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　肺がん、喘息、COPD（慢性閉塞性肺疾患、いわ
ゆる肺気腫や慢性気管支炎）、肺感染症（肺炎、肺
結核、膿胸等）、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群
などがあります。「せき」「たん」「階段や坂道での
息切れ」「持続する胸の痛み」などを自覚している
場合には呼吸器の病気の可能性がありますので、
外来受診してご相談ください。

　最新のデータによると日本における死亡原因の１位は悪性
新生物（いわゆる“がん”）で、死亡数は373,344人です。その
中でも肺がんによる死亡数は74,120人と、全てのがんの中で
最も多い人数です。しかし肺がん治療の進歩は著しく、特に肺
がんの中でも「非小細胞肺がん」と呼ばれるタイプでは、次々
と新しい治療法が開発されています。

　肺がん薬物治療としては2015年12月から免疫
チェックポイント阻害薬と呼ばれる薬による治療が開
始になりました。この免疫チェックポイント阻害薬の
開発について、昨年10月に京都大学の本庶佑先生が
ノーベル賞を受賞されたことは、記憶に新しいところ
です。さらに昨年12月から抗がん剤と免疫チェック
ポイント阻害薬の併用治療が開始され、薬物治療の
効果や生存率がますます向上しています。松下記念
病院でも、この併用治療を行っており、患者さまに
最新かつ効果が期待できる治療を提供できる体制
を整えています。

　喘息治療は、吸入ステロイド薬と吸入気管支拡張薬の２つが基本的な
治療となります。十分な吸入ステロイド薬と吸入気管支拡張薬を使用して
も改善がみられない場合を、「難治性喘息」といいます。

　実際の診療では、これらの吸入以外に別の吸入薬や内服薬を併用しま
すが、それでも良くならない場合に、生物学的製剤といわれる注射剤を
使用します。
　この注射剤は全ての方に使用できるわけではありませんが、血液検査
の結果で投与を考えます。すこし高価な薬剤になりますが、注射剤の使用
でそれまで何度も喘息発作を繰り返していた患者さまが発作を起こさな
くなったり、日常生活が楽に過ごせるようになる場合もあります。詳しく
は呼吸器内科にてご相談ください。

　松下記念病院での肺がん診療は、呼吸器内科による薬物治療、呼吸器外科による
手術療法、放射線科による放射線治療になります。
その他　・ 痛みなどの症状に対する緩和ケア

・ 薬剤師による薬物治療の副作用管理
・ リハビリ技師によるがんリハビリテーション
・ 看護師や社会福祉士による日常生活や不安などに対するサポート
・ 管理栄養士による栄養管理

など、多職種によるチーム医療の体制を整えています。

　患者さまにとって最善の治療を提供し、また患者さまとご家族さまが安心して日常
生活を送ることができるようにお手伝いをいたします。

呼吸器内科見学note診療科

日頃に診ている
　　　　主な病気は･･･

谷口（隆）
部長

山田（崇） 井ノ口

呼吸器内科とは･･･

階段や坂道で
息切れする

咳や痰が出る

今回は、最近特に
治療が進歩している

 呼吸器の病気をご紹介します。

肺がんは、組織型により非小細胞肺がんと
小細胞肺がんの2つに大きく分けられます。

非小細胞肺がん

組織分類 多く発生する場所
腺がん 肺野

へんぺい

扁平上皮がん
肺門

肺門・肺野
ともに発生する

大細胞がん

小細胞がん

肺野

小細胞肺がん

肺野の発生頻度も
高くなってきている（ ）

肺がんの組織型とその特徴

「呼吸」に関係する臓器の病気を専門的に診
る科で、胸の中で心臓、食道、骨・筋肉以外の
臓器を診ており、主に気管から肺にかけての
病気を診療しています。つまり、のど以降の空
気の通り道にある病気を診ています。

「難治性喘息」の薬物治療です。
「朝日新聞　2018年10日１日発行」より

肺がん薬物治療　４本の柱

抗癌剤
分子標的治療薬

血管新生阻害薬
免疫チェックポイント
阻害薬
2015年12月から治療開始

2018年12月から
免疫チェックポイント阻害薬との
併用治療開始

2001年治療開始

2009年治療開始

「非小細胞肺がん」の
　　　　　薬物治療です

2



　肺がん、喘息、COPD（慢性閉塞性肺疾患、いわ
ゆる肺気腫や慢性気管支炎）、肺感染症（肺炎、肺
結核、膿胸等）、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群
などがあります。「せき」「たん」「階段や坂道での
息切れ」「持続する胸の痛み」などを自覚している
場合には呼吸器の病気の可能性がありますので、
外来受診してご相談ください。

　最新のデータによると日本における死亡原因の１位は悪性
新生物（いわゆる“がん”）で、死亡数は373,344人です。その
中でも肺がんによる死亡数は74,120人と、全てのがんの中で
最も多い人数です。しかし肺がん治療の進歩は著しく、特に肺
がんの中でも「非小細胞肺がん」と呼ばれるタイプでは、次々
と新しい治療法が開発されています。

　肺がん薬物治療としては2015年12月から免疫
チェックポイント阻害薬と呼ばれる薬による治療が開
始になりました。この免疫チェックポイント阻害薬の
開発について、昨年10月に京都大学の本庶佑先生が
ノーベル賞を受賞されたことは、記憶に新しいところ
です。さらに昨年12月から抗がん剤と免疫チェック
ポイント阻害薬の併用治療が開始され、薬物治療の
効果や生存率がますます向上しています。松下記念
病院でも、この併用治療を行っており、患者さまに
最新かつ効果が期待できる治療を提供できる体制
を整えています。

　喘息治療は、吸入ステロイド薬と吸入気管支拡張薬の２つが基本的な
治療となります。十分な吸入ステロイド薬と吸入気管支拡張薬を使用して
も改善がみられない場合を、「難治性喘息」といいます。

　実際の診療では、これらの吸入以外に別の吸入薬や内服薬を併用しま
すが、それでも良くならない場合に、生物学的製剤といわれる注射剤を
使用します。
　この注射剤は全ての方に使用できるわけではありませんが、血液検査
の結果で投与を考えます。すこし高価な薬剤になりますが、注射剤の使用
でそれまで何度も喘息発作を繰り返していた患者さまが発作を起こさな
くなったり、日常生活が楽に過ごせるようになる場合もあります。詳しく
は呼吸器内科にてご相談ください。

　松下記念病院での肺がん診療は、呼吸器内科による薬物治療、呼吸器外科による
手術療法、放射線科による放射線治療になります。
その他　・ 痛みなどの症状に対する緩和ケア

・ 薬剤師による薬物治療の副作用管理
・ リハビリ技師によるがんリハビリテーション
・ 看護師や社会福祉士による日常生活や不安などに対するサポート
・ 管理栄養士による栄養管理

など、多職種によるチーム医療の体制を整えています。

　患者さまにとって最善の治療を提供し、また患者さまとご家族さまが安心して日常
生活を送ることができるようにお手伝いをいたします。

呼吸器内科見学note診療科

日頃に診ている
　　　　主な病気は･･･

谷口（隆）
部長

山田（崇） 井ノ口

呼吸器内科とは･･･

階段や坂道で
息切れする

咳や痰が出る

今回は、最近特に
治療が進歩している

 呼吸器の病気をご紹介します。

肺がんは、組織型により非小細胞肺がんと
小細胞肺がんの2つに大きく分けられます。

非小細胞肺がん

組織分類 多く発生する場所
腺がん 肺野

へんぺい

扁平上皮がん
肺門

肺門・肺野
ともに発生する

大細胞がん

小細胞がん

肺野

小細胞肺がん

肺野の発生頻度も
高くなってきている（ ）

肺がんの組織型とその特徴

「呼吸」に関係する臓器の病気を専門的に診
る科で、胸の中で心臓、食道、骨・筋肉以外の
臓器を診ており、主に気管から肺にかけての
病気を診療しています。つまり、のど以降の空
気の通り道にある病気を診ています。

「難治性喘息」の薬物治療です。
「朝日新聞　2018年10日１日発行」より

肺がん薬物治療　４本の柱

抗癌剤
分子標的治療薬

血管新生阻害薬
免疫チェックポイント
阻害薬
2015年12月から治療開始

2018年12月から
免疫チェックポイント阻害薬との
併用治療開始

2001年治療開始

2009年治療開始

「非小細胞肺がん」の
　　　　　薬物治療です

3



新入職の医師紹介 今年度より当院で新しく勤務する先生を紹介します。

newsnews

西條　優斗 井ノ口　乃英瑠

廣瀬　瞳

濱田　聖子

金山　益佳

伊藤　忠雄

松田　郷美

大西　香蓮

池村　高明

安田　康祐

北口　知明

さいじょう  ゆうと いのくち   　 の え る

ひろせ　ひとみ

はまだ　  せいこ

かなやま　 み か

いとう  　ただお

まつだ　  さとみ

おおにし　かれん

いけむら  たかあき

やすだ 　こうすけ

きたぐち  ともあき

私が最も大切にしたいのは、患者
さまとのコミュニケーションです。
困っていることを何でも話してい
ただけるような雰囲気作りをめざ
し、心に寄り添いながら、何が問
題なのかを一緒に見出せるような
医療を提供できればと思います。

呼吸器領域の疾患は多岐に渡り、
腫瘍、感染症、喘息、COPD、結核
など様々な疾患を外来、入院双方
で診ています。寄り添う形で最善の
医療を提供していきたいと思って
います。

地域の皆さまに少しでもなじんで
日々の診療に携われたらと思いま
す。精一杯がんばります。

新しい環境で心機一転し日々の診療
を行ってまいります。大阪で働くのは
初めての機会ですが、地域医療に貢
献できるようがんばります。

女性医師としてよりお役に立つ
ことができればと思っています。
よろしくお願いいたします。

６年振りに戻ってきました。消化
器疾患に対し幅広く診療いたし
ます。外科治療・抗がん剤など
でお気軽にご相談ください。

各診療科の担当医や病棟
スタッフと連携しながら、
不安や不眠などで悩まれ
ている患者さまのお話に
耳を傾け寄り添うことで、
こころのケアに取り組み
ます。

子供の頃、祖父が入院していた
病院の先生に憧れたことから
医師をめざし、また学生時代に
見学したお産に大変感動し、産
婦人科を志望しました。初心を
忘れず、日々精進していきたい
と思います。

小児科領域では他科と違い、病気や全身
状態以外にも成長や発達といったことも気
にかける必要があります。そのため、御両
親や他職種の方々と協力して診療に当たら
せていただきたいと存じますので、出来る
限り大きな「一助」となるようがんばります。

安全で痛みの少ない麻酔を
心がけています。

放射線科の仕事は、外来や入院で患者さまに
関わることは少ないですが、画像診断や
カテーテルインターベンションなど皆さまの
お役にたてる範囲はとても広い科です。まだ
まだ経験も少ないですが、検査時など不安が
ないように対応するよう心がけていきます。

糖尿病・内分泌内科 呼吸器内科

消化器内科

消化器内科

外 科

外 科
副部長

精神神経科

産婦人科

小児科

麻酔科

放射線科
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松下記念病院のとっておきニュース♥

お届けします！

一次再建
乳がんによる乳腺切除と

同時に再建

　乳房再建は、行う時期により
一次再建と二次再建があります。

　また、乳房再建術は現在大きく分けて、人工物による人工乳房再建と自分の体の一部を使う
自家組織再建の２種類があります。

　当院では一次再建に加えて二次再建も手術可能となりました。乳がん手術からの経過年数、
年齢は関係ありませんし、別の病院で乳がん手術を受けた方やとりあえず再建がどのようなものか
知りたいという方もご遠慮なく相談してください。院内がん相談支援室（１階正面カウンター裏）に
直接相談していただき乳腺外科外来を受診してください。

● 自動車で来院される方は、正面玄関前駐車場、
　 ほかに病院右側奥の駐車場をご利用ください。（有料）

● 自転車（バイク）は正面玄関左側の所定の場所に駐輪してください。

乳がん手術によって失われた乳房を
形成外科の技術によって新しく作る
手術です。

乳がん手術後の
　乳房再建術が可能

松下記念病院　患者支援連携センター　TEL：06－6992－5373
お問い合わせ先

駐車場料金変更

駐車料金
外来受診以外の方

60 分……………300円

最大料金はございません

外来受診の方

最初の４時間まで……200円

以降…………60分／ 100円
月～金………1,000 円
土・日・祝……700円

News Spot
ニュース スポット

（院内での割引手続きが必要です）
（お見舞い含む） 当日最大料金

乳房
再建術とは

※外来受診の方は、院内で割引手
続きが必要です。割引処理の際
に駐車券が必要になりますので、
必ず院内に駐車券をお持ちくだ
さい（お見舞いの場合は対象外）

二次再建
乳がんによる乳腺切除後
しばらくして再建

どちらか
選択

乳がん術後乳房再建手術は保険適応です。

乳房再建を専門とする形成外科医が行います。

組織拡張器

半年後

人工乳房を用いた乳房再建 ( インプラント法） 自家組織による乳房再建（筋皮弁法）

組織拡張器を胸の
大胸筋の下に挿入し、
その後人工乳房と
入れ換えます

背中の筋肉と脂肪を
含めた皮膚を移動して
乳房を再建します

人工乳房に入れ替え
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ホストピH

ospital Topic s

専門クリニック

糖尿病全体の概念把握のための講習および食事療法による具体的指導

糖尿病腎症患者を対象とした腎機能障害進展予防のための療養指導

禁煙指導

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療

呼吸器、その他の感染症治療

がん化学療法

主にピロリ菌の３次除菌

心臓血管外科治療のコンサルト、フォローアップ

不整脈に関するコンサルト、フォローアップ
（主にアプレーションやCTRdなど頻脈治療）

ペースメーカー植込症例の管理、フォローアップ

アルツハイマー病、正常圧水頭症などの認知症

パーキンソン病、脊髄小脳変性症などの神経難病

片頭痛や難治性頭痛などの頭痛

乳腺の様々な疾患、特に乳がんの早期発見をめざした診断、治療

呼吸器外科疾患（肺がん、気胸など）に対する診察と治療

乳がん術後の適切な乳房再建手術の選択と治療

ストーマを保有する患者さまに対する療養指導

14：00

14：00

14：00

14：00

9：00

9：00

13：00

14：00

9：00

14：00

14：00

10：00

9：30

9：00

9：00

13：00

9：00

13：00

14：00

9：00

血液疾患や膠原病に対する治療および療育相談

シナジス接種適応児への接種

けいれん、てんかん、熱性けいれんなどの神経疾患に関する治療・管理

小児食物アレルギー、喘息、アトピー性皮膚炎などに対する治療・管理

小児循環器疾患の治療および管理

小児腎疾患に対する治療および管理

定期・任意の各種予防接種

生後１ヶ月健診、後期健診（10ヶ月から１歳）

小児内分泌疾患（甲状腺疾患・糖尿病・低身長など）
肥満症に対する治療および管理

骨腫瘍、軟部腫瘍、転移性腫瘍に対する診療

変形性膝関節症、変形性股関節症など、関節疾患に対する治療

骨粗鬆症に対する検査、治療

前期…妊産婦に対する生活指導
中期…分娩時の正しい知識の指導（その１）
後期…分娩時の正しい知識の指導（その２）

産前・産後の保健指導、相談

13：30

13：00

13：30

13：00

13：30

14：00

13：30

13：30

14：00

9：00

9：00

14：30

13：30

10：00

13：00

補聴器業者共同による補聴器適合検査、フィッティング、定期点検など13：30

慢性腎臓病（StageⅢ以上）の栄養指導と治療
ネフローゼ症候群や腎炎症例の診断と治療

糖尿病患者を対象とした足病変の予防と早期発見

足病変治療のための靴外来

足病変の早期診療と治療方針決定

末梢動脈疾患（PAD）の診断、治療、フォローアップ

専門・認定薬剤師によるがん薬物療法のスケジュール
副作用対策の説明や抗がん剤に関する相談全般

9：30

13：00

14：00

13：00

15：00

9：00

松下記念病院では、ある疾患または症状に対して、
専門的な診療・治療を行う専門の外来科を開設しています

受診希望等、詳しくは各診療科にご相談ください

第1・3・5

第2・4

第2・4

第３

第１

第１・3

～

糖尿病教室

糖尿病透析予防

禁　煙

睡眠時無呼吸

感染症専門

腫瘍内科

ピロリ菌（自費）

心臓血管

不整脈

ペースメーカー

物忘れ

神経難病

頭　痛

乳　腺

呼吸器外科

 乳房再建（乳がん術後）

ストーマ

小児血液・膠原病

シナジス

小児神経

小児アレルギー

小児循環器（心臓）

小児腎臓

予防接種

乳児健診

小児内分泌

骨軟部腫瘍

関節外科

骨粗鬆症

出産準備教室

助産師

補聴器 

腎臓病

フットケア

フットウェア

足　病

末梢血管

 薬剤師（がん）

糖尿病･ 内分泌内科

呼吸器内科

脳神経内科

外　科

産婦人科

耳鼻咽喉科

腎不全科

足病診療科

薬剤部

整形外科

小児科

消化器内科

腫瘍内科

循環器内科
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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 経営企画課 〒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

松下記念病院  緑地管理業務
緑を通じて、病院を訪れる皆さまに心地よい空間を
ご提供できるよう、日々心掛けて作業しています。

院内プラズマディスプレイ
にも放映しております。

緑地管理の日常業務として

松下記念病院の緑
　松下記念病院は、公園の中にある病院をイメージして
造られており、サクラやヤマボウシ・ツツジなどの花木
を始め、クスノキ・メタセコイア・ケヤキなどの大木も
多く、四季折々の花や新緑、緑陰や紅葉など、一年を
通じて様々な景色を楽しんでいただくことができます。
また、１階の中庭や地階の吹き抜けなど庭園も設置され
ています。院内にいても、中２階やロビーの窓からその
緑を楽しめる植栽となっています。

株式会社 西川造園

松下記念病院のお花畑

剪　定

薬剤散布

植替え

清掃・管理

作業員所持資格
● 大阪府農薬管理指導士
● 庭園管理士
● フルハーネス型墜落制止用器具
● 上級職長・安全衛生責任者

● 振動工具
● 高所作業車運転
● チェーンソー

私たちが作業しています
気軽にお声かけください！

潅　水
かん　　　すい

※水を注ぐこと

樹木の形を保ち、健全に成長させるために適切な剪定、伐採、周辺の
草刈り、芝刈りなどを行います。

春から夏にかけては、日々の潅水が重要です。
芝生や花壇、鉢植えにも忘れずに潅水します。

害虫や病気から樹木を守るために薬剤散布を行います。
皆さまの来院前、早朝に害虫駆除の薬剤散布を行っています。

花壇やプランターは、季節の花を楽しめるように春夏秋冬に
あわせて植替えをしています。

その他、除草や落葉清掃、観葉植物の手入れなど、植栽に
関わる様々な作業を行います。

春

秋


