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総合診療科というのは
どのような科でしょうか？

医療費の増大は高齢化に伴う地
方で多い気がしますが、都心部
でも問題なのでしょうか？

総合診療科は患者さまを選びませ
ん。高齢者の方は様々な病気をお
持ちでどの科の先生に診てもらえ
ばよいのかわからないことが多々
あります。医師でさえどの科に紹
介すればいいのか迷うこともあり
ます。そのような場合に幅広く初
期診療を行うという面で総合診療
科は力を発揮します。

実際には感染症（肺炎や尿路感染
など）を多く診療しています。原
因不明の熱がある、体重が減って
きた、体がしんどい、病院を受診
したけど原因がよくわからない、
このような場合もおまかせいただ
ければと思います。

初期診療を行う科です。これま
でそれに該当する科はありませ
んでした。近年の高齢化や社会
保障費の増大を背景に急速に発
展している比較的新しい領域な
んですよ。

専門的な医療が必要となった
場合はどうなるのでしょうか？

もちろんそのような場合は、
専門医と連携をとりながら診療
します。

それは安心ですね。

次に、高齢者が病気のため入院
した場合、退院後の生活が不安
だと思いますが、その件について
はどのようにお考えでしょうか？

私たちは、病気に対する治療だけ
でなく患者さまの心理的、社会
的問題を含めた総合的な診療を
行っています。チーム医療を重視
し、リハビリテーションや退院後
の福祉制度の利用など専門部署と
連携しながら退院後の生活の不安
をできる限り解消するよう努めて
います。

具体的によくあるのは、ご高齢で
一人暮らしの方が病気をきっかけ
に日常生活を送ることが困難にな
るような場合ですね。もちろん当院
でリハビリを行いますが、疾患に
よっては回復期病院でのリハビリ
を継続してもらったり、地域包括
システムという往診や訪問看護、
ヘルパーさんによる支援などの
サービスを利用できるように手配
させていただきます。

今後10年での65歳以上の高齢
者の増加数は東京・大阪・神奈
川・愛知などの都心部で約
60%を占めるといわれ都心部
の高齢化は深刻な問題になって
います。

岡田部長　　　小山田部長　　　青景
　　（副院長）

見学note診療科 総合診療科
今回は、

2016年８月に立ち上げた総合診療科を、
総務課係長 青景がご紹介します。

副院長(兼)総合診療科部長 小山田裕一医師と
診療担当部長 岡田博史医師に

お話を伺います。

青景

青景

青景

青景

青景

青景総合診療科は、
どのような患者さまが
対象となるのでしょうか？小山田

小山田

小山田

小山田

岡田

岡田

岡田

岡田 博史 医師
（診療担当部長）

趣味：子供があきるまで
一緒に遊ぶこと

 夢 ：夢と希望のある
　　　診療科を築くこと

吉村 尚 医師

趣味：音楽
 夢 ：高齢化社会を

救う医師
谷口 隆介 医師

趣味：呼吸器疾患全般の
学習

 夢 ：幸せな老後

山口 勝利 医師

趣味：映画・カメラ
 夢 ：世界一周旅行

竹村 圭祐 医師

趣味：飲み会
 夢 ：田舎暮らし

細見 由佳子 医師

趣味：映画（主に海猿）
 夢 ：100歳まで生きる

私たちが
担当します！
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趣味：ゴルフ
 夢 ：日本一の消化器

内科医

山根 慧己 医師

趣味：ピアノ・旅行
 夢 ：先天性心疾患をもった

子供達が大人になった
ときの医療を支えたい

城田 あゆみ 医師

趣味：論文検索
 夢 ：子孫繁栄

佐伯 雅史 医師趣味：漫画・カラオケ
 夢 ：仕事と家庭の両立

篠本 真紀子 医師

趣味：ハイキング
 夢 ：一人前の医師

川俣 博史 医師

趣味：バイク
 夢 ：院長

三好 友樹 医師

将来は内科の中枢を担う領域となっていくと
考えています。その中で第一は地域の患者さ
まに安心して受診していただけるような科に
したいですね。つまり地域医療に貢献したい
という思いを強く持っています。

地域の健康・福祉だけでなく日本の医療の
構築へも貢献できるよう当院から発信して
いきたいですね。

では最後に、
総合診療科を受診される患者さまに一言お願いします。

当院の理念でもありますが、最高の医療と、患者
さまに満足していただける安全な医療を提供
し、医の高い倫理性や人間愛を尊重した医療を
めざします。

受診される方やそのご家族はもちろん
のことすべての方に希望のある診療を
行っていきます。安心して受診くだ
さい。

小山田

小山田

趣味は・・・　　　　夢は・・・
  建築ウォッチング　  日本一の総合診療科小山田

岡田

岡田

今後、総合診療科はどのような科に
なっていくのでしょうか？

青景

ところで、小山田先生の
趣味と夢はなんですか？

青景

青景
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　日本看護協会によって定められた制度であり、現在は21分野に
分かれています。様々な看護分野に熟練した看護技術と知識を
持つ看護師のことです。看護現場における看護ケアの広がりと質の
向上を図ることを目標としています。

　集中ケア認定看護師とは、「生命の危機状態にある患者さま・ご家族へのケア」を専門領域とし、
「さらなる重篤化の予防」「早期回復への支援」が主な役割です。
　重篤な状態では安静が必要ですが、安静にすることで筋力や認知機能の低下などの治療に
よる二次障害が発生する可能性は高く、退院後の「生活の質」を大きく低下させる原因となって

しまいます。専門的な知識・技術を持ち、重篤な病態の変化を把
握し、集中治療室から退院後の日常生活を見据えた早期回復訓練
等を行っています。
　現在は集中治療室に勤務しています。それ以外にも、本年度
より一般病棟へ転棟した人工呼吸器装着患者さまの呼吸ケアを充
実するための「呼吸ケアチーム」（Respiration Support Team）、
一般病棟に入院している患者さまの重篤化を未然に防ぐ「状態急
変予防システム」（Rapid Response System）の立ち上げメン
バーとして、一般病棟に入院している患者さまの「生活の質」の
維持・向上に取り組んでいます。

　日本の人口推移として2025年には、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人は75歳以上
といった超高齢社会となり、様々な病気を抱えながら生活する人がますます増加してきます。
　このような社会背景の中、集中治療を行っても回復が見込めない方も少なくありません。
「救命・延命」に主軸をおくだけではなく、患者さまの苦痛を取り除き、“看取り” という選択肢
を選ぶ「集中治療におけるEnd of life care（終末期ケア）」が注目されています。
　突然重篤な病気を発症した場合は意思疎通ができなくなった患者さまにかわり、ご家族が
急性期治療・延命治療についての選択・決断を迫られます。「何が患者さまにとってベストな
選択になるのか」急なことで判断に迷われるご家族と共に考えさせていただきます。
　集中ケア認定看護師として、急性期だけでなく、回復期、終末期と関わりを持ち、患者さま
の「生活の質」を少しでも維持・向上が出来る様に尽力したいと考えています。

中島 看護師

認定看護師って？

集中ケア認定看護師の役割とは？

これから・・・

松下記念病院のとっておきニュース♥

お届けします！ 集中ケア認定看護師
今回は・・・
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集
ドック健診センター
松下記念病院

news１

news２

news３

パナソニック健康保険組合の
被保険者さまだけではなく、

地域の皆さまにもご利用いただけます。

４月より受診者のニーズに応じた
様々な健診コースや

オプション検査を導入しました。

健診後、
精密検査が必要な場合、
松下記念病院の各診療科と
スムーズに連携いたします。

news４
●無料シャトルバス
　　守口ルート
　　門真ルート 運行

●昼食・無料ドリンク
　サービス実施

１年先の予約も申込可能
毎月第３土曜日も実施

インターネット予約が可能
予約専用フリーダイヤルを新設

検 索松下記念病院

詳しくはホームページを
ご覧ください。

“いつまでも元気でありたい”あなたに・・・   
あなたと一緒にいるご家族のために・・・

年に一度のドック健診は、大切なイベントのひとつです。

血管セット

動脈硬化・頚動脈超音波
7,000円

胃セット

胃カメラ（経口又は経鼻）
消化器マーカー

12,000円

肺セット

肺CT・肺マーカー・喀痰検査
20,000円

9,000円
乳がんセット

マンモグラフィー・乳房超音波

セットにするとお得です!!

1,720円
お得です

1,500円
お得です

500円
お得です

1,000円
お得です

56,000円

110,000円

160,000円

男性:240,000円/女性:250,000円

乳がんセット、経膣超音波、骨密度検査が
付いた女性の疾患を検査したい方に
オススメのコース

肺、胃、血管セットと脳ドックが付いた
全身を検査したい方にオススメのコース

PET/CT＋ドック健診＋肺がん検査＋胃カメラ
＋消化器マーカー＋腫瘍マーカーAFP＋SCC
がついた全身のがんを検査したい方にオススメ
のコース
ドックとPET/CT検査は別日となります。
日時はお電話で調整します。

当院での全ての検査を受診したい方に
オススメのコース

プレミアムコース

レディースコース

45,000円
標準的な人間ドック健診に
任意でオプション検査を追加したい方に
オススメのコース

ドック健診コース

総合がん健診コース

プレミアム
総合がん健診コース

和田 山平 杉尾 本山 池原部長 長井 眞弓

選べる健診が 5 コース
セットオプション検査が 4 セット

松下記念病院
ドック健診

0120-130533TEL予約
（平日8：30～16：45）

ドック健診予約フリーダイヤル

・肺ＣＴ……………

・肺マーカー………

・喀痰検査…………

・胃カメラ…………

・消化器マーカー…

・動脈硬化…………

・頚動脈超音波……

・マンモグラフィ…

・乳房超音波………

肺や気管、気管支などの病変について、通常の胸部X線検査で
は判断できないものを見つけるために行なわれます。
がんが作り出す特徴的な物質が血液にどれだけ含まれているか
を測定します。
痰の中に含まれる肺がんなどの異常細胞を調べる検査です。

ファイバースコープを挿入して、食道・胃・十二指腸の病気を見つ
けます。医師が直接観察するため、的確な診断が可能であり、
必要時には組織採取して病理診断もできます。
C E A ：大腸、胃、肝臓などの消化器系がんで高値を示します。 
CA19-9：消化器系がんの中でも膵臓がんで高値を示します。

膵臓、胆道で高い陽性率を示すほか、胃がん、大腸がん、
肝臓がんなどの消化器系がんでも高値を示します。 

四肢の血圧を同時に測定し、血管年齢(動脈の硬さ)や狭窄状況
を調べます。
動脈硬化が原因で、動脈の血管の壁(内膜)が厚くなったり狭く
なっているようすを写し出すことができます。

小さなしこりや石灰化病変の発見、しこりの大きさ、浸潤の状
況から乳がんや乳腺症を調べる検査です。
超音波を用いて乳がんや乳腺症を調べる検査です。

◆ PET/CT検査

◆ 脳ドック検査（脳ドック検査についてはオプション単体での受診も可能です）

PET/CTは、がんの早期発見を目的とし、１回の検査でほぼ全身を診ることができる検査です。がん
細胞は、正常な細胞に比べて多くのブドウ糖を細胞内に取り込む性質を持っています。PET/CTで
は、ブドウ糖によく似た放射性薬剤を注射し、その後、PET/CT装置で撮影すると薬剤が異常に多く
集積した部位を見つけるものです。

脳ドックは、脳卒中の予防、脳腫瘍・脳動脈瘤の早期発見などを目的とした検査です。
ご家族に脳出血やくも膜下出血などの病歴のある方、血圧・血糖・中性脂肪・コレステロールの値が
高い方におすすめします。
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乳がんセット

マンモグラフィー・乳房超音波

セットにするとお得です!!

1,720円
お得です

1,500円
お得です

500円
お得です

1,000円
お得です

56,000円

110,000円

160,000円

男性:240,000円/女性:250,000円

乳がんセット、経膣超音波、骨密度検査が
付いた女性の疾患を検査したい方に
オススメのコース

肺、胃、血管セットと脳ドックが付いた
全身を検査したい方にオススメのコース

PET/CT＋ドック健診＋肺がん検査＋胃カメラ
＋消化器マーカー＋腫瘍マーカーAFP＋SCC
がついた全身のがんを検査したい方にオススメ
のコース
ドックとPET/CT検査は別日となります。
日時はお電話で調整します。

当院での全ての検査を受診したい方に
オススメのコース

プレミアムコース

レディースコース

45,000円
標準的な人間ドック健診に
任意でオプション検査を追加したい方に
オススメのコース

ドック健診コース

総合がん健診コース

プレミアム
総合がん健診コース

和田 山平 杉尾 本山 池原部長 長井 眞弓

選べる健診が 5 コース
セットオプション検査が 4 セット

松下記念病院
ドック健診

0120-130533TEL予約
（平日8：30～16：45）

ドック健診予約フリーダイヤル

・肺ＣＴ……………

・肺マーカー………

・喀痰検査…………

・胃カメラ…………

・消化器マーカー…

・動脈硬化…………

・頚動脈超音波……

・マンモグラフィ…

・乳房超音波………

肺や気管、気管支などの病変について、通常の胸部X線検査で
は判断できないものを見つけるために行なわれます。
がんが作り出す特徴的な物質が血液にどれだけ含まれているか
を測定します。
痰の中に含まれる肺がんなどの異常細胞を調べる検査です。

ファイバースコープを挿入して、食道・胃・十二指腸の病気を見つ
けます。医師が直接観察するため、的確な診断が可能であり、
必要時には組織採取して病理診断もできます。
C E A ：大腸、胃、肝臓などの消化器系がんで高値を示します。 
CA19-9：消化器系がんの中でも膵臓がんで高値を示します。

膵臓、胆道で高い陽性率を示すほか、胃がん、大腸がん、
肝臓がんなどの消化器系がんでも高値を示します。 

四肢の血圧を同時に測定し、血管年齢(動脈の硬さ)や狭窄状況
を調べます。
動脈硬化が原因で、動脈の血管の壁(内膜)が厚くなったり狭く
なっているようすを写し出すことができます。

小さなしこりや石灰化病変の発見、しこりの大きさ、浸潤の状
況から乳がんや乳腺症を調べる検査です。
超音波を用いて乳がんや乳腺症を調べる検査です。

◆ PET/CT検査

◆ 脳ドック検査（脳ドック検査についてはオプション単体での受診も可能です）

PET/CTは、がんの早期発見を目的とし、１回の検査でほぼ全身を診ることができる検査です。がん
細胞は、正常な細胞に比べて多くのブドウ糖を細胞内に取り込む性質を持っています。PET/CTで
は、ブドウ糖によく似た放射性薬剤を注射し、その後、PET/CT装置で撮影すると薬剤が異常に多く
集積した部位を見つけるものです。

脳ドックは、脳卒中の予防、脳腫瘍・脳動脈瘤の早期発見などを目的とした検査です。
ご家族に脳出血やくも膜下出血などの病歴のある方、血圧・血糖・中性脂肪・コレステロールの値が
高い方におすすめします。
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お問合せ・ご意見等ございましたら、下記までご連絡ください。
松下記念病院 広報委員会 〒570-8540 大阪府守口市外島町5番55号
Tel.06-6992-1231（代表）　Fax.06-6992-5808
http://phio.panasonic.co.jp/kinen/

発 行

HPにアクセス！
日本医療機能評価
機構認定
(Ver.6.0)

プライバシーマーク
取得

これまでと同じ生活が維持出来るように、抗がん薬
治療や副作用症状のこと、治療による日常生活での
困りごと、その他薬全般を通して、薬剤師に相談し
てみたいということがあればお気軽に薬剤師外来
をご利用ください。

2017年 6月より
がん患者に対する薬剤師の支援をスタート！！

例えば…
◆ 抗がん薬治療を始めるって聞いたけど、副作用が不安・・・
◆ 通院しながら治療ってできるの？
◆ 治療スケジュールがわからない・・・
◆ 他の病院からも、お薬もらっているけど、一緒に飲んで
　 大丈夫？
◆ 健康食品はやめたほうがいい？食べ物や飲み物で
　 いっしょにとってはいけないものはある・・・？
◆ 治療を始めてから吐き気やしびれ、便秘がでてきた。
　 薬も出してもらったけどあまり効果がない気がする・・・
◆ 味覚がおかしくなってきた。薬で治るかな？
　 食事はどうすればいい？
◆ 副作用の症状があり、様子を見ていたが相談したい。
◆ 最近痛みが強くなって心配です。

薬剤師だけでは十分に対応できない場合
には他の専門職とチームで取り組んで
いきます。

当院は、大阪府がん診療拠点病院です。多く
の薬を使用するがん患者さまとご家族を薬剤
に関する面からサポートいたします。担当は
主にがん専門・認定薬剤師が行います。

薬 剤師外来
newsnews

ご希望の方は
診察室でご相談ください！！

宅和 水本 村上 早坂

医　　　師
看　護　師
管理栄養士

医療ソーシャルワーカー

診療
セルフケアの充実
味覚異常や低栄養など
経済的な不安など


