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今回は当院で力を入れて取り組んでいる

尿路結石症、泌尿器がんを取り上げます。

●膀胱炎、腎盂腎炎などの尿路感染症、
　淋病、クラミジア尿道炎などの性感染症
●腎結石、尿管結石、膀胱結石などの尿路結石症
●腎臓がん、膀胱がん、前立腺がん、精巣がんなどの泌尿器がん
●前立腺肥大症、神経因性膀胱、尿失禁などの排尿障害
●勃起、射精障害などの性機能障害、男性更年期障害

泌尿器科見学note診療科

泌尿器科とは･･･

　尿路に発生するがん（腎臓がん、尿管がん、膀胱がん）、男性生殖器に発生するがん
（前立腺がん、精巣がん）を診療します。がん治療として手術療法（開腹手術・腹腔鏡
手術・経尿道的手術）、がん薬物療法（抗がん剤・分子標的薬・ホルモン療法・免疫
療法）、放射線治療に対応しています。　患者さまの病状やご希望を考慮して選択して
います。

検 査

血尿の原因となる代表的な泌尿器がん

治 療

主な病気は･･･

こんな症状のときはご受診ください

泌尿器科の

　男性では 7 人に 1 人が，女性では 15 人に 1 人が
一生に一 度は尿路結石に罹患することになる病気で
す。上部尿路結石（腎結石，尿管結石）と下部尿路
結石（膀胱結石，尿道結石）があります。結石成分
はカルシウム結石、尿酸結石、感染結石、シスチン
結石などがあり、遺伝子や環境因子により発症すると
考えられています。
　主な症状は血尿、腹痛です。
　自然に排石することが困難な結石には、対外衝撃波
砕石術（ESWL）や経尿道的結石砕石術(TUL)で治療
します。どちらの治療も当院で受けることができます。
ESWLは外来通院での治療が可能で、身体への負担も
低めですが、数回の治療が必要な場合があります。
TULは内視鏡で直接結石を見ながらレーザで砕石し、
摘出しますので治療効果が高くなります。全身麻酔の
手術で入院期間は5日程度です。最新の内視鏡システ
ムを導入し、治療効率が上がっています

腎臓・尿管・膀胱・尿道などの尿路に
関する臓器と前立腺・陰茎・精巣などの
男性生殖器の診療を行います。病気を
診断して、薬物治療、手術治療を行い
ます。

泌尿器科の病気に
関連する症状

尿路結石症とは･･･

泌尿器がん

膀胱内視鏡検査で診断します。
さらにCT・MRIで浸潤度判定、
病期分類を行います。

表在性がんは経尿道的手術を
行います。

浸潤性がんは膀胱全摘除術＋尿路変更手術、転移がんは抗がん剤、免疫チェック
ポイント阻害薬による薬物療法を行います。

泌尿器関係の不調がある場合は、恥ずかしがらずにまず受診してください。
十分に説明した上で、患者さまのご希望に配慮しながら治療を行います。

膀胱がん

血尿、排尿痛、頻尿、排尿困難、
尿失禁、勃起不全

●血尿が出た、何だか尿が濁っているような気がする
●残尿感や、排尿痛、排尿時に下腹部に不快感がある
●トイレに行ってきたのに、またすぐに行きたくなる
●尿意があるのに、おしっこが出にくい
●尿が漏れることがある
●EDの相談がしたい
●陰茎や、陰のうが腫れている、痛みがある

腎臓～尿管～膀胱～尿道に起こる病気の診断から治療までを
トータルマネジメントしています。

清水（輝）澤田 落合部長

表在性がん 経尿道的手術後

尿管結石

経尿道的結石砕石術

腎盂尿管ビデオスコープ
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大腸ポリープの日帰り内視鏡手術

大腸ポリープの治療法の進歩

　わが国では大腸がんの増加が著しい反面、大腸
がん検診の受診率の低さが問題となっています。大腸
がんを早期に発見するためには、大腸がん検診（便
潜血検査）を毎年受診し、異常があれば大腸内視鏡
検査（大腸カメラ）を受けることが大切です。
　また、良性の大腸ポリープが時間の流れとともに
がん化することがあり、切除して初めて良性・悪性
（がん）の区別がつくポリープがあります。切除が必要
なポリープを適切に判断することが重要です。

大腸カメラを受ける際には、１度ですむ大腸の日帰り内視鏡手術について、
消化器内科の主治医にご相談ください。

H

ospital Topic s

もっとも大切なのは安全性です

　ポリープの大きさや形態から出血リスクが高いと判断される病変、がんが疑われる病変、あるいは出血リスク
が高まるようなお薬を服用されている患者さま、慎重な対応が必要な場合は、無理をせずに安全性を重視し、
入院治療で対応いたします。

主な部位別がん死亡率の推移

大腸がん

肺がん

胃がん

肝臓がん

膵がん

前立腺がん

白血病

胃がん
膵がん
乳がん
卵巣がん
白血病

肝臓がん
肺がん
子宮がん
前立腺がん
大腸がん

大腸がん

　従来、多くの施設で、大腸ポリープは大きさ、形にかかわらず「入院して内視鏡手術を行うもの」でした。
　近年、技術や治療の方法、また治療機器の進歩によって、治療後のトラブルは従来よりもずっと低い確率に
おさえられ、必ずしも入院での治療が必須ではなくなりました。
　当院でも、安全性、確実性の面で良好な成績を収めており、そして何より患者さまの負担を軽減できる方法
として、その利便性を高く評価していただいています。

入院手術 

手続き

理由

方法

ポリープ
切除後の
出血率

対象

外来日帰り手術

外来で大腸カメラ受診後、入院手続き

２～３日程度の入院
再度大腸カメラ手術 外来で大腸カメラ時に見つけたポリープを

その場で切除

ポリープ切除後に出血予防のため
入院での安静が望ましい

ホットポリペクトミー コールドポリペクトミー

※粘膜の深い層まで切らなければならない
大きいポリープの場合、深い部分には太い
血管があるため出血リスクが高く、電気を
用いて焼き切る必要がある

※粘膜の表面をそぎ取る。
　表面には細い血管しかないため
　出血リスクが低く、電気を用いる必要もない

上記の方法を用いても、
一定の割合で出血リスクがある 従来より低い

出血リスクが低いポリープが対象のため、
外来で対応可能

高周波手術装置（電気による）
を用いて切除

電気を使うことなく、
スネア―（金属の輪っか）で
ポリープの根元を締め切って切除

大きいポリープ、
慎重な対応が必要なポリープ 小さいポリープ

日帰り手術
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～臨床検査（血液・尿など）の疑問にお答えします～

臨床検査科

ＬＩ室
(Laboratory Information)

診察時間内に検査の目的や内容を充分確認することが難しい場合があります。
そのような時には、ぜひ松下記念病院臨床検査科にお立ち寄りください。
当院で受けられた検査（血液・尿など）に限りますが、説明・相談・情報提供を行っ
ております。詳しい説明をお聞きになりたい方は臨床検査科受付にお越しくだ
さい。

場　　所 : ２階 臨床検査科 受付
受付時間 : 10:00 ～ 15:00（平日のみ）
　　　　  （１人当たり 15分程度 )
費　　用 ： 無 料

①糖尿病と検査のお話
②肝臓病と検査のお話
③腎臓と尿検査のお話
④脂質異常症（高脂血症）のお話
⑤貧血のお話
⑥狭心症と心筋梗塞のお話
⑦甲状腺のお話
⑧前立腺と検査のお話
⑨アレルギーのお話

申込方法

病気・症状についての内容や検査項目をはじ
め、数値の見方や、今後の対策などを記載した
リーフレットを提供しております。

説明に使用するリーフレット

病院
なぁ
に

の

これ？

血液・尿などに
関する疑問は

２Ｆ臨床検査科受付へ
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認知症看護認定看護師の役割とは？
　認知症者とその家族の支援に関する最新の知識と技術を用いて、水準の高い看護を実践するこ
と、また、あらゆる場において認知症者の生命、生活の質、尊厳を尊重した看護を看護職や多職種と
協働して提供することが主な役割です。

認知症看護認定看護師って？
　救急看護や緩和ケアなど 21の分野が特定されている「認定看護師」のうちの
ひとつです。認知症について一定の知識と経験を積んだのち、専門の教育機関で
更に深く学び、資格を取得します。

　急激な高齢化に伴い増え続ける認知症。認知症による症状は多種多様で、特に徘徊や暴言・暴力
などの周辺症状については、対応が非常に困難なこともあります。認知症による中核症状や行動・
心理症状（BPSD）が表立ってくると、その人の認知機能や日常生活動作（ADL）に合わせたケアを
行いながら、“その人らしさ”を知り大切にすることをスタッフ一丸となって日々取り組んでいきます。

認知症看護認定看護師として、
❶ 認知症の原因疾患による特徴に沿ったケアの検討
❷ 重症度やその人の持てる力をスタッフと共有しながら統一したケアの実践
❸ 退院支援における多職種との連携
❹ 家族へ本人に起きている現在の症状の理由や具体的なケア方法の提案

などを行っています。

　入院患者さまの３割以上が70歳以上で高齢化して
おり、全ての病棟で認知症患者さまを抱えています。
今後は認知症看護認定看護師として、病院全体の活動に
つなげていきたいと考えています。

　認知症をお持ちの方も、これまで歩んだ人生や価値観や希望がなくなるわけではありません。
“一人の人間として尊重される”ことを保証するために、認知症の原因疾患や重症度・見当識
障害の有無や程度の把握、精神的・社会的状態、認知機能障害が生活行動に及ぼす影響について
評価し、適切な方法でのコミュニケーションを図りながら、ケアを行うことが大切です。
　また、認知症を持つ人の家族や支援者も、介護困難や
ジレンマを感じて辛い気持ちを抱えていることも多いため、
そのサポートも同時に行う必要があります。

松下記念病院のとっておきニュース♥

お届けします！
認知症看護
    認定看護師

今回は・・・

認知症看護認定看護師の活動

認知症を持つ人を支えるとは

吉川 看護師
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助産師外来・院 内助産

頭痛外来

松下記念病院

妊娠２4週頃以降の
正常な妊娠経過の妊婦さん

●ご本人とご家族の同意をいただける方
●産科医師の許可がある方

対象者
産婦人科外来にて

月火水
１４時～/１５時～/１６時～

外来診察

● 経験５年以上の助産師(外来・入院)２人で対応します。
● 待ち時間なしで、ゆっくりと時間をかけて対応いたします。
● 女性が持つ本来の力を最大限に発揮し、自然な出産をサポートします。

● 受診には、主治医・かかりつけ医の先生からの
　 紹介状が必要です。詳しくは当院にお問い合わせください。

06-6992-1231（終日）

毎週金曜日  午前 9:00

担当窓口：産婦人科病棟 (4 西病棟 )
お問い合わせ・お申し込み

06-6992-1231（代表）松下記念病院　患者支援連携センター
お問い合わせ先

(1人1時間程度)

外来診察

   頭痛は日常生活に影響を与える疾患の第 19 位（女性では12位）に
あげられており（世界保健機構 [WHO]2001年報告書）、公衆衛生上
たいへん重要な疾患です。
　もし、あなたやあなたの大切な人が、頭痛のために仕事や学校を
休まれたことがあるようでしたら、ぜひ当院の「頭痛外来」を受診す
ることをおすすめします。当院の「頭痛外来」では、頭痛学会専門医が
丁寧にお話をうかがい、薬の正しい飲み方の指導や新たな予防治
療を組み合わせることにより、頭痛の回数を減らし、頭痛の強さを
弱めることが可能です。2019年4月の「頭痛外来」開設以来、受診
された患者さまも口々に効果を実感していただいています。

～「たかが頭痛くらいで病院にかかるなんて…」と
思っておられませんか？～

生活への支障が
なくなりました。

“  ”
患者
さまより

よくわかる説明で
納得できました。

“  ”
患者
さまより
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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
https://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)
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当院では、462施設（約 500名）の医療機関が登録しています。
※「登録医」…当院と紹介・逆紹介など連携体制をとっている医療機関です。

～安心できる地域の「かかりつけ医」を紹介します～

タッチパネルで検索できます！
あなたの近くの登録医が

2020.3～
タッチパネルで
“登録医”を
検索できます

地図からも
検索できます

紙に印刷
できます

　当院では急性期病院として入院や
緊急の診療の役割があり、軽症や慢
性疾患の方は診療所やクリニックで
の受診をお願いしています。
　大きな検査や入院が必要な時は
松下記念病院を紹介してくれるかかり
つけ医（登録医）を持ちましょう！

ラックから
タッチパネル

になります。

「松下記念病院  登録医療機関のご紹介」

ホームページからも検索できます ➡

● 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。

駐車場料金について

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

（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

※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）

※入院患者さまの付添いの方等も割引をご利用いただけます。
　駐車場出口では割引処理を行っていません。

総合案内カウンターと受診票窓口カウンターに割引処理機があります。


