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行  徳  の
9 月上旬号 「十五夜」
今年の中秋の名月・十五夜（旧暦８月 15 日）は、
９月８日 ( 月）です。十五夜といったらお団
子とススキ。収穫を感謝するために稲穂(お米)
に似たススキを供えるようになったそうです。
実際に本物の稲穂を供えることもあるそう。9
月 8日は、晴れてきれいなお月様が見られる
といいですね。

    去る 8月 25 日に地域の医療機関の先生方にお集まり頂き、「第 1回行
徳総合病院医療連携会」を開催致しました。当院脳外科渡邉医師が “低
侵襲時代の脳外科手術について” また消化器内科山本医師は “消化器内
視鏡によるスクリーニングの意義” を講演させて頂き、大変好評をいた

だきました。そして引き続き行われた意見交換会では、日頃の医療連携や新病院の将来像についての活発な意見
交換がなされました。地域住民の皆さまだけでなく開業医の先生からも大変な期待を頂いていると感じ、改めて
身が引き締まる思いがしました。頂いたご意見を生かし、当院の新しい理念 “患者さまを第一に考え、すべての人々
に信頼され満足される病院” を目指し、地域の先生方にも信頼と満足を頂ける病院づくりに邁進し、住民の皆さ
まに愛される病院となるよう一層努力してまいります。
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院長だより
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　前立腺は男性だけにある臓器で、精液の一部である前立腺液をつくっています。直腸の前、
膀胱の下で骨盤の最下部に位置します。前立腺の中を尿道が通っています。加齢とともに前立
腺が大きくなり、中を通っている尿道を圧迫していきます。これにより、尿の出具合が悪くな
り、ひどい場合、尿閉（尿が出なくなってしまう状態）となることもあります。また、尿の出
具合が悪くなると、うまく出し切れない尿（残尿）が増えてしまうことで、尿の回数が増える
（頻尿）こともあります。これが、前立腺肥大症です。
治療としては、まず、薬物療法を行います。これで症状が改善しない場合、手術療法を行うこ
とになります。当院では、経尿道的前立腺レーザー核出術（HoLEP）を行っており、従来の電
気メスを使用した手術に比べ、より安全に手術を行うことが出来ます。

泌尿器科  ＃2 前立腺肥大症とは？

Ｉ Ｍ Ｓ グ ル ー プ　広 報 誌　プ ラ ザ イ ム ス

「プラザイムス」は、患者さま、ご家族のみなさまに院内や IMS グループの医療活動、病気に関する情報をお伝えするコミュニケーションペーパーです。

森川　弘史
泌尿器科一般

●泌尿器外来のご案内
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岡田　真介
※受付 11:30 まで
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※受付 11:30 まで
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金 核出した前立腺を膀胱内に
落とす様子



休診・代診情報 8月 29 日現在
休診・代診情報、夜間診療
情報につきましては予告
なく変更になる場合がご
ざいます。
ご来院される際は、お電
話でお問い合わせいただ
くなどご確認の上お越しく
ださいますようお願いい
たします。
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広報誌へのご意見、ご感想はこちらまでお願いします！
public-relations.gyo@ims.gr.jp

新病院まで

あと ヶ月6

　右は 8月 19 日の新病院建設現場の写真で
す。きれいな夕日ですね！
　この写真何階から撮ったものかわかりま
すか？
①5階　②10 階　③屋上
　みなさんはもうスカイツリーには行かれ
ましたか？新病院からはスカイツリーも見
えるそうですよ！

再興感染症という言葉を知っていますか？一時期は減少していたけれど、この 20 年間に再び流行
し始め、患者数が増加した感染症の総称です。その中のひとつが結核。結核はかつての日本では「亡
国病」とよばれるほど高い蔓延状況を示していました。
免疫力の低い乳幼児や、ストレスや不規則な生活をしている人、ヘビースモーカー、以前に結核を
経験した人、ＢＣＧ接種歴がなくツベルクリン反応が陽性の人、身近に結核にかかったことのある
人がいる、などの場合は感染した際に発病しやすいといわれています。
ココがポイント
予防としてはＢＣＧ接種 ( あらかじめ感染する前 )、潜在性結核感染症治療 ( 感染をうけてから、「化
学予防」とも )、接触者健診 ( 感染のおそれが大きいとき ) などがあります。

答え：③ 

知っておこう！
健康のための第一歩 再興感染症

８月 29 日現在
17 時以降の夜間帯は毎日、内科医師と外科医師が当直
をしています。加えて、脳神経外科 (20 時まで) と整形
外科 (21 時まで) が待機している日は以下の通りです。

夜間救急診療情報
ご来院の際はお電話ください。   047-395-1151
常勤医が当直をしています。安心してご来院ください。

※青字が常勤医です。

9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

内科 藤田 外浦 岡本 中嶋 荻原
順天堂
大学

順天堂
大学

藤田 外浦 岩村 中嶋 荻原
順天堂
大学

順天堂
大学

藤田

外科 櫻井 石丸 今井 東 北里 橋口 橋口 石丸 櫻井 今井 東 北里 外浦 外浦 石丸

脳神経内科 岩村

脳神経外科
(20時まで)

梅沢 渡邉 渡邉 中嶋 小西 梅沢 渡邉 渡邉 中嶋 梅沢

整形外科
(21時まで)

池田 小西 山本

小児科
(18時半まで)

佐藤 佐藤

曜日 時間帯 診療科 医師

休診 9月2日 火 午前 泌尿器科 岡田医師

代診 9月3日 水 午前 形成外科 櫻井→本田
休診 9月3日 水 午前 呼吸器内科 鳥羽医師
代診 9月4日 木 午前 形成外科 櫻井→外薗
休診 9月4日 木 午後 脳神経内科 岩村医師
休診 9月5日 金 午後 脳神経内科 岩村医師
休診 9月6日 土 午前 消化器内科 滝川医師
休診 9月6日 土 午前 形成外科 櫻井→野守
休診 9月8日 月 午前 消化器内科 滝川医師
休診 9月10日 水 午後 消化器内科 滝川医師
休診 9月11日 木 午後 消化器内科 中島医師
代診 9月13日 土 午前 小児科 鈴木→山田
代診 9月22日 月 午前 脳神経外科 梅沢→渡邉
休診 9月27日 土 午前 外科 今井医師
休診 9月27日 土 午前 耳鼻咽喉科 藤巻医師
代診 9月27日 土 午前 小児科 鈴木→高橋
休診 9月30日 火 全日 皮膚科 髙橋医師

休診・代診日


