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聖隷浜松病院からのお知らせ

初診の方へ 紹介状をお持ちください
　紹介状及び予約が必要な診療科（紹介予約制）がありますので、事前にご確認く
ださい。なお、当院を受診される際に、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない場
合は、初診に係る選定療養費として7,700円（税込）を別途負担いただいています。
原則としてかかりつけ医からご予約をお取りいただくようお願いいたします。患者さ
んから予約する場合は診療科・担当医をご確認のうえ、下記までご連絡ください。

　予約変更は、適切な診療提供に支障をきたすおそれがあります。やむを得ず予
約変更を希望する場合のみ、下記までご連絡ください。
● お手元に診察券・予約券等をご準備ください。
● 時間帯によってはお電話がつながりにくい場合があります。
● 変更の際は医師等に確認が必要なため、お時間や日数がかかります。

面会時間…月～金曜 14：00～20：00、土曜・日曜・祝日 10：00～20：00
● 院内感染予防の目的で、以下の症状がある方には、面会を遠慮いただいています。
　発熱／咳・痰／原因不明の発疹／嘔吐・下痢

▶ 地域医療連絡室（JUNC） ☎053-474-8801
　  （月～金曜 9：00～17：00、土曜 9：00～12：00／祝日を除く）

▶ 産科外来（直通） ☎053-474-3067
　  （月～金曜 14：00～16：45／祝日を除く）

▶ 外来受付センター　☎053-474-0100 （月～金曜 9：00～16：45）

再診の方へ 予約変更のご案内

　妊娠検査薬等で妊娠が確認できれば、紹介状は不要です。受診希望日の7日～
10日位前までに、下記までご連絡ください。

産科の受診をお考えの方へ

面会の方へ 現在、面会に制限があります。詳しくはホームページをご確認ください。

　駐車場の収容台数に限りがあり、大変混み合いますのでなるべく公共交通機関
（電車・バス）をご利用ください。

ご来院の方へ

聖隷浜松病院 検 索

原則、平日（月～金曜）8：30～17：00です。
● 緊急の場合は、この限りではありません。
● 医師の都合（外来診療や手術の延長等）により面談が上記時間外になる
　場合もありますが、ご了承ください。
● やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。

医師との面談時間について（ご協力のお願い）

私たちは利用してくださる方ひとりひとりのために最善を尽くすことに誇りをもつ病院理念
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私たちの窓は、いつもみなさまに開かれています
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結腸がん
がん
に克つ！

26

日本人の2人に1人が一生のうちに一度はなるといわれ
ている『がん』。シリーズ「がんに克つ！」では、日本人がか
かりやすいがんを中心に、その特徴・最新治療・予防法
などを紹介します。

腸は直腸とそれ以外の結腸（盲腸を含む）に分か
れ、結腸にできるがんを結腸がんといいます。が

んのできやすい部位は
直腸とS状結腸といわれ
全体の70％を占めます
が、最近では結腸がんが
急速に増加しています。

大
腔鏡下手術はお腹を炭酸ガスでふくらませて、小
さな孔（1cm以下）を5カ所ほど開けて、腹腔鏡と

その他の専用手術器具を孔から出し入れして行います。
手術内容は開腹手術と変わりませんが、開腹手術と比べ
て切開創が極めて小さく、手術後の痛みが軽い上に回復
が早く、早期退院・社会復帰が可能となり、身体にやさし
い手術です。

腹

腸がんの治療は、進行度（ステージ）に応じて治
療方針が決まっていますが、切除可能ながんに

対しては手術で取り除くことが第一選択となります。早期
がんは内視鏡治療の対象となり、それ以外には手術が選
択されます。結腸がんの手術は、がんから前後10cmほど
離れた部位で腸管を切り離し、周囲のリンパ節とともに
切除します。その後、残った腸管をつなぎ合わせます。切
除する部位によって手術名が異なります。以前は開腹手
術で行っていましたが、現在は全国的に腹腔鏡下手術が
増加しており、当科でも大腸がん手術のうち80～90％を
腹腔鏡下手術で行っています。

結
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文責：大腸肛門科  部長　小林  靖幸

◆ 今月の色：クリスマス
病室で　そっと手を取るイブの夜　
－手のぬくもりが心を癒す静かな時間

腔鏡下手術をさらに発展させたものが手術支
援ロボット「ダビンチ」を使用するロボット手術

で、当科では2019年11月から直腸がんに対して行って
います。腹腔鏡よりも鮮明な拡大画像を３Dシステムで
見ながら操作を行い、手ぶれ防止機能を備えた色々な
角度に曲げられる器具を使えるため、より精密で安全
な手術が行えます。
　ロボット支援手術は従来の直腸がんに加えて、2022
年4月から結腸がんにも保険診療が認められるように
なりました。当科でも2022年8月から結腸がんに対して
も開始しました。従来にも増した質の高い手術がご提
供できると考えています。

腹

12月29日（木）～2023年1月3日（火）は休診します。
緊急の場合は救急外来での対応となります。救急外来受診の場合
は、必ず事前に☎053-474-2222（代表）にお電話いただき、ご相談
ください。

年末年始　診療体制のご案内

当地域では、祝日・休日の日中は休日当番医、夜間は浜松市夜間救急室
が対応しています。診療時間等は新聞や市の広報等をご覧ください。

祝日・休日・時間外診療のお知らせ

TEL 053-455-0099
夜間救急室

浜松市中区伝馬町311番地の2
浜松市医師会館1階

浜松市医師会ホームページ参考：

期 間
12月1日（木）～12月25日（日）
点灯時間
17：00～21：00

クリスマスツリー
（B棟1階 吹き抜けロビー）
クリスマスライトアップ（病院玄関）

聖隷のクリスマス！ 
ぜひご覧ください

YouTube　聖隷浜松 検 索

さらに詳しい情報などを、YouTubeの  聖隷浜松病院
チャンネル”で配信しています。ぜひ、ご覧ください。

“

DIC 19版：564

3 4

当院は、1997年に日本医療機能評価機構の「病院機能評価」を
初回受審し認証を取得しました（全国で2番目）。その後、5年ご
とに再受審しており、この度、6回目となる認証を取得しました。

「病院機能評価」で再認証を取得！
インフォメーション



診
療を支える診療科・センター紹介

ス
ペシャリス

ト

大腸肛門科

文責：大腸肛門科  部長　小林  靖幸（写真前列左） 文責：薬剤部  都甲  海（写真右）・矢部  勝茂

　当科は主に大腸がんに対する治療を行っています。
もっとも多いのが外科手術ですが、手術が難しい患者さ
んに対しては、抗がん剤治療や放射線治療を組み合わせ
た集学的治療を他科と連携しながら行っています。また、
緩和医療を含めた終末期医療にも積極的に取り組んで
います。
　大腸がん治療の基本は手術による病変の切除です。当
科では患者さんの身体への負担が小さく、術後回復の早
い腹腔鏡下手術を標準的に行っています。また、近年は
手術支援ロボット「ダビンチ」を使用したロボット手術も
積極的に行っています。今後も患者さんに合わせた治療
を提供していきたいと思っています。

　抗がん剤を始める時、ど
んな副作用があるのだろ
う、今までの生活はどうなるのだろう、などさまざまな不安が
生じると思います。がん専門薬剤師は、薬剤師外来や化学療
法室で、患者さんが大切にしていることや症状などを聴きな
がら、効果のある治療がいくつかあった場合は、どの治療が一
番患者さんに合っているのか、医師と相談しながら検討してい
ます。また治療中は、副作用にどのように対応したらいいのか、
悩むことがあるかもしれません。生じた不安や悩みを確認し
ながら、上手に薬を使うことで、できる限り今まで通りの生活
を送ることができるよう、医師や看護師と相談しながら抗がん
剤治療に携わっています。

がん薬物療法の
スペシャリスト

がん専門薬剤師がん専門薬剤師
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	白いまど12月号5-6
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