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　松下記念病院は消化器・一般外科・
乳腺内分泌外科・呼吸器外科などの
手術治療に対応しています。
　がんなどの悪性腫瘍に対しては放射
線・化学療法を取り入れた集学的治療
に取り組んでいます。

　5大がんとは、肺がん・大腸がん・胃がん・乳がん・子宮がんです。
　外科では、がんの進行度に応じて機能を温存し、できる限り低侵襲な(からだに
やさしい)手術を心がけています。
　低侵襲手術として盛んに行われているのが、傷をできるだけ小さくするために
腹腔鏡や胸腔鏡を用いて行う鏡視下手術です。これらより大腸がん・胃がん・肺
がんについて開腹・開胸という大きな侵襲を回避することが可能となり、患者
さまに大きな恩恵をもたらしています。乳がんに関しては乳房温存術もしくは
乳房切除術後の乳房再建術に対応しています。

外  科診療科

がんの根治をめざすことはもとより、患者さまのQOL(生活の質)を重視した
身体に負担の少ない手術を実施します

近年のがんの状況

主要５大がんと手術

死亡数の多いがん（2016 年）

　近年の医療技術の進歩により、生存率が改善されたとはいえ日本での死因の
トップはがんです。現在２人に1人はがんに罹り、３人に１人はがんで亡
くなります。
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鏡視下手術

代表的ながん治療の種類と特徴

　通常は開腹・開胸など皮膚をメスで切り、
身体の中を直接目で見て手術します。
　これに対して鏡視下手術は、小さな穴をあ
け、そこから内視鏡カメラや手術器具を入れ
てモニターを見ながら手術を行います。
　安全かつ短期入院でより高度な手術も
鏡視下で行えるようになり、大きな傷をつ
けなくてすむため術後の痛みが少なく、早期
回復を期待できる手術です。

　当院の外科は、高い医療技術を活かし、より高度な手術手技によるがん
治療の実現に向けて日夜努力しています。

手  術

薬物療法

放射線治療

がんそのものを除去する局所療法で、がん
治療において最も基本的で優先される治
療法。

外科治療や放射線治療などの局所療法とは
違い、主に全身療法に分類される治療法。
がんにおける薬物療法には主に、抗がん剤
とホルモン剤がある。

手術と同じくがんとその周辺を治療する
局所療法に分類される治療法。単独または
手術や抗がん剤と併用しておこなわれる。

胃 が ん
大 腸 が ん
肝胆膵がん
乳 が ん
肺 が ん
気 胸
胆 石 症
ヘ ル ニ ア

46
80
44
66
36
19
107
83

主な治療成績（2017年度）
病　名 件数

鏡視下手術の特徴

１：傷が小さく美容上優れている。
２：術後の痛みが通常の手術より軽くなることが多い。
３：手術中に臓器が空気に触れる時間が少なくなるので、
　　術後の回復が早い。
４：一般的に、体にかかる負担が少ない。
５：入院期間の短縮や、
　　早期社会復帰が可能な場合が多い。
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2018年7月より がん相談支援センター開設!!
～ 一人で悩みを抱え込んでいませんか？一緒にがんの治療について考えましょう

　 がんの専門スタッフがあなたに寄り添います ～集

06-6992-1231（代表）
月～金曜日  9：00～ 16：00

がん相談支援センター

ご連絡先

受付時間

面談スペース

がん相談支援センター窓口

がん相談支援センターは、がん患者さまや
そのご家族の意思を大切にしたいと考えて
います。気軽に立ち寄ることのできるアット
ホームなセンターです。特別な相談事がなく
ても結構、まずは窓口でお声かけください。

がん相談支援センター

　当院は2009年に大阪府から「がん拠点病院」に指定され、がん

患者さまからの相談は患者相談業務の窓口でお受けしていました。

2018年7月からはがん相談の専用窓口として「がん相談支援センター」

を新たに開設しました。当院には多くのがん患者さまが通院・入院さ

れています。これを読まれているあなたもそのお一人かも知れません。

がん患者さまやそのご家族は様々な悩みを抱えておられることでしょう。

最近は医療の新しい考え方として、SDM（Shared Decision Making）

があります。日本語に訳すと「協働的意思決定」と難しい言葉になりますが、患者さま自身が医療者と

一緒にがん治療やこれからのライフスタイルを考え、決定していくという新しい医療のかたちです。

　がんに関する悩みとして、病気の進行状況や治療のこと、抗がん剤の副作用、精神的な不安、経済的な

問題などひとりひとり悩みが異なります。当院にはがんに関する専門スタッフがいます。がん薬物療法に

精通した薬剤師、がん化学療法・がんの痛み・緩和ケアを専門とする認定看護師、がん治療と並行して

食事管理をする栄養士、生活の困りごとの相談を担うがん専門相談員（社会福祉士）が、チームとなって

皆さまの問題解決のお手伝いをします。

玄関ホール

松下記念病院 出入口
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　当科では一般的な歯科治療（虫歯の治療、根っこの治療、入れ歯
の作成）は地域の歯科医院にお任せし、一般的な歯科医院では治療
が困難な下記疾患の治療を行っており、標準的治療を高い水準で
提供できるよう努めております。

　放射線治療中、化学療法中、全身麻酔による手術を受けられる患
者さまに対して医科・歯科連携を主軸とするチーム医療体制を推進
し、専門的口腔ケアを行うことで術後性肺炎や口腔合併症の発生
を抑制し在院日数の短縮化をめざしています。また当院入院患者の
口腔に関するトラブルに対処しADL（日常生活動作）の向上に努め
ています。

まいふくし
◆埋伏歯の抜歯
一般の開業歯科医院では困難な埋伏歯、水平埋伏歯
（親知らず）の抜歯を行っています。
①抜歯後に数日の入院可能
②全身麻酔下で多数歯の同時抜歯実施（要入院）

◆有病者の抜歯
心臓病や高血圧、糖尿病、血が止まりにくくなる
お薬を服用され一般の開業歯科医院で難しい方
の抜歯外科的処置を行います（入院による治療可）。

◆顎骨嚢胞、顎骨腫瘍
小さなものは外来にて局所麻酔、大きなものは入院し
全身麻酔で摘出します。場合により開窓術を用いて
腫瘍を小さくしてから摘出します。

◆顎顔面領域の炎症
抗菌薬（抗生物質）の点滴を行い、膿が溜まっている
場合には切開して膿を出します（入院治療有）。

◆歯科インプラント
当科では、かかりつけ歯科医院からの依頼にて
インプラント体の埋入手術を行っています（歯を
入れる作業はかかりつけ歯科医院で行います）。

◆口腔の悪性腫瘍
口腔がんは初期では口内炎のように見えます。数
週間治らない口内炎はがんである可能性があり
注意が必要です。
当科では口腔がんの標準的治療を行っています。
ステージに合わせて手術だけでなく放射線治療、
抗がん剤を用いた根治的治療を行います。

◆習慣性顎関節脱臼
高齢者の人口増加に伴い増加傾向にあり、習慣性の
顎関節脱臼に対して手術を行っています。

◆顎骨骨折
上下の歯をワイヤーでくくって固定を行います。骨
の断端がズレている場合には全身麻酔下でズレ
を直し、金属プレートで固定する手術を行います。

◆唾液腺疾患
尿管結石や胆石のように唾液腺にも石ができます。
浅い場合は口腔内から摘出、深い場合は顎の下を
切開して唾液腺ごと摘出する場合があります。

中村 裕
部長
吉本 仁 中島 章宏

完全埋伏歯 半埋伏歯

人工歯冠

歯肉

インプラント

顎の骨

特色

当科の治療方針

松下記念病院のとっておきニュース♥

お届けします！ 歯科口腔外科
今回は・・・
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ホストピH

ospital Topic s

松下記念病院の 
講演会・セミナーのお知らせ

 日　　時 ●  毎週木曜日14：00 ～14：45
 講義内容 ● 16項目を週代わりで実施（心臓病、薬、生活指導、リハビリなど）
 講　　師 ● 医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士など
 会　　場 ● 松下記念病院２階　講義室

　心臓疾患は、一生上手に病気と付き合う姿勢が大切です。そのため
には、自分自身の身体の状態や付き合い方をよく知る事が大切です。
　松下記念病院では、患者さまの自己管理の知識修得の場として、心臓病
教室を開催しています。

　医師、管理栄養士、看護師、薬剤師、理学療法士、歯科
衛生士が週代わり(１回あたり講師２名)で講義を行います。
　仲間とともに学ぶ場は、生活上の工夫を情報交換する場
にもなります。

日　　時 ● 第1週～第４週 水曜日　14：00 ～15：00
会　　場 ● 松下記念病院 2階 研修室

　当院の肝臓病教室では、いろいろな職種の専門スタッフが、日頃の外来ではゆっくりお話できない
肝臓病の病態、治療、食事、日常生活などの説明をします。また、スタッフと参加された方々との
情報交換を行い、一緒に勉強していく場にしたいと考えています。

参加費
無料

予約
不要

参加費
無料

予約
不要

不定期開催のため、日程や内容については
ホームページ、外来ポスターなどをご参照
ください。

参加費
無料
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　以前より院外での開催希望が多いため、
広く近隣の住民の皆さまにお越しいただける
よう市民公開講座として企画いたしました。

　当院の医師・スタッフが市民の方々の
関心の高い健康や医療に関する内容を取り
上げ、市民健康セミナーとして皆さまに提供
しております。

　「病気について知りたいけど、話を聞く機会がない、遠くまで
出かけられない」そんな地域の皆さまの声にお応えして、松下
記念病院の専門スタッフが院外に出向き、地域との交流を図ると
ともに、健康づくりのお手伝いをさせていただきます。

日　時 ● 毎月第３火曜日　11：00 ～11：45
　　　　 （2018年５月・８月・12月は会場の都合上、お休みです）
場　所 ● 松下記念病院 ２階 講義室
持ち物 ● タオル、水分　＊ 動きやすい服装でお越しください

　介護を必要とする高齢者などが生活機能や健康状態をセルフ
コントロールしながら、できる限り住み慣れた地域での生活を
継続できるよう、地域で活躍できる場が必要とされています。
　そこで、「地域でいきいき健康
づくり～カラダもココロも元気
に～」をスローガンに、地域に
おける高齢者の交流の場として
松下記念病院の講義室を開放し
ています。民謡や童謡に合せて
身体を動かすカラ（からだ）コロ
（こころ）体操教室を開催します。

日　　時 ● 月～土 9：00 ～ 17：00
　　　　　 （日・祝日、12/29 ～ 1/4 を除く）
対　　象 ● 地域住民、市民団体、公共機関などが開催する
　　　　　  会合など
　　　　　（一講座につき、おおむね10名以上のご参加をお願いします。）
経　　費 ● 講師派遣の費用は無料です
会　　場 ● 近隣で申込者の指定される会場
　　　　　 （松下記念病院の会議室利用も可能です。ご相談ください）

参加費
無料

予約
不要

不定期開催のため、日程や内容についてはホームページ、外来ポスターなどをご参照ください。

地域のみなさまや患者さま、ご家族さま、ぜひご参加ください。
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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

(機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.1)
プライバシーマーク

取得

◇院内見学
●外来診察室(診察)見学

◇体験学習
●心臓マッサージ・AED体験
●透視(大腸内視鏡)体験
●手洗い体験

●臨床検査技師(顕微鏡検査：細菌・血液)体験
●栄養指導(フードモデルによる栄養評価)体験

　昨年初めて開催し、約９００人の来場となり大変ご好評をいただきました。
　今年度は“平日の病院稼動時の開催”を想定し、事前申込にて守口市・門真市
の小学生約４０人を公募しました。
　医療や介護の現場で働いている様々なスタッフを知ってもらい、日頃見ること
のできない設備や医療機器を見学、また仕事を体験してもらいました。
　なりたい職業で上位ランキングされる医師・看護師・薬剤師等、現場では実に
多くのスタッフが働いています。

　当日は、お子様を対象にさまざまな体験を通じて“将来のなりたい夢”の
きっかけにしていただきたいと言う思いで企画しています。興味津々に取り
組んでいるお子様の姿は感慨深いものがありました。

　参加者から『僕は将来医者になる！！』『私は看護師をめざしてます！』
他にも『知らなかったけど、知るとおもしろい！！』『楽しかった。また来たい！！』
等の嬉しい声をたくさんいただきました。

●放射線科（CT検査）見学

●高齢者疑似体験

●手術：ラパロ（腹腔鏡手術）体験

●リハビリテーション科（リハビリ）見学

●薬剤師(調剤：塗り薬の容器詰め)体験

newsnews


