待 



 



大阪府立病院機構における戦略的取組み 
～５病院の特性と資源を活かした４つのアクション～ 

平成27年９月 
 
 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 



その１：病院食を利活用して府民の食生活をサポート 
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各病院で患者様に長年提供してきた病院食レシピをデータベース化し、広く提供 

○府立５病院の病院食レシピを提供します。 
  → 各病院で長年提供してきた疾患毎の病院食をはじめ、食事、食品の情報を再整理し、体系化 
    （病者食データベース化） 
○民間企業等と連携した事業スキームを構築します。 
  → 病者食のレシピの公開や出版活動 
  → 医学的なエビデンスを認証してもらった病者食を民間企業と連携し、府民に提供 
    （※ 別添「一般社団法人メディカルサイエンスベーストリソース研究所」資料参考） 
  → 病院内のコンビニ、カフェ他で病者食を提供 
  → その際、医薬品と食品の相互作用や禁忌情報、食事の摂り方等の配慮情報を提示 
○病者食の普及に向け、民間企業等と連携して、ＰＲイベント等を実施します。 
○病院における食材として、大阪産（おおさかもん）の活用、地産地消の推進を図ります。 
 

病気の方、病気を予防したい方にとって、医学的エビデンスに基づく食事が重要です。 
患者様に提供してきた疾患毎の病者食（いわゆる病院食）のレシピを広く利活用することで、民間企業等と 
連携して、同様の食事を病院外でもご利用できるようにするなど、食事面で支援します。 
その際、専門医、薬剤師、管理栄養士、看護師等の専門スタッフが一つのチームとして専門的知見を提供 
することにより、日常食生活をサポートし、疾患管理と再発予防を支援します。 

【具体的取組】  

【目指す将来像】 

○退院後の在宅治療・在宅介護において、家族が安心して食事づくりができる環境につながります。 
○今後増え続けるがん患者様が、普段の生活を行いながら治療ができる環境を食事面で支援できます。 
○超高齢者社会に向けて独居老人をはじめとする府民の、安全安心な食生活につながります。 

【期待される効果】  
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病院機構各病院で提供してきた病院食レシピを再整理・体系化し利活用 

病者食レシピ 
データベース 

調剤薬局 

病  院 
 

介護施設 

患者 
様 利活用事業 

イメージ：病院食を利活用して府民の食生活をサポート 

再整理・体系化 

企業や団体と連携した 
各種イベントの実施 

各病院内の 
コンビニ・カフェ等 

   との連携 

民間企業や 
各種団体等 
との連携 

専門医 

薬剤師 管理栄養士 

http://www.opho.jp/


その２：成人病センターの病病連携による機能強化と診療情報一元化 
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がん患者の診療向上にむけた病病連携：大阪府立成人病センター＆重粒子線がん治療施設＆国家公務員共済組合連合会大手前病院 

○近接する国家公務員共済組合連合会大手前病院(以下「大手前病院」）との間で診療連携を行います。 
 ―２０１５年度内に患者様同意のもと、大手前病院の診療データ（病名、処方、検査結果、画像データ等） 
   を現成人病センターで閲覧できるシステム体制を整備 
 ―新成人病センター移転後には、大手前病院でも成人病センターの診療データを閲覧できるシステム 
   体制を構築 
 ―医師の相互派遣など、大手前病院との診療協力により総合的な診療機能を強化 
○２０１８年３月に隣接地に開院予定の重粒子線がん治療施設との診療連携等により、患者様にとって最適  
  ながん治療を行います。 
 ―重粒子線がん治療施設と診療データを相互に閲覧できるシステム体制を構築 
   ―病状や治療方針の共有による重粒子線治療を提供 
○国指定・府指定のがん診療拠点病院をはじめとする、病院、診療所、調剤薬局などと診療データを相互 
  に閲覧できるシステム体制を構築します。 

高齢化に伴い、２人に１人ががんに罹り、既往症のある患者、合併症のリスクも増加します。 
大阪府立成人病センター（以下「成人病センター」）は、西日本におけるがん治療拠点として地域の総合病院や 
専門治療施設と積極的に連携して診療機能を強化し、既往症や合併症のある患者様に対しても、より迅速かつ 
効率的に質の高い医療を提供します。 
共通診察券の導入等、大阪府内のがん診療連携ネットワークを構築する中心的役割を担います。 

【具体的取組】  

【目指す将来像】 

○迅速で円滑な紹介、受入れ、転退院調整の実現により、患者様の病状や事情に適したシームレスな 
  がん治療を提供します。 
○受診・治療にかかる患者様のご負担を軽減します。 

【期待される効果】  
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重粒子線がん治療施設 
（医療法人協和会） 

新成人病センター 
（大阪府立病院機構） 

手術療法 
化学（薬物）療法 
放射線療法 
その他の療法 

地域連携コーディネーターを配置 

大手前病院 
（国家公務員共済組合連合会） 

紹介 

紹介 紹介 

治療報告 

治療報告 

・質の高い医療を効率的に 
 受けられる（患者様） 
・過去の診療情報を活かして 
 対応できる（成人病センター） 
・治療結果を診療に活用できる 
 地域連携クリティカルパス 
 （大手前病院）        

・日常生活を行いながら治療が 
 できる（患者様） 
・病状の変化をタイムリーに     
 把握できる（成人病センター）  
・治療方針や病状を理解し、 
 質の高いケアを行える 
（重粒子疾患対象患者様） 

データ連携 

イメージ：成人病センターの病病連携による機能強化と診療情報一元化 
がん患者の診療向上にむけた病病連携：大阪府立成人病センター＆重粒子線がん治療施設＆国家公務員共済組合連合会大手前病院 

共通診察券 

紹介 

http://constnews.com/wp-content/uploads/2013/12/1f234f3fa82633ce558b325da0f1bb78.png
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dock.cocokarada.jp/sc/s-osaka/&ei=Ai5oVYmYGua6mQWBuYH4Bg&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=118.151.148.142&ts=1432890843213875&auth=66sk2fbe5juinzaogb3dwucauvg3jp36&rndm=0.04601859630241728&v6s=2&v6t=49707&bvm=bv.93990622,d.dGY&psig=AFQjCNG4LgJYReW7gmCNLvE0NMdzK5xkFw&ust=1432977243155703


その３：生きた細胞を用いたがん細胞バンク構想 
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大阪府立成人病センター特許の活用。オリジナル技術を用いた新規事業による社会貢献 

 ○成人病センターが保有する資源を活用し、民間企業等と連携するため、世界で初めて遺伝子異常を明らか  
  にした生きたがん細胞のバンク創設をめざします。 
  －成人病センター研究所で開発したオリジナルの特許技術によって、がん細胞を生きたまま塊として培養 
    するCTOS(cancer tissue-originated spheroid)法や、がん細胞の遺伝子異常の検索技術（次世代シークエンサー 
    を保持）を活用し、新しい視点のがん創薬研究に貢献 
  －民間企業等と連携して、ヒトがん細胞での新規創薬の効果判定を目指す国内外の企業・研究者にこれら 
     を提供 
   

がんは我が国の死因第一を占める疾病です。画期的な治療方法を創造し、がんを克服するためには、生きた 
ヒトがん細胞を使った研究が重要です。 
また、将来、がんをおこす遺伝子変化を生じないように、がん予防のための研究も必要です。 
そこで、膨大な種類と数のがん組織を扱っている成人病センターの資源と研究成果を活用し、初めての 
生きたがん細胞を使ったがん治療創薬研究の展開を目指します。 

【具体的取組】  

【目指す将来像】 

○西日本のがん拠点、世界中から注目される国際がん研究・治療拠点として病院機能の向上を図ります。 
○民間企業等との連携による画期的ながん治療方法の開発を行います。 

【期待される効果】  
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抗がん剤の治療効果の判定にはヒト癌細胞に対する効果判定が不可欠 

大阪を発信源とした新しい国際医療貢献 

イメージ：生きた細胞を活用したがん細胞バンク構想 

成人病センター＝日本有数のがん手術数 ＋ がん細胞塊の培養に初めて成功（CTOS法） 

成人病センター＝がん細胞の遺伝子異常の検索が可能（次世代シークエンサーを保持） 

初のがん細胞バンク創設へ 

膨大な種類と数のがん組織 

成人病センター 

民間の力を活用したがん細胞バンクで 
培養、遺伝子解析 

国内外の製薬企業、大学などの 
研究施設 

がん患者様の同意 

使用申込 

提供 

CTOS法 次世代シークエンサー 

がん細胞を用いた新規治療法の 
開発 

受託研究 



その４：機構の各病院の強みを活かし医療サービスの質を向上 
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○急性期・総合医療センターにおいて、基幹災害医療ｾﾝﾀｰ並びに高度救命救急センターとしての役割と実績を  
 基に、災害や救急等緊急時のトリアージや治療、さらには様々な生活支援などに必要な情報を共有・利用で 
 きるよう、平時から携帯する共通ＩＣｶｰﾄﾞ診察券の開発や導入を目指します。 

 －精査した医療情報を、ＩＣチップに記録・更新するしくみをつくる 
 －共通ICｶｰﾄﾞ診察券を普段から携帯し、災害・救急等緊急時に、情報を共有し利用できるしくみをつくる 

機構の各病院の強みを活かし診療情報の一元化や地域連携をすすめ、質の高い医療サービスを提供。 
府民の安心・安全に貢献します。 

【目指す将来像】 

保健所 
(関連の情報システム) 

 

薬 

広域災害 
救急医療情報ｼｽﾃﾑ 

（EMIS） 
診察 

処方薬局 

入院/退院 

救命センター等 

地域医療機関 

自宅/施設 
救出現場 

災害拠点
病院 

訪問診療 

避難所 

発
災 

緊急時に必要な健康・医療・介
護関連の情報がわかる 

突然の事故、
病状悪化 

〈将来像〉平時から災害時まで、共通に使用できるICカード化した診察券  
 は、様々な地域医療機関を行き来しながら、患者と医療機関の確実な連 
 携を行い、健康寿命を延ばすための起点と情報連携ハブになる。 

★現場から診療エリアに収容した後
の傷病者の病態を real timeで把握
する 

★避難所での所在者一覧
を直ちに作成できる。 

管理サーバ 

医療連携 

ヘルスケア連携 

(集団災害時の 
多数傷病者管理シ
ステム) 

★感染症マップや弱者要救助者マップを容
易に作成できる 

★トリアージカー
ド機能を持つ。 

府立病院機構 
（急性期・総合医療センター） 



その４：機構の各病院の強みを活かし医療サービスの質を向上 
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○呼吸器・アレルギー医療センターにおいて、重症アレルギーの予防に向けた診療や教育プログラムの実施、食物 
 アレルギー患者様に対する総合サポート機能の充実を図ります。 
 ―乳幼児重症アトピー性皮膚炎に対する早期介入等、正しい診療及び教育プログラムによる重症化の予防 
 ―重症アレルギーに対する先進的治療 
 ―アナフィラキシー及び食物アレルギーの診断、予防、不測の事態への対処として、食物負荷試験、経口免疫療法、 
   栄養指導等の充実及びかかりつけ医等とのアレルギー情報の共有 

機構の各病院の強みを活かし診療情報の一元化や地域連携をすすめ、質の高い医療サービスを提供。 
府民の安心・安全に貢献します。 

【目指す将来像】 

アトピーの超重症化 
食物アレルギー等の発症 

全国トップレベルの食物負荷試験や、 
経口免疫療法等の最先端医療の提供 

※血清ＴＡＲＣ 
アトピー性皮膚炎の重症度を示す血液検
査、呼吸器Ｃが世界に先駆けて導入 

乳児の 
アトピー性皮膚炎 

アレルギーの発症抑制 

かかりつけ医 

どこでも適切な治療が受けられる 

レシピ公開 発症後の治療 

データ（血清ＴＡＲＣ※）
に基づく治療方針決定 

教育入院・外来での 
スキンケア指導 

呼吸器C 

情報を共有 

他病院 



その４：機構の各病院の強みを活かし医療サービスの質を向上 
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○呼吸器・アレルギー医療センターにおいて、院内感染制御のコンサルタント機能の充実を図ります。 
 ―結核や薬剤耐性菌について、遺伝子解析による感染源や伝播経路を特定 
 ―提携した医療機関向けに院内感染防止のノウハウの公開、提供 
 ―集団発生が起こした原因となった菌やウイルスを分析し、感染源や経路を調査、再発予防策についてアドバイス 
 

機構の各病院の強みを活かし診療情報の一元化や地域連携をすすめ、質の高い医療サービスを提供。 
府民の安心・安全に貢献します。 

【目指す将来像】 

調査依頼 

訪問・助言 結果報告 

検査依頼 

院内感染 
かも？ 

集団感染 
発生 

感染症の専門家が
いない・・・ 

保健所・公衆衛生研究所 

呼吸器Ｃ 



その４：機構の各病院の強みを活かし医療サービスの質を向上 
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○母子保健総合医療センターにおいて、生まれる前から成人まで、心身ともにシームレスな医療体制の 
  整備します。 
 ―小児難治性疾患の患者様に対し、治療後の発育・発達を促すとともに、成人までの移行期医療を充実   
  ・総合病院との強力な連携、地域医療機関との連携の強化等 
 ―ハイリスク母児に対し、地域の医療機関や保健機関と連携体制を強化し、総合的診療体制の整備 
  ・高齢初産婦の増加や社会的ハイリスク妊娠（若年・未受診・ＤＶ・精神疾患の合併等）に対し、地域  
   の医療機関や保健機関と連携体制をし、こどもを安心して産める体制整備   
 ―小児希尐難治性疾患のゲノム解析による早期診断と高度医療の提供 
 

機構の各病院の強みを活かし診療情報の一元化や地域連携をすすめ、質の高い医療サービスを提供。 
府民の安心・安全に貢献します。 

【目指す将来像】 



その４：機構の各病院の強みを活かし医療サービスの質を向上 

○精神医療センターにおいて、「担当医」制と「地域医療連携室（仮称）」による切れ目のない医療サービスを提供す  
  るとともに、地域におけるモデルとなるような予防からケアまでの認知症対策を実施します。 
 ―ホットラインで結ばれた病診・病病連携を推進、能動的な前方連携・合理的な病床調整・ 
   積極的な後方連携の仕組みを確立 
 ―関係機関と連携した認知症枚方モデルの実施（予防プログラム、身体合併症対応モデル事業、 
     ユマニチュード（＝人であることを尊重する）ケア）  

機構の各病院の強みを活かし診療情報の一元化や地域連携をすすめ、質の高い医療サービスを提供。 
府民の安心・安全に貢献します。 

【目指す将来像】 

府立精神医療センター 

地域医療連携室（仮称） 

・病診・病病連携、行政・救急連携 
・受診・入院相談、入院受付  等 

前
方
連
携 

後
方
連
携 

関係機関 

連携 

認知症 
予防プログラム 

ホットライン構築 

担当医 

認知症枚方モデル 

身体合併症 
対応モデル事業 

ユマニチュード 
ケア 
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理事長：山﨑英樹（公益社団法人 子どもの発達科学研究所 理事） 
 
 理事：塩﨑均 （近畿大学 学長） 
 理事：越智隆弘（大阪警察病院 院長） 
 理事：林紀夫 （関西労災病院 院長） 
 理事：谷口直之（大阪大学名誉教授） 
 理事：塩坂貞夫（奈良先端科学大学院大学バイオサイエンス科教授） 
 理事：片山泰一（大阪大学大学院 教授） 
 理事：森則夫 （浜松医科大学 精神神経医学講座 教授） 
 理事：清水栄司（千葉大学大学院医学研究院 認知行動生物学 教授） 
 理事：遠山正彌（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 理事長） 
 理事：松浦成昭（大阪府立成人病センター 総長） 
 理事：左近賢人（大阪府立成人病センター 病院長） 

※必要に応じて研究員等で医療エキスパートを追加参画させる。 

病者食利活用事業を円滑に進めるために、全国の先生方による連携社団を設立（2015.6.1登記済） 

「一般社団法人メディカルサイエンスベーストリソース研究所」 

医学的に立証された医療情報、健康情報、食情報などを提供することにより、誤った情報による 
健康被害を除去し、病気の予防、治療、在宅ケアなど、個人のクオリティオブライフを高めること 
を目的とする。 

「メディカルレシピ」 
（商標登録済み） 

 

医学的・科学的エビデンスを有する食事や食品を、臨床・基礎研究、専門医医師と共に、 
各疾患毎の専門薬剤師、専門臨床栄養士が一つのチームとなりバンキング 


