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地域連携センターだより

令和3年5月 No.164

休診・代診については、ホームページ（休診案内）をご確認いただくか、
地域連携センターまでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

和泉市立総合医療センター 地域連携センター
月～金曜日 9：00～19：00まで
土 曜 日 9：00～13：00まで

（但し祝日・年末年始の休日は除く）

TEL:0725-41-3150（直通）

FAX:0725-41-2513 (直通）

地域連携センター

予約受付時間

2021年度緩和ケアチームオンライン学習会 日程表
歯科口腔外科 新任医師のご紹介

【 経歴 】 2015年 愛知学院大学歯学部 卒業

大阪大学歯学部附属病院 第一口腔外科 入局

大阪大学歯学部附属病院、八尾市立病院 歯科口腔外科 研修医

2016年 大阪大学歯学部附属病院 第一口腔外科 勤務

2020年 大阪大学大学院歯学研究科 修了

医療法人社団生和会 彩都リハビリテーション病院 歯科 勤務

【 資格 】 日本口腔外科学会 口腔外科認定医

1、患者さんの視点に立った安心・安全な医療の実践に務めます。
2、患者さんに最適な医療を提供できるように努めます。
3、新しいことにもチャレンジし、医療の質の向上に努めます。
4、思いやりのある医療人の育成に努めます。

病院の理念

国指定

地域がん診療連携拠点病院 に指定されました。

平成23年から府指定のがん診療拠点病院としてがん医療に取り組ん

でまいりましたが、令和3年4月1日付けで、専門的ながん医療の提供、

地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報

提供などの役割を担う病院として、国から、泉州二次医療圏では2番目

の指定となる「地域がん診療連携拠点病院」として認定されました。

地域におけるがん医療の中心施設として地域の医療機関の皆さまと連

携しながら、患者さんが最善のがん医療を受けられるよう全力で取り組

んでまいります。引き続き、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

TOPIC

5月の休診・代診について

平素より大変お世話になっております。

2021年4月1日より、和泉市立総合医療

センターの歯科口腔外科に着任致しました、

歯科医師の藤下陽平と申します。

私は、大阪で生まれましたが、父が朝日大

学歯学部放射線科の教授に就任したため、

岐阜で育ちました。2015年に愛知学院大

学歯学部を卒業後、同年に大阪大学歯学

部附属病院第一口腔外科に入局し、口腔

外科について学んで参りました。泉州のこと

は知らないことばかりですが、これから少し

ずつ知っていきたいと思っております。

当科を受診された患者様が安心して医療

を受けられるように、そして患者様に質の高

い医療を提供できるように、日々精進したい

と考えております。また、地域の先生方から

安心して患者様をご紹介頂けるように励ん

で参りますので、まだまだ若輩者ではありま

すが、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し

上げます。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

歯科口腔外科 藤下 陽平

日時 テーマ 講師

第2回 6月
疼痛①

アセスメント・薬物療法・副作用

腫瘍内科：長谷川 喜一
看護師：野田 順子
薬剤師：宮武 望

第3回 7月
疼痛②

神経ブロック・放射線治療・理学療法

麻酔科：橋村 俊哉
看護師：西村 史子
理学療法士：橋口 伸

第4回 8月 「アドバンス・ケア・プランニング」
～もしバナゲームをやってみよう～

★院内職員のみを対象に
実施予定のため配信は予
定しておりません。

第5回 11月 「告知時のコミュニケーション」
「希死念慮のある患者とのコミュニケーション」

精神科：松山 雅
臨床心理士（講師未定）

第6回 12月 「悪液質・倦怠感について」

腫瘍内科：長谷川 喜一
看護師：岡田 芙美子
管理栄養士：佐治 利章
理学療法士：橋口 伸

第7回
2022年
1月

終末期の患者や家族との関わり
退院調整支援の実際

看護師：岩谷 理佳子
MSW：城戸 愛美

配信日時は、決まり次第お知らせいたします。
お問い合わせについては、下記へご連絡ください。
【連絡先】がん相談支援センター 受付時間：月～金曜日 午前9時～午後4時

電話番号：0725-51-7631（直通）



月 火 水 木 金

午前
水谷（初診）
藤下（初・再診）

水谷（初・再診）
藤下 （初診）

藤下（初・再診）
水谷（初診）
藤下（初・再診）

水谷※予約制
藤下※予約制

午後
水谷（初・再診）
※予約制

水谷（初・再診）
※予約制

藤下（初・再診）
※予約制

藤下（初・再診）
※予約制

水谷（初・再診）
※予約制

藤下（初・再診）
※予約制

手術日

※受付時間は、午前8：00～午前11：30です。

※金曜日は手術日
※午後は処置中心のため予約制。但し、緊急の場合を除く

親知らず（智歯）や埋伏過剰歯、モニタリングを要する有病者の抜歯

顎骨や口腔粘膜など顎口腔領域に発症する嚢胞性疾患（袋状の病気）

顎口腔領域に発症する良性・悪性腫瘍

顎骨骨折や歯牙脱臼など顎顔面領域の外傷

各種口内炎、口腔真菌症や白板症、扁平苔癬など口腔粘膜疾患

顎口腔領域の腫脹や炎症

顎関節症や顎関節脱臼など顎関節疾患

舌痛症や三叉神経痛などの神経疾患

上唇小帯、舌小帯短縮性、口腔乾燥症（ドライマウス）やブラキシズム（歯ぎしり）など

対象疾患

診療実績 （2020年1月～12月）

新規患者数 ：2，365名（内 紹介患者：1,120名）
入院患者 ：107名
全身麻酔手術：73例

入院症例（件数）

地域医療機関との周術期口腔機能管理

当院では、地域の歯科医療機関との連携による『周術期口腔機能管理』を積極的に
実施させていただいております。手術前から入院中の口腔ケアは当院で行います。
退院後の口腔ケアの継続を地域の歯科医療機関の先生方にお願いしております。

がんセンター 口腔ケアチーム

がんにかかられた患者さんは、疾患による体の影響、手術・抗がん剤などの治療により、精神的身体的に大きな

負担が体にかかり、抵抗力が落ちてしまいます。口腔内は非常に多くの細菌が生息しており、抵抗力の低下によ

り口腔環境が悪化し、急性歯性感染症、口腔粘膜炎、顎骨壊死、歯周病の悪化など、さまざまな有害事象が発生

しやすくなります。

口腔環境の悪化は、周術期や化学療法、放射線療法施行中の患者さんの摂食量の低下、誤嚥性肺炎、敗血症

などの全身的偶発症の引き金になるため、当院の口腔ケアチームでは適切な口腔機能管理を行い、がん治療を

最後まで円滑に遂行できるように支援しています。

口 腔 内 評 価 ：当該科にご紹介を頂いた後、口腔内チェックをさせて頂きます。状態の悪い歯は事前
に治療や抜歯をお勧めすることがあります。

口 腔 ケ ア ：手術される患者さんは手術の前後に、化学療法をさせる患者さんは定期的に専門的
な口腔ケアを行っています。

地域歯科医院との連携：退院された患者さんや当院に通院が困難な方には、かかりつけ歯科医院と連携をと
り、必要な口腔ケア、治療をすすめていきます。

外来担当医表

※健常人の歯科治療（虫歯、入れ歯、歯槽膿漏）は行っていません。

抜歯・埋伏歯抜歯 40

顎骨腫瘍（嚢胞） 27

口腔がん(放射線化学療法含む) 12

骨髄炎(腐骨除去、顎骨再建含む) 12

蜂窩織炎 4

顎骨内異物除去 3

良性腫瘍 2

瘢痕拘縮修正 2

顎骨骨折 1

顎変形症 1

軟口蓋形成 1

骨隆起 1

リンパ節摘出 1

治
療
前

入
院
治
療
中

治
療
後

連携する
歯科医療機関和泉市立総合医療センター

手術等を担当する科 歯科口腔外科

依頼

説明、同意取得、管理計画書策定

ハイリスク患者

術前治療・口腔機能管理

ローリスク患者

術前治療・口腔機能管理

周術期ケア

管理計画書策定

術前治療・口腔機能管理術後治療・口腔機能管理

2020年10月に『日本口腔外科学会研修施設』に認定されました！

歯科口腔外科からのご案内
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